
施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

111 -1 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 1

人 非該当

産業 非該当

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 8 土木費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 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）

まちづくり推進事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

まちづくり重
点目標

-

-

地域特性に応じた適切な土地利用の規制・誘導により、良好な住環境の維持増進を目指
す。

土地利用

良好な住環境の維持増進

都市計画マスタープランに基づき、地域特性に応じた適切な土地利用の規制・誘導により、
良好な住環境の維持増進を目指す。

住民

事業概要 主な関連計
画・法令

都市計画マスタープランの地域別構想に掲げるアクションプランについての具体的な地区
整備計画、事業手法等の検討を行う。

都市計画法

都市計画マスタープラン

事業目的 主な協働・関
連団体

平成29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） 内訳（具体的な内容）

実施候補地区の選定・検討 事業手法の事前調査・研究 事業手法の検討

事業費計（平成29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 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

111 -1 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29～31年度）

まちづくり推進事業

■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 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 2 2 2 2 2

27年度 2 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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28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２１年度に都市計画マスタープランを全面改訂し、３小
学校区ごとの地域特性に応じた適切な土地利用の規制・誘
導による良好な住環境の維持増進をめざした地域別構想を
定めた。
平成２５年度、県営名古屋空港周辺地区に空港機能や既存
産業と一体となった航空宇宙関連産業の工業地区（都市マ
ス）の形成に向けた地区整備計画を策定した。平成２７年度
には名古屋空港周辺林先地区計画の緑地の変更手続きを
行った。

アクションプランの実現に向けた地区整備計
画の具体化が進んでいる。

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）

地区整備計画 箇所

今後は、区域区分の総見直しに合わせ、名古屋空港周辺小
道地区を市街化区域に編入（県決定）し、用途地域を工業地
域に指定（町決定）するための手続きを進めていく。同時に
地区計画の変更及び条例の改正を行うことにより、引き続き
良好な住環境の維持増進を目指す。

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

愛知県の民間航空機生産・整備拠点誘致プロジェクト推進のため、名古屋
空港周辺小道地区計画を平成２６年３月に都市計画決定した。このことによ
り、航空宇宙関連産業の工業地区に工場建設の条件整備を行った。平成３
０年度には市街化編入を予定している。
平成２８年９月にはこの地区計画の中で工場と既存住宅地の間に周辺の住
環境に配慮した良好な工業団地の形成を図るため、当該工業地区の南側
（既存集落のある北側：３号線沿い）に緑道が新設された。

平成２６年３月に名古屋空港周辺小道地区計画を都市計画決定したことに
より、評価指標をクリアしたが、引き続き良好な住環境の維持増進を目指
す。市街化編入のため、適切な手続きを行う必要がある。
なお、当該地区の南側が既存住宅地と隣接していることから、地区計画（地
区整備計画）により、周辺の良好な住環境に配慮した工業団地の形成を図
るため、当該工業地区の南側（既存集落のある北側：３号線沿い）に緑道が
完成した。

適切な土地利用の規制・誘導により、良好な住環境の維持
増進ができている。

上記に同じ。

緑道は計画どおり、事業者により整備のうえ、町に帰属され
た。

上記に同じ。

計画どおり推移している。

上記に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

112 -1 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 1

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 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

随時 随時 随時

0 0 0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 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

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

調査研究 調査研究 調査研究

県との情報交換 県との情報交換 県との情報交換

平成29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） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

愛知県や関係団体と連携、協力しながら旧空港用地の地域振興に向けた調査・検討を行
う。

都市計画法

都市計画マスタープラン

事業目的 主な協働・関
連団体

土地利用

空港や市場を活かした創造的なまちづくりの推進

既存の工業施設、空港施設に隣接する旧空港用地（Ｃ地区）の有効活用により、空港機能
と一体的となった航空宇宙関連産業の立地を目指す。

県営名古屋空港

三菱重工業㈱小牧南工場

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

旧空港用地における広域交流拠点の形成事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

-

既存の工業施設、空港施設に隣接する旧空港用地（Ｃ地区）の有効活用により、空港機能
と一体的となった航空宇宙関連産業の立地を目指す。

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

112 -1 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29～31年度）

旧空港用地における広域交流拠点の形成事業

■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

80 90 90 90 90 100

27年度 80 90 100

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事業の実施状況に関する評価

旧空港用地の活用については、計画どおりほぼ事業が完了
した。土地利用率については、１００％と記載することとす
る。

平成２５年１０月１１日にアジアＮｏ．１航空宇宙産業クラスター形成特区区域にＡ地区とＣ地区が追加指定された。
Ａ地区はＭＲＪ等の駐機場とするため、県営名古屋空港が取得し、土地利用が確定した。
Ｃ地区は愛知県の民間航空機生産・整備拠点誘致プロジェクト推進のため、名古屋空港周辺小道地区を平成２６
年３月に都市計画決定しており、航空宇宙関連産業の工業地区に工場建設の条件整備を行った。平成３０年度に
市街化編入を予定している。
また、広域交流拠点となる大規模集客施設の南側にアプローチ道路を整備するため、関係自治体等と協議を行っ
た。林先地区では県が計画する航空機関連の見学施設の整備のため、地区計画の変更をおこなった。

旧空港用地（Ａ及びＣ地区）については、県事業が円滑に推進するよう事務
処理等適切に行う。
また、広域交流拠点となる大規模集客施設の南側にアプローチ道路の整
備を進めていく。また、あいち航空ミュージアムが地域の交流拠点となるよ
う協力していく。

旧空港用地（Ｃ地区）の有効活用により、空港機能と一体的
となった航空宇宙関連産業が立地した。

上記に同じ。

事業者により工場が立地した。

上記に同じ。

土地利用率については、目標を達成した。

上記に同じ。

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

進行管理
平成28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

備考 備考 備考

平成２５年１０月１１日にアジアＮｏ．１航空宇宙産業クラスター形
成特区区域にＡ地区とＣ地区が追加指定された。
Ａ地区はＭＲＪ等の駐機場とするため県営名古屋空港が取得
し、土地利用が確定した。
Ｃ地区は県の民間航空機生産・整備拠点誘致プロジェクト推進
のため、名古屋空港周辺小道地区計画を３月に都市計画決定
しており、航空宇宙関連産業の工業地区に工場建設の条件整
備を行った。平成２７年度には林先地区で県が計画する航空機
関連見学施設の整備のため、緑地の変更を行った。平成２８年
９月にＣ地区の組立工場（Ａ工区）が完成した。

航空機製造工場が完成していて、航空機製
造を始めとした先端産業の拠点となってい
る。

旧空港用地の土地活用率 ％



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

112 -2 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 1

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 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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 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 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 実施スケジュール

関係団体との情報交換 関係団体との情報交換 関係団体との情報交換

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

平成29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） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

北部市場を中心とした食の流通拠点の形成を図るため、関係団体と連携、協力しながら調
査、検討していく。

都市計画法

都市計画マスタープラン

事業目的 主な協働・関
連団体

土地利用

空港や市場を活かした創造的なまちづくりの推進

本来、市場が持つ「食」の流通拠点としての機能を活かすとともに、物流拠点機能に加え、
「食の豊かさ・安全」という視点から飲食、小売機能が複合した店舗・施設の立地誘導を行
う。北部市場と周辺物流施設との連携及び多様化を図り、市場を活かした創造的なまちづ
くりを推進する。

企業

名古屋市中央卸売市場北部市場

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

北部市場周辺「食の流通拠点」形成事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

北部市場を中心に「食の流通拠点」を形成することにより、多くの人が集う、活気あふれる
まちを目指す。

北部市場を中心として、食品関連の物流施設、食品加工等の工業施設とともに、飲食店、
生花店等の商業系施設の立地を目指す。

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

112 -2 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29～31年度）

北部市場周辺「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 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

費用はかかっていないものの、実地手法の見直しが必要で
ある。

上記に同じ

事業実施上の問題点と対応策

「北部市場　夏休み　親子で市場探検隊」（７月１５日開催）を６月広報に掲
載した。１１月に開催予定の食の物語フェア２０１７について、１１月号広報
に掲載予定。
商業系施設の立地は見られない。

イベント開催に係る広報などを担当者レベルで情報交換しているものの、具
体的な北部市場周辺の活性化については議論されていない。まずは既存
のイベントを活用する形で連携を図ることが望ましい。

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

「北部市場　夏休み　親子で市場探検隊」（７月１５日開催）
を６月広報に、北部市場主催の「食の物語フェア２０１７」（１
１月１２日開催）を１１月広報に掲載した。また豊山町産業ま
つり（１０月２２日開催）に北部市場ブースが設けられ祭りを
盛り上げている。今後の業務予定など担当者レベルで情報
交換を行ったが、周辺での商業系施設の立地の動きはな
い。

北部市場のイベントを継続して広報に掲載することにとど
まっている。立地に向けた動きは取れていない。

上記に同じ

イベントのPRにとどまった。

上記に同じ

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）

商業系施設の立地 件

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28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した。

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。

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

113 -1 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 1

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 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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

随時 随時 随時

0 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

空港との一体性を活かした産業振興事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

-

「アジアＮｏ．１航空宇宙産業クラスター形成特区」に指定された空港周辺に航空宇宙産業
の一層の集積を目指す。

事業目的 主な協働・関
連団体

土地利用

新たな産業機能の誘導

「アジアＮｏ．１航空宇宙産業クラスター形成特区」に指定された空港周辺に航空宇宙産業
の一層の集積を目指す。

愛知県

企業

事業概要 主な関連計
画・法令

愛知県や関係団体と連携、協力しながら航空宇宙関連産業の誘致・誘導に向けた調査・検
討、情報交換を行う。

都市計画法

都市計画マスタープラン

平成29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） 内訳（具体的な内容）

県との情報交換

調査・研究

県との情報交換県との情報交換

調査・研究調査・研究

事業費計（平成29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 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

113 -1 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29～31年度）

空港との一体性を活かした産業振興事業

■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 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 0 0 0 0 1

27年度 1 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

航空宇宙関連企業の立地 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

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

特定財源の増
減理由

平成２６年度に行った緑地面積率や環境施設面積率の緩和
により、工業立地の推進が図られている。平成２７年度には
県が計画する航空機関連見学施設の整備の為、地区計画
の変更が行われている。これらにより、官民双方から航空宇
宙関連産業を推進しやすい体制が整ってきている。平成２８
年９月にはＣ地区内において組立工場（Ａ工区）が完成し
た。

「アジアＮｏ．１航空宇宙産業クラスター形成
特区」に指定された空港周辺に航空宇宙産
業が集積されている。また、航空機関連の見
学施設等を活用して、空港周辺の更なる産
業振興が図られる。

今後も航空宇宙産業を中心とした工場立地を推進する上で、用地等の確保
が重要となる。住居地、緑地を保全しつつ、空港との一体性を生かした産業
を振興する必要がある。また、今年度改正された地域未来投資促進法に即
した形で、条例改正を行う必要がある。

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

進行管理
平成28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）

小道地区計画に基づいた航空宇宙関連工場が完成した。
当該地区を平成３０年度の線引き総見直しに合わせて、市
街化区域に編入するべく協議を行っている。市街化編入は
県決定、工業地域への用途指定は町決定であり、県等関係
機関との調整が必要である。また、地区計画の変更と建築
制限条例の改正が必要となる。

空港機能と一体となった航空宇宙関連産業の育成・誘導を
行う条件を整えた。

上記に同じ。

航空宇宙関連企業の立地が確定。町として行う条件は整っ
たが、工場の稼働が待たれる。

上記に同じ。

これまでの主な成果

引き続き適切に事務手続きを進める必要がある。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

平成２６年３月の地区計画の決定とともに「企業立地重点促進区域」として指定した区域に
おいて、緑地面積率及び環境施設面積率を５％に緩和するため、企業立地の促進等によ
る地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく
準則を定める条例の一部改正を同月に行い、平成２６年４月１日に施行した。これにより、
三菱重工業㈱小牧南工場用地と同様に追加された豊場地区においても、これまでと同様
の５％まで緩和し工場立地を推進することとなった。平成２８年９月にはMRJの組立工場（Ａ
工区）が完成した。今年度には企業立地促進法が改正され、地域未来投資促進法となった
ことから、愛知県の策定する新たな基本計画にこれまでの重点促進区域を指定した。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

113 -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 1

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 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 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

春日井稲沢線沿道の商業集積誘導事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

北部市場から大規模集客施設（ＡＰＷ名古屋）を結ぶ春日井稲沢線（幹線道路）の沿道商
業集積により、多くの人が集う、活気あふれるまちを目指す。

北部市場から大規模集客施設（ＡＰＷ名古屋）を結ぶ春日井稲沢線（幹線道路）沿道にお
いて、「食」をテーマに買い物や飲食を楽しめる沿道商業地を目指す。

-

事業目的 主な協働・関
連団体

土地利用

新たな産業機能の誘導

春日井稲沢線（幹線道路）沿道において、小規模な店舗、飲食店が立ち並び、買物や飲食
が楽しめ、多くの人で賑わう様な、新たな産業機能を誘導する。

企業

事業概要 主な関連計
画・法令

日常生活を営むための商業機能とともに、飲食店等の立地により、多くの人が集まる「都市
のにぎわい軸」を形成する。

都市計画法

豊山町都市計画マスタープラン

平成29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） 内訳（具体的な内容）

にぎわいの創出の調査・研究 にぎわいの創出の調査・研究

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

にぎわいの創出の調査・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 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

113 -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29～31年度）

春日井稲沢線沿道の商業集積誘導事業

■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 3

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

店舗、飲食店等の立地により町内外を問わ
ず、多くの人が集まり、にぎわいをみせはじ
めている。

沿道の商業系施設の立地 件

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

特定財源の増
減理由

平成２６年度には伊勢山交差点西南区域において、大規模
小売店舗が平成２７年度には飲食店が立地した。そのため
多くの人が集まり、にぎわいをみせはじめている。

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

平成２６年度に商業系施設が開店し、評価目標を達成した。これからも引き
続き活気あふれる町となるよう、産業機能を誘導していく。

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

進行管理
平成28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

単位
現状値

（下段：時点）

平成２６年度において、伊勢山交差点付近において大店舗
及び飲食店の立地があった。平成２９年度には情報サービ
ス系の店舗がオープンした。引き続き当該地域への商業系
施設の集積誘導を継続する必要がある。

２６年度に２件、２９年度に１件の商業施設が立地し、目標値
を達成した。

上記に同じ。

目標を達成しているが、継続していく。

上記に同じ。

これまでの主な成果

予算執行なく、立地誘導が進んだため。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

平成２６年度に商業系施設が開店した。また、その周辺に飲食店が立地す
るなど商業施設の集積が進んでいる。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

113 -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 1

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 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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 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

インター周辺地区の土地利用転換事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

-

高速道路インターチェンジ周辺における市街化調整区域において、保全すべき農地との区
分を明確にしたうえで、計画的な土地利用を目指す。

-

事業目的 主な協働・関
連団体

土地利用

新たな産業機能の誘導

高速道路インターチェンジ周辺における市街化調整区域において、保全すべき農地との区
分を明確にしたうえで、計画的な土地利用を目指す。

企業

事業概要 主な関連計
画・法令

インターチェンジ周辺の市街化調整区域の開発可能地区の計画的な土地利用を促す。

都市計画法

都市計画マスタープラン

平成29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） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29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 実施スケジュール

指導・助言 指導・助言 指導・助言

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

113 -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）

インター周辺地区の土地利用転換事業

■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 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

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

保全すべき農地との区分を明確にしたうえ
で、農業環境及び住宅地環境との共存を図
りつつ、工業系土地利用が進んでいる。

工業系施設の立地 件

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

インター周辺の市街化調整区域の開発が可能となっている
ことから、保全すべき農地との区分を明確にしたうえで、愛
知県開発許可基準及び豊山町開発行為等指導要綱を通じ
て、良好な市街地（生活環境）の形成に努めてきた。平成２
８年度には、青山字高添地区において物流施設事業者が２
件進出した。

事業実施上の問題点と対応策

平成２８年度に調整区域である青山の高添地区において、物流施設の開発
申請が２件あった。現在は２件とも完了検査が済んでおり、供用を開始して
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）

これまでの主な成果

インター周辺に位置し、幹線道路アクセスの利便性も良く、開発需要の高い
地区であることから、引き続き、保全すべき農地との区分を明確にしたうえ
で、農業環境及び住宅地環境との共存を図りつつ、空港機能と一体となっ
た航空宇宙産業の誘導を目指す。

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

航空宇宙産業の誘致に向け、県と情報共有している。建設
事業者との情報共有も図り、町内における土地利用の可能
性を検討し、コンサルティング業者に対する可能性調査を実
施する方向性も固めた。引き続き県や各業者と情報共有
し、計画的な土地利用を目指す。

実施手法の見直し等の改善が必要である。

上記に同じ。

計画どおり推移していない。

上記に同じ。

航空宇宙産業系の誘致については、県との情報共有にとど
まっている。

上記に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

121 -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 1

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 1

予算体系 款 8 土木費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 70,772 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

30 30 30

0 0 0

3,982 3,982 3,982

135 125 125

12,862 12,862 12,862

5,818 6,645 6,645

219 219 219

23,046 23,863 23,863

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

５月 随時 随時

９月

１１月

随時

19,301 23,046 23,863前年度実施計画の事業費

活性炭濾材取替工事、監視カメラ改修設置
工事を行うため増額。

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 実施スケジュール

各施設の保守委託契約

バラ園剪定 修繕及び工事 修繕及び工事

報償費 報償費 報償費

原材料費 原材料費

各施設の保守委託契約

原材料費

工事請負費 工事請負費

需用費

バラ配布会

修繕及び工事

バラ園剪定

旅費 旅費 旅費

委託料 委託料

役務費

委託料

需用費 需用費

各施設の保守委託契約

平成29年度 平成30年度 平成31年度

工事請負費

役務費

事業目的 主な協働・関
連団体

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） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

役務費

事業概要 主な関連計
画・法令

除草、清掃等の日常的な管理、設備等の定期的な保守点検に加え、故障、悪戯等への迅
速な対応により、安心で安全な遊びと憩いの場所の提供に努める。

都市計画法

公園・緑地

公園・緑地の維持管理

公園の適切な運営管理により、地域住民の安心で安全な遊びと憩いの場所の提供を目指
す。

全町民

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

まちづくり重
点目標

都市公園管理事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

-

-

公園の適切な運営管理により、地域住民の安心で安全な遊びと憩いの場所の提供を目指
す。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

121 -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29～31年度）

都市公園管理事業

■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 17 17 17

一般財源 23,029 23,846 23,846

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

6,336 5,900 5,900 5,900 5,900 6,000

27年度 6,336 6,135 5,356

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3

27年度 3.0 3.0 2.9

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

バラ園について、ボランティアの活動を中心に適切に管理運
営を行うことができた。
管理用カメラの改修、駐車場区画線の補修やせせらぎ底面
の補修など公園施設の維持工事を行った。
また、公園施設の破損・不具合が起きた際に修繕を行った。
今後も引き続き、故障・悪戯等への迅速な対応を行うことに
より、安心で安全な遊びと憩いの場の提供に努める。"

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成２７年度に整備したバラ園をボランティアの方々と管理しており、にぎわ
いを見せている。
水景施設等の修繕、管理用カメラの更新など、神明公園を安心で安全な遊
びと憩いの場所として提供するための維持管理に努めた。

経年劣化による公園施設の破損が見受けられ、危険度の高いものから優
先的に修繕している。今後もＭＲＪなどで来園者が増加すると思われ、安心
で安全な遊びと憩いの場所として提供するためにも、迅速な修繕に努める
必要がある。

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

予算の範囲内で適切な事業執行を行った。

上記に同じ。

進行管理
平成28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

その他財源の名称その他財源の名称

備考 備考 備考

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

神明公園使用料を特定財源に組み入れたた
め。

神明公園（平成17年4月供用開始）に加え、平成20年10月に
林先公園が供用開始した。また、安易な施設管理委託では
なく、安心で安全な遊びと憩いの場所として、町の責任ある
適正な維持管理を行っている。

地域住民の憩いの場としての提供のほか、
コミュニティー活動の場としての提供にも努
める。

デイキャンプ場利用者数 人

町民一人当たりの公園面積 ㎡

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

上記に同じ。

安心で安全な遊びと憩いの場の提供ができている。

上記に同じ。

計画どおりに事務を執行し、事務事業評価指標（町民一人
当たりの公園面積）が目標値を概ね達成している。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

121 -1 A 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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 1

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 1

予算体系 款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 4 児童遊園施設費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 72,501 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

504 504 504

2,000 2,000 2,000

26 26 26

5,082 5,082 5,082

15,174 15,174 15,174

2,147 980 980

12 12 12

24,945 23,778 23,778

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４・１０・１月 ４・１０・１月 ４・１０・１月

４～６月 ４～６月 ４～６月

１月 １月 １月

２月 ２月 ２月

随時 随時 随時

25,218 24,945 23,778

事業概要

負担金及び交付金

平成29年度 平成30年度

需用費 需用費

工事請負費工事請負費

豊山町児童遊園の設置及び管理に関する条例

町民

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

工事請負費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

遊具塗装、砂場砂入替

公園・緑地

役務費

子どもたちの健康増進や情緒を豊かにすることを目的とし、設置している。 主な協働・関
連団体

事業目的

報償費 報償費

内訳（具体的な内容）

役務費

事業の内訳と
事業費

清掃謝礼支払い

借地料支払い

遊具修繕

報償費

境内地謝礼支払い

清掃謝礼支払い

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

事業費計（平成29年度）

需用費

遊具修繕

公園・緑地の維持管理

豊山町児童遊園花壇等設置管理費補助金交付要綱

町内26箇所ある児童遊園の安全と快適さを確保する。 主な関連計
画・法令

内訳（具体的な内容）

清掃謝礼支払い

豊山町児童遊園の設置及び管理に関する条例施行規則

境内地謝礼支払い

平成31年度

委託料

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

快適で活気あふれるコンパクトなまち

－

－

児童に安全かつ健全な遊び場となる環境を整備する。

児童遊園管理事業

実施スケジュール

委託料委託料

借地料支払い

使用料及び賃借料

負担金及び交付金

事業費計（平成31年度）

役務費

実施スケジュール

負担金及び交付金

事業費計（平成30年度）

遊具塗装、砂場砂入替

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

遊具塗装、砂場砂入替

平成２８年度に大規模工事が終了したため、
減額した。

実施スケジュール

借地料支払い

遊具修繕

前年度実施計画の事業費

境内地謝礼支払い



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

121 -1 A 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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）

児童遊園管理事業

■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 24,945 23,778 23,778

■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

27年度 0 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

指標名

件

その他財源の名称

備考備考

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

平成31年度以
降の展望

遊具点検委託業者から毎月報告される点検結果や町民か
らの要望等に応じて、適宜、工事や修繕を実施し、環境整備
の充実を図ってきた。大規模工事では、平成22年度に下青
山児童遊園の新設（平成23年度から開設）、平成25年度に
冨士・中稲児童遊園への下水道の接続工事、平成26年度
に中稲・若宮で遊具取替工事、平成27年度に伊勢山児童遊
園への下水道の接続工事、平成28年度に新町児童遊園の
土壌の入替工事を実施している。これまで遊具の整備不良
に伴う事故は、報告されていない。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

特定財源の増
減理由

児童遊園の中には、自治会や子ども会の活
動では、ごみ拾いや草刈り等の清掃・管理が
十分に行き届いていない児童遊園があるた
め、各地区において、美化活動の推進を図っ
ていく。

遊具点検委託業者から毎月報告される点検結果や町民か
らの要望等をもとに、優先順を選別しながら工事や修繕を実
施した。速やかに対応したことから、整備不良等による事故
は発生していない。児童遊園の中には、ごみ拾いや草刈り
等の清掃管理が十分に行き届いていない地区がある。自治
会や子ども会に対して美化活動を推進させる取組みが求め
られる。

整備不良による事故件数は０件で目標値を達成したため。

目標を達成することができた。

遊具類の安全性確保について、十分な成果をあげ、健全で
安全な遊び場を提供した。

十分な成果を上げることができた。

点検報告等により優先順位を管理し、効率的に事業を実施
する事が出来た。

効果的である。

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
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

遊具整備不良による事故件
数

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

遊具点検委託業者から毎月報告される点検結果や町民からの要望に応じ
て、工事や修繕を実施した。また、地区に児童遊園を整備するため、借地料
を地権者に支払った。９月末現在、遊具の整備不良に伴う事故は、報告さ
れていない。

児童遊園の中には、ごみ拾いや草刈り等の清掃・管理が十分に行き届いて
いない児童遊園がある。自治会・子ども会・老人クラブが連携を図りながら、
維持管理ができるような取組みが求められる。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

121 -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 1

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 1

予算体系 款 8 土木費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 28,732 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

857 839 839

5,036 4,927 4,927

需用費 1,853 需用費 1,853 需用費 1,853

役務費 129 役務費 129 役務費 129

1,670 1,670 1,670

117 117 117

9,662 9,535 9,535

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

随時 随時 随時

18,836 9,662 9,535

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

航空館ｂｏｏｎ管理運営事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

航空文化への理解と関心を高め、特に子どもたちに、空への興味と夢を育ませることを目
指す。

-

空港及び航空関連産業の立地している本町において、手軽に身近に、空を飛ぶしくみ、航
空機のしくみを科学的に目で見て、手で触れて、体験して学習できる場の提供を目指す。

事業目的 主な協働・関
連団体

公園・緑地

公園・緑地の維持管理

子どもたちが空への興味と夢を持ち、手軽に身近に空を飛ぶしくみを科学的に目で見て、
手で触れて、体験して学習できる場を提供する。

全町民

事業概要 主な関連計
画・法令

設備等の定期的な保守点検に加え、故障等への迅速な対応により、出来る限り常に展示
品が稼働するよう維持に努める。

豊山町地域防災計画

豊山町国民保護計画

平成29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） 内訳（具体的な内容）

賃金

委託料 委託料

使用料及び賃借料

共済費

使用料及び賃借料

賃金

共済費

委託料

共済費

賃金

施設の修繕 施設の修繕

使用料及び賃借料

非常勤職員の任用

施設の保守委託契約 施設の保守委託契約 施設の保守委託契約

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

フライトシミュレータ、クイズ端末更新工事が
完了したための減少。

非常勤職員の任用 非常勤職員の任用

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 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 前年度実施計画の事業費

施設の修繕



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

121 -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29～31年度）

航空館ｂｏｏｎ管理運営事業

■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 129 補助率 129 補助率 129 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 105 105 105

一般財源 9,428 9,301 9,301

■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 52,320

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

平成17年4月に供用開始した航空館は、県が設置し、5年間
の無償貸与契約により町が管理をしてきた後、平成22年4月
1日付けの無償譲与契約により県から無償譲与を受けた。
また、展示品、展示装置の故障等により来館者の期待を裏
切らないように、常に展示品の維持管理に努めている。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、展示品などの適切な維持管理及びPR
などにより、再来者の増加など入場者の増
加に努める。

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

特定財源の増
減理由

前年度のガス使用量から積算したところ、県
費の減額が見込まれるため。

進行管理
平成28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）

航空館ｂｏｏｎ入場者数 人

航空館ｂｏｏｎの維持管理及び設備の更新の影響を受け、来
館者数が目標値を大幅に上回った。

上記に同じ。

これまでの主な成果

レジャーガイド等の情報誌からの取材に応じ、効果的にＰＲ
を行っている。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

バラ育成サポーター講座や親子ふれあい航空教室を学習室で行い、来館
者数増に寄与した。また、雑誌やレジャーガイドの取材を受け、航空館ｂｏｏ
ｎをより多くの方に知ってもらえるように努めた。
今年度は１階から２階への階段部分の剥離清掃を行うなど、適切な維持管
理に努めている。

経年劣化もあり、できる限り迅速な修繕を心掛けているが、展示物が特殊
で高額なものが多く、苦慮している。今後ＭＲＪの影響もあり、来館者は増
加すると思われ、ＭＲＪ関連の展示も展開する必要性を感じている。新たな
来館者を狙った積極的な投資が必要な時期に来ているが、フライトシミュ
レータやクイズ端末は更新したが、他の展示品においても順次更新する必
要がある。
今後はあいち航空ミュージアムの連携等も考える必要がある。

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

スカイライブラリーの改修工事、気球装置の修繕等を行い航
空館ｂｏｏｎの適切な管理を行った。
来館者数については、目標値を上回る実績となった。更なる
来場者の獲得に向け、あいち航空ミュージアムやＭＲＪ
ミュージアムとも連携を図っていく。
経年劣化により展示物にも故障等が生じ始めているため、
適宜対応し、今後も入館者の期待を裏切らない適切な維持
管理に努める。

航空館ｂｏｏｎの入館者数の目標値は達成した。

上記に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

121 -4 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 1

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

随時 随時 随時

0 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

航空宇宙産業展示施設設置事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

航空宇宙関連産業の集積地として相応しい航空宇宙産業の展示施設設置を目指す。

事業目的 主な協働・関
連団体

公園・緑地

公園・緑地の維持管理

航空宇宙関連産業の集積地として相応しい航空宇宙産業の展示施設設置を目指す。 愛知県

三菱重工業㈱小牧南工場

事業概要 主な関連計
画・法令

航空館ｂｏｏｎ以外にも航空宇宙産業のまちとして相応しい航空宇宙産業の展示施設の設
置を検討する。

調査研究

県との情報交換

平成29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） 内訳（具体的な内容）

県との情報交換

事業費計（平成29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 実施スケジュール

調査研究

県との情報交換

調査研究

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

121 -4 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）

航空宇宙産業展示施設設置事業

■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 0 0 0 0 1

27年度 1 0 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

航空宇宙産業の展示施設の設置に向けて
関係機関と円滑に情報交換を行っている。

新たな観光施設（航空宇宙産
業展示施設）の誘致

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

愛知県は平成２９年度を目標に名古屋空港周辺地域におい
て航空機関連の展示施設を設置する計画を示した。本町は
地区計画の変更を行い、対応している。

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）

ミュージアムのオープンが地域の賑わいを創出に繋がって
いる。

上記に同じ。

これまでの主な成果

両ミュージアムとの効果的な連携を要する。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

平成２９年１１月３０日に、愛知県はあいち航空ミュージアムをオープンする
計画を示している。本町も地区計画の変更等で協力を行っている。

随時、設置者である愛知県と協議を行っていく。また、今後は、産業観光拠
点として航空のフィールドミュージアム構想を県や民間事業者と連携して推
進する必要がある。

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

航空機関連の展示施設である、あいち航空ミュージアム及
び三菱重工業株式会社の整備するＭＲＪミュージアムが平
成２９年１１月末にオープンした。

平成２９年１１月末に、あいち航空ミュージアム及びＭＲＪ
ミュージアムがオープンした。

上記に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

122 -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 1

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 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

公園・緑地整備事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

-

-

都市公園の整備推進とともに、公園以外の緑地資源（公共施設、神社境内林等）を有効に
活用し公園緑地体系の構築を目指す。

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

地域の公共施設（児童遊園、運動施設等）、神社境内林等の緑地資源を有効に活用して、
身近な公園あるいは公園に変わる緑地等の整備を検討する。

都市計画法

事業の内訳と
事業費

公園・緑地

公園・緑地の整備とネットワーク化

新たに街区公園規模の公園を地域のバランスに配慮し、その地域特性に応じた整備につ
いて検討する。

全町民

平成29年度 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） 内訳（具体的な内容）

公園・緑地等の整備検討 公園・緑地等の整備検討公園・緑地等の整備検討

事業費計（平成29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 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

122 -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29～31年度）

公園・緑地整備事業

■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

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3

H27 3.0 3.0 2.9

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

上記に同じ。

上記に同じ。

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

神明公園（平成１７年４月共用開始）と林先公園（平成２０年
１０月共用開始）の２つの都市公園を整備した。

新たに街区公園規模の公園整備や、地域の
公共施設、児童遊園、神社境内地等の地域
資源を活用した身近な公園に代わる緑地の
創出が進んでいる。

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）

町民一人当たりの公園面積 ㎡

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

新たな街区公園或いは地域の公共施設、児童遊園、神社や寺院などの緑
地資源を活用した公園に代わる緑地の候補地として、C地区でのMRJ組立
工場建設に伴い、３号線沿いに平成２８年９月に緑道の整備が完了した。

新たな公園・緑地の整備には、単独の用地取得等は財政上困難が伴うた
め、大規模な工場・商業系施設の建設が計画される場合に、公園・緑道等
の整備を行うよう働き掛けていく。

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

新たな公園・緑地の整備には、単独の用地取得等は財政上
困難が伴うため、大規模な工場・商業系施設の建設が計画
される場合に、公園・緑道等の整備を行うよう働き掛けてい
く方針であるが、具体的な動きはなかった。

実施手法の見直し等の改善が必要である。

都市マスでの位置付けはしたが、事務は進んでいない。

上記に同じ。

都市マスでの位置付けはしたが、事務は進んでいない。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

122 -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 1

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 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

緑の散策路整備事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

-

-

公園・緑地への徒歩や自転車でのアクセス性の向上に向け、散策路を設定するなど緑の
ネットワーク形成を目指す。

事業目的 主な協働・関
連団体

公園・緑地

公園・緑地の整備とネットワーク化

公園・緑地への徒歩や自転車でのアクセス性の向上に向け、散策路を設定するなど緑の
ネットワーク形成を目指す。

全町民

事業概要 主な関連計
画・法令

町内の各地域から徒歩や自転車で安全に利用できる道路等によるネットワークの形成に
向け、幹線道路の歩道部、河川・水路等を活用しての散策路整備を検討する。

都市計画マスタープラン

平成29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） 内訳（具体的な内容）

調査研究・整備検討調査研究・整備検討 調査研究・整備検討

事業費計（平成29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 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

122 -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29～31年度）

緑の散策路整備事業

■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 0 100

27年度 0 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

大山川緑道をはじめ河川・水路等を活用した緑道の整備を
行ってきた。ネットワークの一環として大山川緑道（神明公
園～青山字居屋敷地内）の整備に向け計画案を作成し、平
成２３年度に地元説明会を実施した。大山川歩道設置予備
設計委託を発注し道路の線形を確定する。平成２５年度に
事業計画について地元説明会を実施し、平成２６年度には、
用地買収が始まった。

公園・緑地への徒歩や自転車でのアクセス
性の向上により、自動車に依存しない風潮
が広がり始めている。

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）

散策路整備率（対計画延長） ％

建設課により大山川緑道（神明公園～青山字居屋敷地内）
の事業が行われた。

上記に同じ。

これまでの主な成果

町内の緑道は、少しづつではあるが、整備が進んでいる。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

大山川緑道整備事業（神明公園～青山字居屋敷地内）について、建設課に
おいて用地買収が始まった。用地買収が終わった一部区間において、工事
着手する予定である。
３号線沿いの緑道については、平成２８年９月に工事が完了し、町に移管さ
れた。

ネットワーク作りには用地買収が必要となる箇所があるため、地権者との交
渉を行う必要があり、かつ、財政上の負担が生じる。

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

大山川緑道整備事業（神明公園～青山字居屋敷地内）につ
いて、建設課において用地買収が始まった。平成２９年度に
一部区間において工事を着手した。
３号線沿いの緑道については、平成２８年度に工事が完了
し、帰属を受けている。

ネットワーク作りの一環として、建設課により大山川緑道（神
明公園～青山字居屋敷地内）の事業が行われた。

上記に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

131 -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 1

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 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

名濃道路の名古屋空港出路（オフランプ）の整
備事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

-

-

航空宇宙産業の集積と基幹的広域防災拠点として広域幹線道路網を充実させるため、名
濃道路の県営名古屋空港中央線への出路（オフランプ）の設置を進める。

事業目的 主な協働・関
連団体

道路

幹線道路の整備

航空宇宙産業の集積と基幹的広域防災拠点として広域幹線道路網を充実させるため、名
濃道路の県営名古屋空港中央線への出路（オフランプ）の設置を進める。

愛知県

全町民

事業概要 主な関連計
画・法令

航空宇宙産業の集積と基幹的広域防災拠点として広域幹線道路網を充実させるため、名
濃道路の県営名古屋空港中央線への出路（オフランプ）の設置を進めるため、関係機関と
情報交換し、設置に向けて要望等を行っていく。

平成29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） 内訳（具体的な内容）

調査研究調査研究調査研究

事業費計（平成29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 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

131 -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29～31年度）

名濃道路の名古屋空港出路（オフランプ）の整
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

1 1 1 1 1 1

H25 1 1 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成２５年度にオフランプの設置の為の要望活動を行ってい
るが、現段階で具体的な動きは見られないが、平成２８年に
空港中央線において、４車線化事業が始まった。

平成31年度以
降の展望

関係機関と円滑な情報交換と設置に向けた
要望を行い、名濃道路の県営名古屋空港中
央線への出路（オフランプ）の設置を進めて
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）

県営名古屋空港中央線への
出路（オフランプ）の設置に向
けた関係機関への要望

件

成果はあがっていない。

上記に同じ。

これまでの主な成果

県道名古屋空港中央線の４車線化完了によりオフランプ整
備は事実上不可となった。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

平成２５年度にオフランプの設置の為の要望活動を行い、その後も平成２８
年度まで町村会の要望項目に挙げていたが、平成２８年に空港中央線が４
車線化され、事業実施の見込みがほぼなくなった。そのため、平成２９年度
からは、要望項目にも挙げていない。都市計画決定自体は廃止されていな
いが、愛知県において、長期未実施の都市計画事業の見直し作業が進め
られており、３０年度中に市町村に対し意見照会がある予定。

平成２８年に空港中央線が４車線化され、事業実施の見込みがほぼなく
なったと言える。そのため、次期総合計画において、事業廃止を検討する必
要がある。

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

町村会を通じて前年度に引き続き、オフランプの検討を継続
するよう要望した。県道空港中央線の４車線化工事が完了
し、供用開始されている。

計画通り推移していない。

上記に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

132 -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 1

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 2

予算体系 款 8 土木費 項 2 道路橋梁費 目 1 道路維持費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 90,195 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

4,973 4,973 4,973

1,507 1,507 1,507

23,529 23,529 23,529

56 56 56

30,065 30,065 30,065

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～3月 4月～3月 4月～3月

4月～3月 4月～3月 4月～3月

10月～ 10月～ 10月～

55,896 30,065 30,065

－

道路側溝の有蓋化を進めることにより道路幅員を確保し、車両や歩行者の快適で安全な
通行を図る。

－

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 前年度実施計画の事業費

橋梁点検委託業務が完了したため。

緑道・植栽帯の剪定・清掃 緑道・植栽帯の剪定・清掃 緑道・植栽帯の剪定・清掃

側溝改良工事発注 側溝改良工事発注 側溝改良工事発注

実施スケジュール 実施スケジュール 実施スケジュール

道路維持工事 道路維持工事

事業の内訳と
事業費

道路維持工事

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

委託料

工事請負費

原材料費原材料費 原材料費

需用費 需用費 需用費

工事請負費

委託料 委託料

工事請負費

事業費計（平成29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

道路

生活道路の整備

事業目的 側溝を改良し、また道路施設の維持管理を適正に実施する。

全町民

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29～31年度）

側溝改良工事

まちづくり重
点目標

快適で活気あふれるコンパクトなまち

側溝改良工事を実施し、側溝を整備をする。側溝改良工事、道路舗装修繕工事や緑道、歩
道などの植栽の管理及び交通安全上必要な道路付属物等を常に適正に維持する。 主な関連計

画・法令

道路法

道路構造令

特定防衛施設周辺整備調整交付金

内訳（具体的な内容）

事業概要

平成29年度 平成30年度 平成31年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

132 -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29～31年度）

側溝改良工事

■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 30,065 30,065 30,065

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

87.8 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

27年度 87.8 89.4 89.5

17 0 17 0 0 0

27年度 0 17 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

これまでの主な成果

予算内で適切に事業を遂行している。

町道の補修作業や要望のあった箇所の維持修繕工事を実施した。また町
道・緑道の剪定・清掃業務を発注し維持管理を行った。側溝改良工事につ
いては10月以降の発注のため、積算を進めているところである。

維持工事は毎年予算が不足が発生している。危険度の高い箇所から優先
的に修繕を実施し、また予防的な維持管理を実施する。

一次評価に同じ

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

道路植栽の適切な管理のため、街路樹剪定清掃工、緑道
清掃・害虫駆除委託業務を実施した。また、道路側溝の修
繕等のため、道路維持工事を実施した。
町道619号線及び町道805号線において、側溝改良工事を
実施した。
平成28年度に実施した橋梁の定期点検において八反橋が
評価3と判定された。5年後までに修繕が必須であることが
判明したため、社会資本整備総合交付金を活用し平成30年
度より補修設計及び補修工事に着手する。

道路の安全性を確保するため、破損した側溝や舗装の修繕
を実施した。

道路管理瑕疵により損害を与えないよう適正に管理するこ
と。

側溝改良工事・道路維持工事・承認工事により、着実に有
蓋化は上昇している。

一次評価に同じ

住民からのニーズも含め、下水道工事と調
整しながら整備区間を検討する。点検の結
果、早期に修繕が必要と診断された橋梁に
ついては、長寿命化の観点から補修を実施
する。

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）

道路側溝有蓋率 率

橋梁点検箇所 橋

特定財源の増
減理由

橋梁点検委託業務を社会資本整備総合交
付金の交付を受けて実施したため。

側溝整備が必要な区間を重点的に整備を進めている。平成
25年度は町道233・242号線、町道609・616号線の側溝改良
工事を実施した。平成26年度は町道703・715・804号線の側
溝改良工事を実施した。平成28年度は道路舗装工事を実施
する。その他維持修繕工事、町道の街路樹や緑道の剪定・
清掃を実施し、道路の適正な管理に努めた。橋梁について
平成23年度に点検を実施し、予防保全を図ることを目的に
長寿命化計画を策定した。5年毎に近接目視点検が義務付
けられたため、平成28年度に点検を実施している。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

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

132 -2 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 1

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 2

予算体系 款 8 土木費 項 2 道路橋梁費 目 2 道路改良費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 165,114 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,092 5,000 5,000

46,433 20,000 20,000

60,987

6,602

115,114 25,000 25,000

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～7月 7月～12月 7月～12月

8月～ 10月～ 10月～

178,227 115,114 25,000

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

道路改良工事

まちづくり重
点目標

快適で活気あふれるコンパクトなまち

道路改良舗装工事を実施する。中道地区において、大型商業施設周辺の渋滞緩和及び同
地区の土地利用の促進を図るため、必要な用地を買収しバリアフリー歩道を含めたアクセ
ス道路を新設する。

道路

生活道路の整備

特定防衛施設周辺整備調整交付金・社会資本整備総合
交付金

事業目的
道路を改良することで円滑な交通の確保を目指す。また通学路や障害者・高齢者の通行
の安全を図るため歩道を整備する。

全町民

主な協働・関
連団体

国

愛知県

事業概要 主な関連計
画・法令

道路法

道路構造令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律

平成31年度平成29年度

委託料 委託料 委託料

工事請負費 工事請負費 工事請負費

平成30年度

公有財産購入費

補償、補填及び賠償金

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29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 実施スケジュール
測量調査・実施設計委託実
施

測量調査・実施設計委託実
施

事業の内訳と
事業費

道路改良工事発注 道路改良工事発注 道路改良工事発注

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 前年度実施計画の事業費

中道地区道路整備事業関連の用地購入箇
所が減となるため。道路改良工事を実施す
るため。

中道地区道路整備事業が完了するため。

－

用地購入・物件移転補償契
約・支払い

－

道路を改良し、バリアフリーの歩道を整備することで、車両や歩行者の快適で安全な通行
を図る。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

132 -2 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29～31年度）

道路改良工事

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 34,824 補助率 10,000 補助率 10,000 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 80,290 15,000 15,000

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

18,886 18,553 19,000 19,000 19,000 19,000

27年度 18,886 19,113 19,196

0 50 50 100 100 100

27年度 0 28 58

85 80 85 85 160 160

27年度 85 0 0

0 0 0 0 200 200

27年度 0 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

中道地区道路整備事業が完了するため。 中道地区道路整備事業が完了するため。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

歩道設置延長 ｍ

中道地区道路整備事業実施
率

％

特定財源の増
減理由

社会資本整備総合交付金の交付を受けて用
地購入、工事を実施するため。

平成27年度は社会教育センターに近接する町道311号線の
道路改良工事を実施し、また中道地区道路整備事業に係る
用地調査、用地買収を行った。平成28年度は引き続き用地
買収を行い、27年度に用地買収が完了した箇所について工
事を実施する。

道路改良工事には多額の事業費が必要な
ため、国や県の補助金を活用し事業を進め
る。中道地区道路整備事業については社会
資本整備総合交付金を活用し、平成29年度
に道路の供用を開始し、平成30年度以降は
大型商業施設周辺道路の渋滞が解消する。

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）

中道地区道路整備事業について、社会資本整備総合交付金を活用し、2
筆・228.56㎡の用地を購入した。また用地購入した箇所について道路改良
工事を発注した。

中道地区道路整備事業については、愛知県が計画している空港展示施設
の供用に合わせ、平成29年秋までに整備をする計画で進めているが、土地
所有者の一部との用地交渉が難航しており、暫定での道路供用も検討して
いく。用地購入費、工事費に多額の費用が必要なため、社会資本整備総合
交付金を積極的に活用する。

これまでの主な成果

ｍ

道路改良工事延長（町道312
号線）

ｍ

道路改良工事延長（町道311
号線）

補助金・交付金を活用し、予算内で適切に事業を遂行した。

補助金・交付金を活用し、工事を適正に実施すること。

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

中道地区道路整備事業のため、道路用地を2筆228.56㎡を
取得した。また、平成28年度に取得した箇所について道路
改良工事を実施した。
あいち航空ミュージアムのオープン（平成29年11月30日）に
合わせて供用開始できるように事業を進めてきたが、用地
取得に至らず計画どおり進まなかった。
今後は、できるだけ早期に供用開始できるように、引き続き
用地交渉を進めるとともに、供用開始に向け警察協議など
関係機関協議を進める必要がある。

計画どおり用地取得ができず、目標の時期に供用開始が出
来なかった。

地権者の理解が得られるよう用地交渉を行うこと。

用地取得が遅れているため、供用開始が出来ていない。

早期に供用開始できるよう用地交渉を行うこと。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

133 -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 1

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 0

－

歩行者や自転車が安全に移動できるよう、連続性のある専用空間を整備する。

－

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 前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成29年度） 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）

実施スケジュール 実施スケジュール 実施スケジュール

道路法

河川法

道路構造令

平成29年度
内訳（具体的な内容）

大山川の堤防道路沿いに新しく道路を建設し、既存の堤防道路を緑道として整備すること
で、誰もが安全に移動できるよう歩行者や自転車の専用空間を整備する。

内訳（具体的な内容）

事業目的

全町民

主な協働・関
連団体

国

愛知県

平成30年度

事業概要 主な関連計
画・法令

平成31年度

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

歩行者・自転車専用空間のネットワーク化

まちづくり重
点目標

快適で活気あふれるコンパクトなまち

県道名古屋豊山稲沢線めぐみ橋付近から町道114号線までの区間約400ｍの道路を建設
する。

道路

歩行者・自転車専用空間の整備



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

133 -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29～31年度）

歩行者・自転車専用空間のネットワーク化

■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 50 75 100 100 100

27年度 0 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） Ｃ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

予算内で適切に事業を遂行した。

補助金・交付金を活用し、適切に事業を進めること。

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

大山川歩道整備事業については、遊歩道となる堤防道路に
代わる道路整備のため用地取得に向け権利者との調整を
行った。また、取得済み区間の一部（約182ｍ）について工事
を実施した。
堤防道路の遊歩道化のため、引き続き道路整備を進めてい
く。

用地取得が完了しておらず、一部区間の道路整備しかでき
ていない。

用地取得を進め、計画どおり工事を実施すること。

権利者との交渉が継続中である。

遊歩道化が早期にできるよう、用地交渉を進めること。

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）

大山川堤防道路整備率（対
計画延長）

％

特定財源の増
減理由

大山川の堤防道路沿いに新しく道路を建設するため、用地
買収を進めている。平成27年度までに全17筆中、10筆を買
収した。平成28年度は5筆を買収する計画で進めており、10
月末現在で1筆の買収が完了している。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

用地買収、道路工事が完了するため、堤防
道路の歩道整備を進める。

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

大山川歩道整備事業について、残り1筆となった土地の用地交渉を行って
いるが、相続人全ての合意が取れないため、交渉が難航している。10月以
降も引き続き用地交渉を進める。道路改良工事については、1級河川大山
川の管理者である愛知県と協議を進め、河川占用の許可を受けた。また防
衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用するため、交付申請を行
い、9月に交付決定を受けたところである。10月以降、用地購入した水田区
間について工事を発注するため、積算等を進めているところである。

未買収の土地については引続き、相続人全ての合意が取れるよう、土地管
理者と連携して交渉を進める。用地購入完了後、工事を実施し、既存の堤
防道路を歩道・自転車道として活用する計画を進めていく。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

133 -2 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 1

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 8 土木費 項 2 道路橋梁費 目 2 道路改良費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 113,859 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

44 50,000 30,000

32,279

1,536

0

33,859 50,000 30,000

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～7月 8月～ 8月～

7月～3月

8月～

7,015 33,859 50,000

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

大山川堤防道路の整備

まちづくり重
点目標

快適で活気あふれるコンパクトなまち

県道名古屋豊山稲沢線めぐみ橋付近から町道114号線までの区間約400ｍの道路を築造
し、現況堤防道路を緑道として整備する。

道路

歩行者・自転車専用空間の整備

特定防衛施設周辺整備調整交付金

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

大山川の堤防道路沿いに新しく道路を建設し、既存の堤防道路を緑道として整備する。

平成31年度

事業目的

全町民

主な協働・関
連団体

国

愛知県

工事請負費

事業概要 主な関連計
画・法令

道路法

河川法

道路構造令

平成29年度 平成30年度

都市計画マスタープラン

委託料 工事請負費 工事請負費

公有財産購入費

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

補償、補填及び賠償金

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 実施スケジュール

道路改良工事実施 歩道整備工事実施意見書作成

事業の内訳と
事業費

用地購入・物件補償契約・支
払い

道路改良工事実施

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 前年度実施計画の事業費

道路改良工事を実施するため。 道路改良工事を実施するため。
道路改良工事が完了し、歩道整備工事を実
施するため。

－

－

神明公園へ安全・快適に移動できるよう、アクセス道路を整備する。

事業費計（平成29年度）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

133 -2 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29～31年度）

大山川堤防道路の整備

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 23,622 補助率 17,600 補助率 17,600 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 10,237 32,400 12,400

■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 0 100

27年度 0 0 0

100 100 100 100 100 100

27年度 100 100 100

69 70 100 100 100 100

27年度 69 97 97

0 0 0 50 100 100

27年度 0 0 37

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、適切に事業を
遂行した。

遊歩道化が早期にできるよう、用地交渉を進めること。

実施設計委託業務 ％

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

進行管理
平成28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

工事請負費に特定防衛施設調整交付金を
充当することにより増額となるため。

大山川の堤防道路沿いに新しく道路を建設するため、用地
買収を進めている。平成27年度までに全17筆中、10筆を買
収した。平成28年度は5筆を買収する計画で進めており、10
月末現在で1筆の買収が完了している。

用地買収が完了し、道路工事に着手する。
都市計画マスタープランの「大山川緑道を活
用した、水と緑のネットワークの形成」のた
め、道路工事完了後、堤防道路の歩道整備
を進める。。

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）

大山川堤防道路整備率（対
計画延長）

％

大山川歩道整備事業について、残り1筆となった土地の用地交渉を行って
いるが、相続人全ての合意が取れないため、交渉が難航している。10月以
降も引き続き用地交渉を進める。道路改良工事については、1級河川大山
川の管理者である愛知県と協議を進め、河川占用の許可を受けた。また防
衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用するため、交付申請を行
い、9月に交付決定を受けたところである。10月以降、用地購入した水田区
間について工事を発注するため、積算等を進めているところである。

未買収の土地については引続き、相続人全ての合意が取れるよう、土地管
理者と連携して交渉を進める。用地購入完了後、工事を実施し、既存の堤
防道路を歩道・自転車道として活用する計画を進めていく。

これまでの主な成果

％

道路整備工事進捗率 ％

用地買収進捗率

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

道路用地については、残り1筆となったが、相続手続きが完
了していない土地であり、相続人の確定等の手続きが難航
している。
河川管理者である愛知県と協議を進め、1級河川大山川の
占用許可を受けた。
防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、水
田区間約182ｍについて整備工事を実施した。
なお、歩道と車道が交差する方法について、現計画では歩
行者の安全を確保することが困難なため、計画の見直しを
行う必要がある。

用地買収面積については目標を下回っている。

引き続き用地交渉を進めること。

権利者との交渉が継続中である。

補助金・交付金を活用し、適切に事業を進めること。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

141 -1 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 1

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 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

8 8 8

４・10 ４・10 ４・10

0 0

実施スケジュール

機関紙全戸配布

広報紙掲載

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

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29年度）

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

広報紙掲載

水の日、水の週間

機関紙全戸配布

水の日、水の週間

事業費計（平成31年度）

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

快適で活気あふれるコンパクトなまち

平成29年度 平成30年度 平成31年度

節水意識啓発事業

住民

広報紙掲載

上下水道

事業費計（平成30年度）

事業目的

節水意識の高揚

北名古屋水道企業団が実施する水道モニター制度や啓発事業に町として協力する。 主な関連計
画・法令

住民一人ひとりが節水意識を高め水の有効利用に努める。

-

-

限りある水資源を有効に利用するため、節水意識の啓発を行なう。 主な協働・関
連団体

事業概要

前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

水の日、水の週間

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

機関紙全戸配布



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

141 -1 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

節水意識啓発事業

■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

■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

29年度 3 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

備考 備考 備考

進行管理
限りある水資源を有効に利用するため、事
業を継続して行なう。

現状値
（下段：時点）

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

　毎年4月と10月に町広報紙と合わせて水道企業団の機関
紙を全戸配布している。
　また、広報とよやま8月号で節水記事を掲載し、節水の意
識の向上について啓発している。

平成28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

目標値
指標名 単位

　水道企業団の機関紙「水道・衛生」を町広報誌4月号と合わせて全戸配
布した。また、環境保全係の窓口でも配布し、節水意識の向上について啓
発している。

  限りある資源の有効利用について、今後も水道企業団と協力して、啓発
を継続する必要がある。

啓発活動回数 回

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

一次評価に同じ

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

水道企業団、衛生組合の機関誌を４月と１０月に配布し、水
道事業の啓発を実施することができた。

定期的に配布し啓発している。　北名古屋水道企業団と北名古屋衛生組合が年２回（４
月、１０月）発行する「水道・衛生」を町広報誌と合わせて全
戸配布した。
　また、環境保全係窓口においても、「水道・衛生」を配布
し、限りある水資源を有効に利用するための啓発を行った。
　水道使用に係る口座振替依頼書、水栓異動届及び水道
料金減免申請書を窓口で受け取り、水道の適正使用に係
る取り次ぎを行った。

年２回、機関誌で節水意識の啓発を行うことができた。

一次評価に同じ

町広報誌と合わせて水道の機関誌を配布することで、効率
よく配布することができた。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

142 -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 1

人 非該当

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 － 道路橋梁費 目 － －

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

５月 ５月 ５月

９月 ９月 ９月

２月 ２月 ２月

0 0

－

－

水道管の耐震化や老朽管を効率的に推進するため、道路改良工事や下水道工事と同調し
て、水道管の布設替え工事を推進する。

水道管の工事発注水道管の工事発注

水道管の工事の完了

町の道路工事や下水道工事
の調整会議の実施

町の道路工事や下水道工事
の調整会議の実施

水道管の工事発注

水道管の工事の完了

町の道路工事や下水道工事
の調整会議の実施

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） 事業費計（平成31年度）

水道管の工事の完了事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール 実施スケジュール

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） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

道路法

道路改良工事や下水道工事と同調して、水道管の耐震化を推進する。

平成31年度

事業目的 主な協働・関
連団体

北名古屋水道企業団

平成30年度平成29年度

効率的な管路の整備

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

同調工事による効率的な整備

まちづくり重
点目標

快適で活気あふれるコンパクトなまち

上下水道

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

142 -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29～31年度）

同調工事による効率的な整備

■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

23 18 20 22 24 26

27年度 23 28 29

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

工程調整を実施することで、重複する工事を削減し工事費
を減額できた。

占用者と工事計画を協議し、効果的に工事を実施すること。

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

道路占用者会議を実施し、町の発注する工事の規模や施
工箇所の確認を実施した。あわせて各占用者の工事が円滑
にできるよう工程調整等を実施した。

道路占用者会議を実施し、占用者とお連絡・調整に努めた。

定期的に連絡調整会議を実施すること。

道路・下水道工事と同調して水道工事を実施することで耐
震化率が向上した。

一次評価に同じ。

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）

特定財源の増
減理由

今までと同様に、町の工事に合わせて、水道
管の更新工事を推進する。

水道管の耐震化率 ％

備考 備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

町の工事に合わせて、水道管の更新工事を推進している。

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

道路占用者会議を実施し、道路改良工事や下水道工事施工箇所を水道企
業団に説明し、水道管の更新工事を推進するための調整を実施した。

道路改良工事や下水道工事に同調することで、水道管の更新が進み、耐
震化率の向上に繋がる。引き続き緊密に連携を取り、情報の共有化を図
る。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

143 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設課 課 下水道 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 1

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 3

予算体系 款 8 土木費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 40,292 千円 （平成29～30年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 年度 終了年度 30 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費 事業費

1,685 38,607

1,685 38,607 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

3月 3月

30,105 1,685 38,607

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

下水道整備事業（一般会計）

快適で活気あふれるコンパクトなまち

まちづくり重
点目標

―

―

下水道の整備を促進することにより、快適で衛生的な住みよい環境づくりを目指す。

上下水道

下水道の整備促進

事業目的
下水道整備の促進のため、新川東部浄化センター及び衛生施設（鴨田エコパーク）周辺の
道路整備等の周辺対策事業を行う。 主な協働・関

連団体

事業概要 「周辺対策事業に関する協定書」に基づき、負担金を支払う。 主な関連計
画・法令

平成29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） 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

事業費計（平成29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 実施スケジュール

協定書締結 協定書締結

負担金の支払い 負担金の支払い

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 前年度実施計画の事業費

北名古屋市の事業計画による。 北名古屋市の事業計画による。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

143 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設課 課 下水道 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）

下水道整備事業（一般会計）

■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 1,685 38,607 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

「周辺対策事業に関する協定書」や「周辺対策事業に要する
費用負担協定書」に基づき、適正に負担金の支払いを執行
した。
事業としては、新川東部浄化センター及び鴨田エコパーク周
辺の道路改良工事、交差点改良工事等を実施した。
平成25年度より街づくり整備事業としてグランドの用地取得
を実施しており、平成28年度に完了の見込みである。
事業期間は平成29年度までであるが、単年度負担額を抑え
るため、事業期間を1年延伸することで合意している。

平成31年度以
降の展望

残事業費が約4.2億円、本町の負担額が約
8,860万円である。
単年度負担額を抑えるため、1年間延伸する
ことで合意しており、平成30年度に事業完了
の見込みである。

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）

当初は平成29・30年度で完了する予定であったが、予定ど
おり進まず1年延期する予定である。

一次評価に同じ。

これまでの主な成果

予算の範囲内で適正に執行した。

一次評価に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

「周辺対策事業に関する協定書」の事業期間を平成30年度までに変更し
た。
北名古屋市と平成29年度の周辺対策事業について調整を行った。

平成29年5月26日開催の役員会にて承認を受け、「周辺対策事業に関する
協定書」の事業期間を平成30年度までに変更した。
平成28年度までに用地取得は完了しており、平成29・30年度で整備を行う
予定であったが、土地区画整理事業の手続きに時間を要し、平成29年度に
は本格的に工事に着手出来ないことが判明した。残事業費は約4.2億円で
あり、本町の負担額は約8,700万円である。単年度の負担額を抑えるため、
事業期間を更に1年間延伸することで調整を行う。

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

「周辺対策事業に関する協定書」に基づいた「周辺対策事業
に要する費用負担協定書」を締結し、負担金を支払った。
事業期間を平成30年度まで延伸する「周辺対策事業に関す
る変更協定書」を締結した。
調整池・スポーツ施設整備工事は、掘削工のみで予定どお
り進んでいない。
本町の負担金の支払いは平成30・31年度の2カ年で終了す
ることになる。

協定書に基づき、負担金を支払った。

一次評価に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

143 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設課 課 下水道 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 1

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 3

予算体系 款 2 下水道事業費 項 1 下水道事業費 目 1 下水道事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 983,164 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2,070 288,500 246,833

314,742 2,800 9,400

2,037 57,700 49,367

9,715

328,564 349,000 305,600

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

随時 5～6月 5～6月

5～6月 随時 随時

随時 随時 随時

随時 10月・3月 10月・3月

10月・3月

382,546 328,564 349,000

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

下水道整備事業（特別会計）

快適で活気あふれるコンパクトなまち

まちづくり重
点目標

―

―

下水道の整備を促進することにより、快適で衛生的な住みよい環境づくりを目指す。

上下水道

下水道の整備促進

社会資本整備総合交付金 下水道事業債

事業目的 下水道の整備促進のための工事を行う。

下水道工事区域内の住民

主な協働・関
連団体

事業概要 未普及地域の解消に向け、事業計画に基づき下水道の整備を推進する。 主な関連計
画・法令

下水道法

都市計画法

豊山町下水道全体計画

平成29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） 内訳（具体的な内容）

委託料 工事請負費 工事請負費

工事請負費 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

負担金補助及び交付金 補償、補填及び賠償金 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償金

事業費計（平成29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 実施スケジュール
公共汚水ます設置工事単価
契約

公共汚水ます設置工事単価
契約

公共汚水ます設置工事単価
契約

委託業務発注・契約 下水道工事発注・契約 下水道工事発注・契約

下水道工事発注・契約 支障移転補償契約 支障移転補償契約

支障移転補償契約
下水道取付管設置工事発
注・契約

下水道取付管設置工事発
注・契約

下水道取付管設置工事発
注・契約

流域下水道建設負担金支払 流域下水道建設負担金支払

流域下水道建設負担金支払

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

143 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設課 課 下水道 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）

下水道整備事業（特別会計）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 100,000 補助率 1/2 140,100 補助率 1/2 120,100 補助率 1/2

県費 補助率 補助率 補助率

起債 107,200 充当率 139,000 充当率 122,000 充当率

その他 6,608 5,200 5,600

一般財源 114,756 64,700 57,900

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

182.2 182.2 190.8 200.8 210.8 220.8

27年度 182.2 190.8 198.3

58.9 55.2 57.4 59.6 61.8 64.0

27年度 58.9 61.6 63.5

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

消費税還付金 消費税還付金 消費税還付金

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成28年度末で、下水道全体計画区域399.7haのうち、
190.8haの整備が完了する。
国からの重点支援を受けるため、重点アクションプランを策
定した。

平成31年度以
降の展望

事業計画に基づき、未普及地域の早期解消
に向け、引き続き下水道整備を行う。

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）

下水道整備面積 ha

下水道の普及率 ％

水洗化率は、昨年度と比較して0.8％上昇したのみであっ
た。

一次評価に同じ。

これまでの主な成果

予算の範囲内で適正に執行した。

一次評価に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

①下水道供用開始区域約7.1haの拡大のため、下水道工事を発注した。
②新川東部浄化センター及び流域幹線の建設負担金の前期分を支払っ
た。
③下水道工事の支障となる水道管・ガス導管の移設のため、各管理者と補
償契約を締結した。

①平成30年3月31日に本年度施工区域内の供用開始ができるよう、工事の
監督・工程管理を行っていく。
②移設した水道管・ガス導管について、一部復旧工事が必要になるため、
各管理者と協議し、下水道工事に支障が生じないよう調整を行う。

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

下水道工事を完了した結果、平成30年3月31日に下水道供
用開始区域は7.5ha拡大し、整備面積は198.8ha、普及率は
63.5％となった。
昨年度策定した事業計画では、平成32年度末に下水道整
備面積を230.8ｈａとする計画となっている。この計画に基づ
き、引き継き下水道工事を実施していく必要がある。
また、平成29年度末の水洗化率は58.7％と伸び悩んでいる
ため、下水道接続の促進を図る必要がある。

概ね計画どおり事務を執行した。

整備面積は目標を若干下回ったが、普及率は目標を達成し
た。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

143 -2 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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 1

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 3

予算体系 款 4 公債費 項 1 公債費 目 1 元金

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 250,480 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

78,318 83,817 88,345

78,318 83,817 88,345

時期（月） 時期（月） 時期（月）

9月・3月 9月・3月 9月・3月

70,159 78,318 83,817

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

下水道事業債（元金）償還事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

まちづくり重
点目標

―

―

下水道の整備を促進することにより、快適で衛生的な住みよい環境づくりを目指す。

上下水道

下水道の整備促進

事業目的 下水道全体計画で定めた財政計画に基づき、長期にわたって健全な財政運営を進める。 主な協働・関
連団体

事業概要
下水道整備の財源として借り入れた財政融資資金普通地方長期資金・地方公共団体金融
機構資金について、償還表に基づき元金の償還を行う。 主な関連計

画・法令

豊山町下水道全体計画

平成29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） 内訳（具体的な内容）

償還金、利子及び割引料 償還金、利子及び割引料 償還金、利子及び割引料

事業費計（平成29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 実施スケジュール

元金の償還 元金の償還 元金の償還

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 前年度実施計画の事業費

平成23年度借入れ分の元金償還が始まるた
め。

平成24年度借入れ分の元金償還が始まるた
め。

平成25年度借入れ分の元金償還が始まるた
め。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

143 -2 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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）

下水道事業債（元金）償還事業

■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 78,318 83,817 88,345

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

45.4 49.5 50.1 50.6 51.1 51.6

27年度 45.4 45.2 44.3

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

起債償還表に基づき、適切に償還を行った。
平成31年度以
降の展望

引き続き、起債償還表に基づき、適正に償還
を行う。

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）

建設費財源における起債比
率（下水道財政計画最終年
度：平成52年度 53.6％）

％

起債償還表に基づき、適正に元金の償還を行った。

一次評価に同じ。

これまでの主な成果

起債償還表に基づき、適正に元金の償還を行った。

一次評価に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

東海財務局及び地方公共団体金融機構に対し、9月に前期支払分の元金
償還を行った。

3月に後期支払分の元金償還を行う。

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

東海財務局及び地方公共団体金融機構に対し、元金償還
を行った。

起債償還表に基づき、適正に元金の償還を行った。

一次評価に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

143 -2 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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 1

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 3

予算体系 款 4 公債費 項 1 公債費 目 2 利子

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 143,505 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

41,667 49,983 51,855

41,667 49,983 51,855

時期（月） 時期（月） 時期（月）

9月・3月 9月・3月 9月・3月

46,344 41,667 49,983
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 前年度実施計画の事業費

平成28年度借入れ分の利子償還が始まるた
め。

平成29年度借入れ分の利子償還が始まるた
め。

平成30年度借入れ分の利子償還が始まるた
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 実施スケジュール

利子の償還 利子の償還 利子の償還

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

平成29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） 内訳（具体的な内容）

償還金、利子及び割引料 償還金、利子及び割引料 償還金、利子及び割引料

事業概要
下水道整備の財源として借り入れた財政融資資金普通地方長期資金・地方公共団体金融
機構資金について、償還表に基づき利子の償還を行う。 主な関連計

画・法令

豊山町下水道全体計画

上下水道

下水道の整備促進

事業目的 下水道全体計画で定めた財政計画に基づき、長期にわたって健全な財政運営を進める。 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29～31年度）

下水道事業債（利子）償還事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

まちづくり重
点目標

―

―

下水道の整備を促進することにより、快適で衛生的な住みよい環境づくりを目指す。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

143 -2 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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）

下水道事業債（利子）償還事業

■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 13,147

一般財源 28,520 49,983 51,855

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

45.4 49.5 50.1 50.6 51.1 51.6

27年度 45.4 45.2 44.3

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

起債償還表に基づき、適正に利子の償還を行った。

一次評価に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

東海財務局及び地方公共団体金融機構に対し、9月に前期支払分の利子
償還を行った。

3月に後期支払分の利子償還を行う。

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

東海財務局及び地方公共団体金融機構に対し、利子償還
を行った。

起債償還表に基づき、適正に利子の償還を行った。

一次評価に同じ。

起債償還表に基づき、適正に利子の償還を行った。

一次評価に同じ。

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）

建設費財源における起債比
率（下水道財政計画最終年
度：平成52年度 53.6％）

％

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

起債償還表に基づき、適切に償還を行った。
平成31年度以
降の展望

引き続き、起債償還表に基づき、適正に償還
を行う。

下水道使用料

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

144 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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 1

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 4

予算体系 款 8 土木費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 157 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

51 61 45

51 61 45

時期（月） 時期（月） 時期（月）

9月・3月 9月・3月 9月・3月

随時 随時 随時

年4回程度 年4回程度 年4回程度

52 51 61

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

未接続者への戸別調査事業

快適で活気あふれるコンパクトなまち

まちづくり重
点目標

―

―

下水道への接続を促進することにより、快適で衛生的な住みよい環境づくりを目指す。ま
た、水洗化率の向上により、下水道経営の健全化に欠かせない使用料収入の確保を目指
す。

上下水道

下水道の接続促進

水洗便所改造資金等融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業目的
下水道の接続促進の障害となっている接続工事資金の融資をあっせんし、利子分を補助
する。また、未接続者に対する個別訪問・接続促進チラシの配布を行い、下水道への早期
接続を働きかける。

主な協働・関
連団体

事業概要

早期接続の支障となる費用の問題について解決するため、接続工事資金の融資のあっせ
ん及び融資を行う金融機関への利子補給を実施する。また、未接続事業所への戸別訪問
や、未接続世帯に対する接続促進チラシの配布等の啓発活動を行い、早期接続を働きか
ける。

主な関連計
画・法令

下水道法

都市計画法

豊山町下水道全体計画

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） 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 負担金補助及び交付金

事業費計（平成29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 実施スケジュール

金融機関への利子分支払 金融機関への利子分支払 金融機関への利子分支払

個別訪問、接続促進チラシ配
布

個別訪問、接続促進チラシ配
布

個別訪問、接続促進チラシ配
布

接続促進記事の広報掲載 接続促進記事の広報掲載 接続促進記事の広報掲載

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

144 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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）

未接続者への戸別調査事業

■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 51 61 45

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

57.2 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0

27年度 57.2 57.9 58.7

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

融資あっせん及び利子補給制度の平成28年度の新規利用
者は10月末現在0件であり、利用者の合計は6件（うち5件は
完済）である。大口上水道使用者である事業所を中心に個
別訪問するとともに、接続促進チラシの配布・広報掲載を行
い早期接続を働きかけた。
下水道への接続は順調に進んでおり、水洗化率が平成27
年度末で57.2％と目標値である55.0％を上回る伸びとなっ
た。

引き続き、下水道への接続促進のため、制
度を維持するとともに、制度の周知に努め
る。
事業所の戸別訪問や接続促進チラシの配
布・広報への掲載を行い、早期接続を働きか
ける。

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）

下水道の水洗化率 ％

目標値は達成したが、給水実績の多い事業所を訪問するも
接続に至らず、更なる水洗化率の向上にはならなかった。

一次評価と同じ。

これまでの主な成果

予算の範囲内で適正に事務を執行した。

一次評価と同じ。

事業実施上の問題点と対応策

4月に供用開始について広報掲載を行い、利子補給制度についての周知を
行ったが、上半期での制度利用は無かった。

平成29年9月までに利用者が2件増えると見込んでいたが、新規利用者は
無かった。制度の利用促進を図るため、下半期に接続促進広報を実施する
とともに、供用開始区域内の未接続世帯に対し接続促進チラシの配布を行
う。
また、大口上水道利用者である事業所を中心に個別訪問を実施し、早期接
続を働きかける。

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

融資あっせん利子補給制度の平成29年度新規利用者はな
く、利用者の合計は6件（うち5件は完済）となっている。
10月には未接続家屋に対し接続促進チラシのポスティング
を実施した。また、11月には給水実績の多い未接続の事業
所へ訪問し、接続の依頼を行った。
今後も、引き続き接続促進を行う必要がある。

計画どおり事務を行い、目標を達成した。

目標を達成した。



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 36 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

12 12 12

12 12 12

時期（月） 時期（月） 時期（月）

８月 ８月 ８月

随時 １０月 随時

随時 随時 随時

随時

12 12 12
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

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 実施スケジュール

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

イベント広場利用受付

イベント広場利用受付

量目検査

広報によるイベント広場ＰＲ

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

需用費 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

平成29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） 内訳（具体的な内容）

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

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

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

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。



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29～31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 12

■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 1,150 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

①８月２日に１０店舗２３品目の量目検査を実施し、全て適
正であった。
②１０月３日に計量器定期検査を行い、全て適正であった。
③広報４，７，１月号でイベント広場のPRを行ったが、商工会
及び商工会員以外の申込がなかったため、今後も引き続き
広報によるPRを行う。

統計調査値が公表されていないため、評価することができ
ない。

イベント広場について、商工会及び商工会員により定期的
に活用されているが、それ以外の利用者がいないため。

地域産業活性化につながっている。

これまでの主な成果

当初予算内で適切に事業を執行することができた。また計
量器の適切な利用を確認できた。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

商工会委員会に出席し、神明公園を活用した出店を呼び掛けた。不定期で
あるが、商工会員による出店がある。
広報４、７月号でイベント広場のＰＲを行った。商工会の朝市の他に商工会
員による定期的な出店が見られる。

商工会支援を目的として、神明公園を活用した出店を呼び掛けているが、
希望する会員は少ない。更なる呼びかけを行い、少しずつ出店者を増やす
ことで、賑わいの創出を目指す。
イベント広場の利用促進について商工会及び商工会員以外の申込みがな
い。今後も引き続き広報によるＰＲを行っていく。

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28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

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

商業販売額（小売業） 億円

備考

進行管理

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

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。一年に一度の商品
量目検査、二年に一度の計量器定期検査を実施し、町内事
業所の適正な計量器の使用を確認している。

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。



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 41,886 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

13,962 13,962 13,962

13,962 13,962 13,962

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

５月 ５月 ５月

１０月 １０月 １０月

１１月 １１月 １１月

３月 ３月 ３月

４月 ４月 ４月

14,699 13,962 13,962
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 前年度実施計画の事業費

人事異動による経営改善普及事業費の減が
見込まれるため。

実績報告受付実績報告受付 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 実施スケジュール

産業まつり実施

補助金交付申請受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29年度） 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

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

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

平成29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） 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 負担金補助及び交付金

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。

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

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

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。



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29～31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 13,962 13,962 13,962

■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 2,500

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 55

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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

上記に同じ

これまでの主な成果

継続して事業の補助を実施したがより効果を上げるために
一部改善の余地がある。

上記に同じ

事業実施上の問題点と対応策

商工会は、朝市やプチ縁日などの事業を実施し、地域に密着した総合経済
団体として地域の発展を目指している。商工会運営に関する補助を通じて
町の経済の活性化を促している。平成２８年度より、産業まつり事業費補助
金を地域活性化事業費補助金に改め、活用範囲を拡大した。

引き続き、補助金の利用対象について確認していく。町の補助に依存した
運営体制とならないよう、事業の見直しや商工会員数の確保の方策を共に
考えていく必要がある。

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

商工会事業や（一社）西法人会北名古屋、豊山支部が実施
する事業について補助を行い、適正に事業が行われている
ことを確認した。電灯料補助については平成２７年度補助事
業の街路灯LED化に伴い大幅な事業費の減額を達成、継続
している。この２月から役場担当者と商工会事務局との情報
交換会を定期的に開催することにした。今後も地域商工業
振興のため、商工会と連携を密にし要綱に基づき適切に事
業を行うよう支援をする。

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）

補助金の適切な執行ができたうえ、イベント広場の利用が
昨年に続き順調に推移した。産業まつり集客数は当日雨天
の影響もあり減少した。

町の補助事業により朝市やプチ縁日など地域活性化事業を
実施した。産業まつり集客数は当日雨天の影響もあり目標
値を下回ったがイベント広場については目標値を達成した。

上記に同じ

製造品出荷額等 億円

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

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

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。

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

事業所数（全産業） 所



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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

通年 通年 通年

通年 通年 通年

0 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

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29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） 内訳（具体的な内容）

「食の流通拠点」の調査・研
究

「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

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29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 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29～31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 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

新たなにぎわいを創出するため、都市計画マスタープランに
「食の流通拠点」を盛り込んだ。近年毎年中央卸売市場北
部市場「親子で市場探検」や「食の物語フェア」が開催されて
いるため、町広報に掲載し事業を盛り上げている。

北部市場周辺に、一般住民も利用できる商
業、飲食店等が集まり、にぎわいをみせてい
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

イベントのPRにとどまった。

上記に同じ。

これまでの主な成果

費用はかかっていないものの、実地手法の見直しが必要で
ある。

上記に同じ。

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

「北部市場　夏休み　親子で市場探検隊」（７月１５日開催）
を６月広報に、北部市場主催の「食の物語フェア２０１７」（１
１月１２日開催）を１１月広報に掲載した。また豊山町産業ま
つり（１０月２２日開催）に北部市場ブースが設けられ祭りを
盛り上げている。今後の業務予定などを担当者レベルで情
報交換を行ったが、周辺での商業系施設の立地の動きはな
い。

北部市場のイベントを継続して広報に掲載することにとど
まっている。立地に向けた動きは取れていない。

上記に同じ。

「北部市場　夏休み　親子で市場探検隊」（７月１５日開催）を６月広報に掲
載した。１１月に開催予定の食の物語フェア２０１７について、１１月号広報
に掲載予定。
商業系施設の立地は見られない。

イベント開催に係る広報などを担当者レベルで情報交換しているものの、具
体的な北部市場周辺の活性化については議論されていない。まずは既存
のイベントを活用する形で連携を図ることが望ましい。



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 222,093 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

5 5 5

26 26 26

15,000 15,000 15,000

59,000 59,000 59,000

74,031 74,031 74,031

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

74,031 74,031 74,031

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

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。

－

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

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。

平成29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） 内訳（具体的な内容）

貸付金

役務費

貸付金

負担金補助及び交付金

旅費

役務費

貸付金

負担金補助及び交付金負担金補助及び交付金

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

返戻金随時発送

補助金随時受付

事業費計（平成29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 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

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29～31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 62,028 62,028 62,028

一般財源 12,003 12,003 12,003

■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 5,0

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

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

備考 備考 備考

進行管理
平成28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２３年～２７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。

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）
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）

％

保証料を補助し、円滑な融資を支援していくことにより、小規
模企業の経営の安定を図ることができた。また保証料の返
還が生じた企業に対し適切に返還を求めることができた。

上記に同じ。

これまでの主な成果

当初予算内で適切に事業を執行うすることができた。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

①小規模企業等振興資金保証料補助金については、１９件３，７４２，８００
円、日本政策金融公庫利子補給については８件９６，８００円を補助してい
る。
②小規模企業等振興資金保証料返還金は、２０件１，５９９，６００円であ
る。
③９月に日本政策金融公庫、愛知県信用保証協会から講師を招いて北名
古屋市、北名古屋商工会、清須市、清須市商工会、豊山町商工会と協力
し、創業入門セミナー実施に向けた広報活動を実施。

①小規模企業等振興資金申込時に企業の概要や申請内容を精査し、慎重な保証料
補助を行う必要がある。
②保証料返還金については、返還期日迄に返還されない場合があるため、取りこぼ
しのないように返還を求めていく。
③１１月と２月に日本政策金融公庫、愛知県信用保証協会から講師を招き、創業入
門セミナーを行う予定である。北名古屋市や清須市、各商工会と連携を取りながら創
業者の知識習得支援を行っていく。セミナー受講者が減少しているため、チラシ、広
報紙、町ホームページを活用して周知していく。

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

小規模企業等振興資金等保証料補助金については、４９件
９，６６５,７００円、日本政策金融公庫利子補給については９
件１２６，４００円を補助し、小規模企業の経営を支援するこ
とができた。

小規模企業等振興資金の融資を受けた小規模企業につい
て、全て保証料の補助をすることができたものの、特定の事
業者の利用が多い。

上記に同じ。



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 60 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

20 20 20

20 20 20

時期（月） 時期（月） 時期（月）

９月 ９月 ９月

通年 通年 通年

20 20 20

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

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。

-

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

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

平成29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） 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 負担金補助及び交付金

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

負担金支払い

企業誘致の手法に関する調
査・研究

事業費計（平成29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 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

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29～31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 20

■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 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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28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ＭＲＪ（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
た。

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。

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

航空宇宙関連産業のC地区への誘致が完了し、民間航空
機生産・整備拠点事業が進展した。

上記に同じ。

これまでの主な成果

航空宇宙関連産業のC地区への誘致が完了し、民間航空
機生産・整備拠点事業が進展した。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

Ｃ地区において、平成２６年１２月から三菱重工業㈱による民間航空機生
産・整備工場の建設が始まった。これにより増産体制が整った。組立工場で
あるＡ工区は平成２８年９月に完了した。また塗装工場であるＢ工区は平成
２９年４月に建屋が完成し、外溝工事を残すのみとなっている。平成２８年度
には構内道路の一部を町道とした。これにより建築基準法上の接道要件を
備えることとなったため、敷地内建物の配置などの幅が広がった。

Ｃ地区は、航空宇宙関連工場の整備が進んだことから、平成３０年度末を
目途とする愛知県の区域区分の総見直しに合わせ、市街化区域への編
入・用途地域の決定・地区計画の変更に向けて、関係機関との協議、都市
計画法の手続きを的確に進めていく必要がある。事業の計画が予定どおり
に進行するよう関係者と調整する必要がある。

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

Ｃ地区において、三菱重工業㈱による民間航空機生産・整
備工場の建設が平成２８年３月に完了した。これにより増産
体制が整った。組立工場であるＡ工区は平成２８年９月に完
了した。また塗装工場であるＢ工区についても平成２９年度
に工事が完了している。

航空宇宙関連産業のC地区への誘致が完了し、民間航空
機生産・整備拠点事業が進展した。

上記に同じ。



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 265,942 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

360 360 360

7,092 6,499 6,499

21,103 13,693 13,693

27,270 79,270 79,270

3,491 3,491 3,491

59,316 103,313 103,313

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～3月 4月～3月 4月～3月

4月 4月 4月

5月 5月 5月

7月 7月 7月

10月 10月 10月

72,584 59,316 103,313

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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

－

委託料

工事請負費

報酬 報酬 報酬

委託料

工事請負費

委託料

工事請負費

需用費

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31年度平成29年度 平成30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負担金補助及び交付金

内訳（具体的な内容）

農業用水供給終了

田植え用水供給開始

中干し

農業用水供給終了

塵芥処理工事・揚水機整備
委託及び用水路補修工事等
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
委託及び用水路補修工事等
発注

塵芥処理工事・揚水機整備
委託及び用水路補修工事等
発注

苗代用水供給開始

田植え用水供給開始

苗代用水供給開始

事業費計（平成29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 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

前年度実施計画の事業費

豊山用排水路改修工事が平成28年度で完
了するため。

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29～31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 100% 補助率

県費 10,510 補助率 85.5%・60% 47,981 補助率 85.5%・60% 47,981 補助率 85.5%・60%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 13,536 14,886 11,736

一般財源 35,270 40,446 43,596

■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

27年度 6 6 6

11 11 12 12 12 13

27年度 11 12 12

1 1 1 1 1 2

27年度 1 1 1

12 12 12 12 12 12

27年度 12 12 12

8 8 8 10 12 11

27年度 8 8 10

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

農業施設の老朽化が進んでおり、地元の要望や老朽度を調査しながら更
新を実施している。多額の事業費を必要とするため、国・県の補助金が活
用できるよう、緊急度の高いもの・事業効果の高いものを選定し、中長期的
な更新計画を策定する。

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

愛知県土地改良事業連合会の補助を受けて
整備するポンプやゲートの工事が減額となる
ため。

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

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。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。さらに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ており、平成28年度で
完了する見込みである。

土地改良施設維持管理適正化事業交付金
を活用し、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
工事は完了する。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

予算内で適切に事業を遂行した。

防衛省障害防止事業で実施していた豊山用
排水路改修工事が平成28年度で完了し、国
費が無くなったため。

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

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 土地改良施設管理適正化事業交付金

その他財源の名称

小型農業用ポンプの分解整
備又は更新基数

小型ポンプ、樋門等の農業用施設については、土地改良施
設適正化事業交付金を活用し、豊山7ゲート・豊山11ゲート
の補修工事を実施した。今後も適正化事業交付金を活用
し、老朽化の度合いや重要性を勘案し順次実施していく。
また、小規模かんがい排水事業を実施するため、平成29年
度に農業用施設実施設計を行った。平成30年度より補助金
を活用しながら順次整備を進めていく。

計画どおり更新工事を進めた。

引き続き適正化事業を活用し工事を進めること。

計画的な更新工事を実施することで、農業用施設の定期的
な更新が進んでいる。

引き続き適正化事業を活用し施設の更新を進めること。

これまでの主な成果

補助金・交付金を活用し、適切に事業を進めること。

事業実施上の問題点と対応策

土地改良団体連合会より補助を受け実施するゲート補修工事の工事実施
設計書委託業務を完了した。ゲート補修工事については10月以降に発注す
るため積算等を進めているところである。また、平成30年度以降実施する小
規模かんがい排水事業のため、農業用施設実施設計業務を発注した。用
水期前に小型農業用ポンプ・堰の点検を実施した。



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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～ 4月～ 4月～

8月 8月 8月

0 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 前年度実施計画の事業費

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

事業実施スケ
ジュール

遊休農地の現地確認

事業費計（平成29年度）

平成29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） 内訳（具体的な内容）

遊休農地の現地確認遊休農地の現地確認

遊休農地対策について農業
委員会に諮る。

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

平成31年度

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

農業経営基盤強化促進法

平成30年度

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

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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。

－



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29～31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

27年度 0 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

8月に実行組合委員が転作の現地確認時に、遊休農地や耕作放棄
地、違反転用等の確認を行った。また、10月にも農業委員会委員に
より農地パトロールを実施した。その結果、遊休農地や耕作放棄地
と判断された農地はなかったが、管理が十分でない農地に対し、文
書により是正指導を行った。
平成30年度より、実行組合員による転作の現地確認が廃止された
が、農業委員会委員による農地パトロールは継続されるため、引き
続き遊休農地等の早期発見・是正に努める。
また、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
策定したことにより、農地利用集積円滑化事業等の実施について
の前提条件が整っている。農協や関連団体等と連携を深め情報を
共有化していく。

農地パトロールを実施し、現状の把握に努めた。

一次評価に同じ

農地パトロール結果を記録し、経年的に確認できる体制を
整えた。

一次評価に同じ

これまでの主な成果

予算内で適切に事業を遂行した。

一次評価に同じ

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

農業委員会の日常的な活動の中で、耕作放棄地や遊休農地の早期発見・
是正に努めており、遊休化した農地はない。8月には遊休農地の現地確認
を農業委員と実行組合員で実施し、農業委員会における農地パトロールも
10月に実施する。

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月を目途に変更
する手続きを進めている。

遊休農地面積

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。

進行管理
平成28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

備考 備考 備考

事務事業評価
指標

現状値
（下段：時点）

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



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 8,751 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,903 1,903 1,903

92 92 92

30 30 30

324 264 264

150 150 150

378 378 378

6 6 6

74 74 74

2,957 2,897 2,897

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～3月 4月～3月 4月～3月

5月 8月 8月

6月 随時 随時

7月

8月

随時

2,788 2,957 2,897

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

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）

－

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

平成31年度

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

農業経営基盤強化促進法

平成29年度 平成30年度

農業委員会総会の開催 農業委員会総会の開催

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

農業委員の任命

実施スケジュール

使用料及び賃借料

事業費計（平成31年度）

農業委員会総会の開催

報酬 報酬 報酬

旅費旅費

需用費

委託料

内訳（具体的な内容）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 遊休農地の確認

需用費

交際費 交際費

委託料

役務費役務費

交際費

需用費

役務費

転作農地の現地確認転作農地の現地確認

事業費計（平成30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

使用料及び賃借料使用料及び賃借料

農業委員候補の選任

農業委員の議会同意・

転作農地の現地確認

事業の内訳と
事業費

遊休農地の確認

事業費計（平成29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 前年度実施計画の事業費

平成29年7月で農業委員の任期が満了する
ことにより新農業委員の手帳等を購入するた
め。また農業委員が行っていた農家基本台
帳の配布、集約を郵送に切り替えるため。

新農業委員に配布する手帳等の購入が無く
なるため。



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29～31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 1,166 補助率 1,166 補助率 1,166 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 1,791 1,731 1,731

■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

27年度 12 12 12

2 2 2 2 2 2

27年度 2 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員の公選制が廃止され、
市町村長が議会の同意を得て任命する制度となった。平成29年7月の農業
委員会から新体制で実施している。農地台帳システムの保守費用につい
て、農業委員会交付金の対象となるよう、県に要望をしていく。

平成29年6月議会で議会の同意を得た農業委員会委員により、29年7月か
ら新体制となった。毎月1回総会を開催し、農地法に基づく届出や許可に係
る法令業務を適正に実施した。8月に転作現地確認を実施し、農地パトロー
ルを10月に実施することで、遊休農地・耕作放棄地・違反転用の把握に努
めた。

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）

その他財源の名称

備考 備考 備考

進行管理
平成28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

農業委員会等に関する法律が改正に伴い、農業
委員会の体制に変更が生じるが、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。

事業の実施状況に関する評価

国有農地の除草作業に対する交付金が増
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。9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。農地法の改正や国の事業仕分けに伴い、
農業委員会の事務の迅速性・透明性などの適正化の促進が課題となった。新
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。農業委員会法の改正に伴う農業委員の選任につ
いて条例制定等の手続きを進めた。

毎月1回総会を開催し、農地法に基づく届出や許可に係る法
令業務を適正に実施した。転作の現地確認の際に農地パト
ロールを実施し、遊休農地、耕作放棄地、違反転用の把握
に努めた。農地パトロールにて把握した、管理が十分でない
農地に対して改善指導を行った。
農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員の公選
制が廃止され、市町村長が議会の同意を得て任命する制度
となった。平成29年6月20日から新制度に基づく委員を任命
した。
なお、平成30年度より転作の現地確認が廃止される。

農業委員会を月1回、転作の現地確認、遊休農地の確認を
各1回実施した。

計画どおり事業を進めている。

農地パトロールを実施し、現状の把握ができた。また、農業
委員会事務の迅速化と透明性を確保できた。

一次評価に同じ

これまでの主な成果

予算内で適切に事業を遂行した。

一次評価に同じ

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 2 農業総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,584 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

225 225 225

252 252 252

7 7 7

4 4 4

40 40 40

528 528 528

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～3月 4月～3月 4月～3月

10月 10月 10月

528 528 528

報酬

旅費

需用費 需用費

報償費

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）

役務費

旅費

実行組合委員会開催・共済
連絡員会議

事業費計（平成31年度）

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成29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 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）

坪刈り、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30年度）

内訳（具体的な内容）

坪刈り、損害評価協議会、評
価講習会、被害水田調査

坪刈り、損害評価協議会、評
価講習会、被害水田調査

実施スケジュール

平成31年度

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

農地法

平成29年度 平成30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29～31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29～31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 140 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 388 388 388

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2,601 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726

27年度 2,601 2,345 2,301

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ 一次評価に同じ

事業実施上の問題点と対応策

農業共済加入水田面積 ａ

実行組合への活動支援や連絡調整により、生産調整に関
する配分面積・転作の現地確認・農業共済制度の周知を
行った。
平成30年度より、生産調整に関する国からの配分が無くな
るため、現地確認を廃止する。
今後も国や県等の農業政策を農家に周知する必要はある
が、実行組合のあり方について検討する必要がある。

共済加入は概ね例年程度の実績である。

一次評価に同じ

共済加入は概ね例年程度の実績である。

一次評価に同じ

4月に開催した実行組合委員会で農業共済の加入促進を実施した。8月に
生産調整農地の現状確認業務を実施した。

農業共済加入者については農地の減少に伴い、年々減少傾向にある。引
き続き愛知県農業共済と協力し加入促進を行う。

これまでの主な成果

予算内で適切に事業を遂行した。

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28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ため、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。

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。

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 6,970 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 年度 終了年度 31 ]

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費 事業費

2,776 2,097 2,097

2,776 2,097 2,097

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

10月～3月 10月～3月 10月～3月

4,017 2,776 2,097

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29～31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

－

－

平成31年度

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

農地法

木津用水土地改良区

土地改良法

平成29年度 平成30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29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 前年度実施計画の事業費

愛知県及び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。

水質改善工事

木津用水土地改良区の総会 木津用水土地改良区の総会

水質改善工事

木津用水土地改良区の総会

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

事業費計（平成31年度）

水質改善工事

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

平成30年度より木津用水土地改良区が実施
していた小規模かんがい排水事業を町が実
施することにより、負担金が無くなるため。

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29～31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 2,776 2,097 2,097

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1,024 928.2 1,044 1,053

27年度 1,024 1,081 1,112

26,478 26,478 26,952 26,952

27年度 26,478 26,852 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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について、建設負担金を支払う。小規
模かんがい排水事業については今年度から町主体で事業を実施しており、
農業用施設実施設計委託業務を発注した。

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ため、小規模かんがい排水事
業については平成29年度より事業主体が木津用水土地改良区から豊山町
に変更となった。愛知県と協議をし、平成29年度以降の同事業における県
費補助金の補助率は木津用水土地改良区と同じ補助率となった。

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28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
業主体を豊山町とする手続きを進めている。

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
変更する手続きを進めている。平成30年度
以降に工事着手するよう、県、木津用水土地
改良区と協議する。

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）

受益面積の減少、下水道事業の進捗に伴う水質の改善に
より、平成26年度に事業計画の変更が行われた。変更後の
事業計画に基づき、平成29年度は神明地内で小規模かん
がい排水事業が実施された。また上流地区では水質保全対
策事業が実施された。
小規模かんがい排水事業の事業主体が豊山町に変更とな
り、事業を進めていく必要があることから、農業用施設実施
設計業務を実施した。
平成30年度以降、小規模かんがい排水事業を進めていく必
要があるため、県、木津用水土地改良区と協議を進めていく
必要がある。

事業計画に基づき、事業が実施された。

一次評価に同じ

かんがい方法について県・木津用水土地改良区との協議を
進めること。

一次評価に同じ

これまでの主な成果

予算内で適切に事業を遂行した。

一次評価に同じ

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

6月 6月 6月

8月 8月 8月

12月 12月 12月

0 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29～31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。

実施スケジュール

事業費計（平成31年度）

平成31年度

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

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29年度 平成30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）

内訳（具体的な内容）

遊休農地の現地確認遊休農地の現地確認

特産品の開発を農業委員会
に諮る。

遊休農地の現地確認

特産品の開発を農業委員会
に諮る。

特産品の開発を農業委員会
に諮る。

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

遊休農地保有者に特産品を
奨励する。

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 前年度実施計画の事業費

遊休農地保有者に特産品を
奨励する。

遊休農地保有者に特産品を
奨励する。

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成29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29～31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 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

27年度 0 0 0

0 1 1 1 1 1

27年度 0 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

農協、尾張農林水産事務所農業改良普課及び農業委員会を通じて情報収
集に努めた。

現状では町内で生産される農産物による特産品開発は具体化していない。
農協や尾張農林水産事務所農業改良普及課などの関連団体との連携を深
め、更なる情報収集に努める。また農家が新たな農産品の提案を出来るよ
う、農業委員会等を通じて情報を農家に提供していく。特産品の候補となり
得るような樹種を選定して、緑化木配布事業等を通じて配布し、豊山町に適
した品目を見極める。

特産品認定数 個

環境フェスティバルにおいて毎年柑橘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を配布し、平
成27年度はデコポンを配布した。平成28年度は宮川早生
（みかん）を配布する。今後も柑橘類を配布するとともにベラ
ンダ等での栽培方法を啓発し、柑橘類の栽培を町民の間に
広めていく。

事務事業評価
指標

現状値
（下段：時点）

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

特定財源の増
減理由

備考

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柑橘類の
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。

その他財源の名称

平成31年度以
降の展望

遊休農地面積 ｍ2

その他財源の名称 その他財源の名称

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）

農協、尾張農林水産事務所農業改良普課及び農業委員会
を通じて情報収集に努めた。
現状、特産品開発は具体化していないが、関連団体との連
携を深め情報収集を行うとともに、農家が新たな農産品の
提案が出来るよう、農業委員会を通じて情報を提供してい
く。
今後も、特産品の候補となり得る樹種を選定し、緑化木配布
事業により配布することで、豊山町に適した品目を見極め
る。

関連団体からの情報収集に努めた。

一次評価に同じ

新たな特産品開発の機運が高まっていない。

一次評価に同じ

これまでの主な成果

特産品の候補となるような苗木の配布を検討する。

一次評価に同じ

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

6月 6月 6月

8月 8月 8月

12月 12月 12月

0 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 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 実施スケジュール

遊休農地の現地確認

遊休農地保有者に対する指
導を実施

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）

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

内訳（具体的な内容）

町の遊休農地対策の方針を
農業委員会に諮る。

町の遊休農地対策の方針を
農業委員会に諮る。

町の遊休農地対策の方針を
農業委員会に諮る。

遊休農地の現地確認遊休農地の現地確認

平成31年度

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

農業経営基盤強化促進法

平成29年度 平成30年度

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

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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。

－



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29～31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 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

27年度 0 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

農地パトロールにより現状把握を行い、遊休農地等の発生
を抑止する取り組みを行った。

一次評価に同じ

事業実施上の問題点と対応策

平成23年度に策定した農業経営基盤強化促進法に基づく
基本構想により、権利移動等を促進する利用権設定などの
諸制度が利用できる前提は整えた。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。
本町の現状では農地の受け手となるべき大規模農家がな
く、零細な農家がほとんどであるため、農地集約のための諸
制度の恩恵を受けるような農家・農地がほとんどない状況で
ある。
今後も県尾張農林水産事務所、東海農政局、農協と連携を
密にして情報を共有していく。

農地パトロールにより現状把握をした結果、遊休農地はな
かった。

農地パトロールを年2回実施し、遊休農地と認定した農地は
なかったが、管理が不十分な農家に注意喚起の文書を送付
し、ほとんどの農家が適正に管理された。

一次評価に同じ

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

農地パトロールや農業委員による日常的な監視により、遊休化した農地は
無い。今後も早期発見・早期対応により発生防止に努める。
農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員の過半は原則認定農
業者とすることと定められた。本町には認定農業者がいないため、法律の
例外規定の適用を受け、農業委員会は認定農業者不在で構成している。

平成26年9月に改正した農業経営基盤強化促進法に基づく基本構想によ
り、新たに農業経営を営もうとする青年等の新規就農する前提条件を整え
ているが、本町では新たに認定した農業者はいない。

進行管理
平成28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

一次評価に同じ

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）

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。

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

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10月現在、認定農業者は不在である。

ｍ2

指標名 単位



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 1,512 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

504 504 504

504 504 504

時期（月） 時期（月） 時期（月）

7月 7月 7月

10月 10月 10月

3月 3月 3月

513 504 504前年度実施計画の事業費

農家戸数、農地面積の減少により、西春日
井地区農業改良推進協議会負担金が減額
となったため。

事業実施スケ
ジュール

地域農業団体活動補助金支
払い

事業費計（平成29年度）

水稲病害虫防除事業補助金
交付予定

地域農業団体活動補助金支
払い

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

地域農業団体活動補助金支
払い

水稲病害虫防除事業補助金
の申請受理

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

負担金補助及び交付金

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール 実施スケジュール 実施スケジュール

負担金補助及び交付金

内訳（具体的な内容）

事業の内訳と
事業費

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

尾張中央農協

農業者が組織する団体

平成31年度平成30年度

（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。

負担金補助及び交付金

水稲病害虫防除事業補助金
の申請受理

水稲病害虫防除事業補助金
交付予定

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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

内訳（具体的な内容）
平成29年度

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。

農業経営、担い手の安定化

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

水稲病害虫防除事業補助金
の申請受理

水稲病害虫防除事業補助金
交付予定



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29～31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 504 504 504

■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

28年度 15 15 15

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

28年度 242,500 509,938 419,211

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

28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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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
を交付し、農業に関する連絡調整や調査活動を実施した。
水稲の病虫害を防除し、水田農業の円滑な実施に寄与する
ため、薬剤購入に対し、より効果的な事業実施に努めてい
く。

実行組合を通じて周知を行っている薬害防除には、町内農
家がほとんど参加しており、補助事業の目的は達成してい
る。

一次評価に同じ

補助金を交付することにより、117戸、23.8ｈａに薬害防除を
行うことが出来た。

一次評価に同じ

これまでの主な成果

予算内で適切に事業を遂行した。

一次評価に同じ

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

進行管理
平成28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 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）

その他財源の名称

水稲病害虫防除対象薬品購
入実績額（豊場支店分）

円

その他財源の名称その他財源の名称

実行組合（15団体）に農業振興活動費の交付申請を受け付けた。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、7月に交付決定をした。

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、
地域や農協と連携し、水稲病害虫の薬品を購入した米作者に補助を継続し
ていく。対象薬剤については検討する。



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 2,586 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

96 96 96

766 766 766

862 862 862

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

8月 8月 8月

1,061 862 862

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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。

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31年度平成29年度 平成30年度
内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

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

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 負担金補助及び交付金

需用費 需用費 需用費

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 実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

実行委員会にて、生産調整
の面積配分を決定する。

実行委員会にて、生産調整
の面積配分を決定する。

事業費計（平成31年度）

現地確認現地確認

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度）

前年度実施計画の事業費

農地面積の減少により、水田農業構造改革
対策推進事業負担金（一般転作推進費）が
減額となるため。

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

実行組合委員

実行委員会にて、生産調整
の面積配分を決定する。

現地確認



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29～31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 862 862 862

■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

27年度 84 84 88

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称 その他財源の名称

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

その他財源の名称

事務事業評価
指標

現状値
（下段：時点）

％

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、
補助額については26,000円/haから13,000円/haに見直しを
した。

経営所得安定対策制度は、小規模農家の多い本町ではメリットが少なく、
参加者はなかった。
国から示された転作面積を各農家に町が割り振り、実際の転作状況につい
て、農業委員と実行委員により確認している。今年度は8月に実施した。

経営所得安定対策制度である米の直接支払制度が平成30年度で廃止され
ることが決定している。同制度を補完している水田農業構造改革推進事業
助成金のうち、農業者水田農業構造改革事業に対する助成については10a
当り26,000円から13,000円に見直しをした。今後も周辺自治体の動向に注
意し、廃止を含めて制度改正を検討する。

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
ついても廃止も視野に入れ見直しを行う。

生産調整達成率

一次評価に同じ

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

備考

国の動向を把握し、適切に進めること。

水田面積全体は減少しているが、転作実績率はほぼ前年
度と同程度で推移している。

予算内で適切に事業を遂行した。

一次評価に同じ

事業実施上の問題点と対応策

国から示された平成29年度の転作目標（作付配分率
67.988％）に対し、実績は88.32％であり、ほぼ前年度と同様
の結果となった。
国による米の直接支払交付金制度が平成30年度に廃止さ
れるため、その制度を補完している町の補助金についても
見直しを行い、平成28年度から補助額を26,000円/ａから
13,000円/ａと半減した。
平成30年度からは、農家への転作推進費は廃止し、実行組
合15地区への地区転作推進費10,000円/地区のみとした。

生産調整の目標には達しなかったが、農家が自発的に米の
生産計画を推進する制度であるため、町の補助事業も一定
程度寄与している。



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 2,254 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,327 587 340

1,327 587 340

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

2月
町民農園利用
者更新申請受
付

2月 2月

3月 3月 3月

2,143 1,327 587

平成31年度

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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

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

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。

事業概要 主な関連計
画・法令

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。

使用料及び賃借料

平成29年度 平成30年度
内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成29年度） 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

町民農園利用者決定通知・
賃借料の支払い

町民農園利用料納付

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 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 町民農園利用料納付

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 前年度実施計画の事業費

野田農園を閉園したことにより賃借料が減額
となったため。

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

町民農園利用者更新申請受
付



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29～31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 22 22

一般財源 1,236 565 318

■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

27年度 100 100 100

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

マナー違反等に関する利用者間のトラブルが発生しているため、啓発等を
今後も継続する。
野田農園を閉園したことにより、野田農園利用者のうち数名が青山、神戸
農園の待機者となったものの、待機者は10名前後であり、待機期間も平均
2,3年であるため、概ね適正な区画数になっている。農園の新設を含め、農
園の経営方法について検討する。

農園利用に関するルールやマナーの徹底を図った。9月末現在、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おり、
待機者は12名である。

町民農園利用率 ％

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）

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 農園利用料

進行管理

これまでの主な成果

平成31年度以
降の展望

備考

一次評価と同じ

利用を求める方は多いため、適切に運営されている。

利用者マナー啓発を定期的に実施する。

その他財源の名称 その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

予算内で適切に事業を遂行した。

一次評価と同じ

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

平成28年6月末で野田農園を閉園したため、貸付区画は60
区画となったが、全てを町民に貸出すことが出来た。平成29
年度末現在の待機者は18名である。
地権者からの申出により平成30年6月末で神戸農園を閉園
する予定であり、平成30年度の貸付区画は15区画となっ
た。
平成30年度には新たに神明地区に農園24区画（計画）を整
備する計画である。
引き続き農園の適正な運営管理に努める。また、新たな農
園の開設や運営方法、利用料、借地料等について検討を行
う必要がある。

全ての区画を利用している。



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

■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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 0

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。

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 前年度実施計画の事業費

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成29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

事業費計（平成31年度）

実施スケジュール

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。

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。

内訳（具体的な内容）
平成30年度

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

ナフコ

平成31年度

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

食育基本法

平成29年度

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。

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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



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29～31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 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

27年度 1 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

町内農家のほとんどが第2種兼業農家であり、米以外の作
物のほとんどが自家消費用という本町の現状等により、今
年度も情報収集と学校などへの情報提供にとどまった。
尾張農林水産事務所が主催する食育会議や近隣市町から
の情報収集に努め、連携を強化する。

情報収集及び関係各課への情報提供を実施した。

一次評価に同じ

情報収集及び関係各課への情報提供を実施した。

一次評価に同じ

これまでの主な成果

町単独での地産地消、職域教育の場の提供は難しいため、
県や東海農政局と連携して、広域的な食育推進活動への参
加も視野に入れる必要がある。

一次評価に同じ

事業実施上の問題点と対応策

尾張農林水産事務所が主催する食育会議を通じて、情報収集に努めてい
る。また春日井のグリーンセンター味美店で豊山町産の農作物が取り扱わ
れてる。

食育会議を通じて得た他自治体の情報を、福祉課・教育委員会事務局、保
健センターに提供している。引き続き同会議に積極的に参加し、情報収集
に努める。

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）

進行管理
平成28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）

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



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 1,809 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

283 283 283

320 320 320

603 603 603

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月 5月

11月 11月 11月

603 603 603

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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。

平成31年度

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29年度 平成30年度

負担金補助及び交付金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 需用費

内訳（具体的な内容）

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）

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。

事業費計（平成31年度）

内訳（具体的な内容）

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成29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

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 前年度実施計画の事業費

緑化木の配布緑化木の配布

緑の少年団活動費補助金交
付



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29～31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 603 603 603

■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

27年度 484 400 400

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

みどりの少年団は、夏休み中に緑化センター(豊田市）で行われた学習教室
に参加した。また学校や役場などのプランターの手入れを実施している。
環境フェスティバル（11月11日開催）において緑化木配布事業として、イチ
ジクを４００本配布する予定である。さらに緑の募金活動として豊山小学校
の児童に実施してもらう予定である。

備考 備考

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
を、平成27年度はデコポンを配布した。平成28年度は宮川
早生（みかん）を配布する。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緑
化木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。

その他財源の名称その他財源の名称

備考

その他財源の名称

進行管理
平成28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

豊山町内3小学校の緑の少年団に対し補助金を交付し、活
動を支援した。緑の少年団は、夏休みの緑化センターでの
研修への参加や公共施設の花壇の整備、環境フェスティバ
ルでの緑化木配布及び緑の募金活動を実施した。
環境フェスティバルでは、緑化木配布事業としてイチジク400
本の配布を行った。

小学校より緑の少年団の活動を通して子供たちが緑への愛
情や慈しみなどの豊かな心を持つことが出来たとの報告が
あった。

緑化木は毎年全て配布することが出来ている。

学校で育てた花々が公共施設に設置されることで、子供達
の緑化に対する意識の向上に寄与するとともに、施設を訪
れる町民に憩いを提供している。

一次評価に同じ

これまでの主な成果

予算内で適切に事業を遂行した。

一次評価に同じ

事業実施上の問題点と対応策

環境フェスティバルにおいて配布する緑化木は、実のなる樹種の人気が高
いため、今年度もイチジクを配布する計画である。本事業で配布する緑化
木のうち豊山町に適した作物を特産品として選定できないか検討をする。



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 1,080 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

360 360 360

360 360 360

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

4月～3月 4月～3月 4月～3月

3月 3月 3月

383 360 360

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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

－

－

－

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。

平成31年度

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

鳥獣保護法

平成29年度 平成30年度

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

鳥獣飼養許可事務

有害鳥獣駆除委託　発注

委託料 委託料 委託料

愛知県に実績報告書提出 愛知県に実績報告書提出愛知県に実績報告書提出

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成29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 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 前年度実施計画の事業費

有害鳥獣捕獲機を購入が終わったため。



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29～31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 360 360 360

■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

27年度 33 31 21

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

9月末現在、チョウセンイタチ3頭､タヌキ7頭､ハクビシン1頭を捕獲しており、
住民からの檻の設置要望も増加している。また県と連携し、ヒアリに対する
住民からの問い合わせに対応した。

野生鳥獣は、鳥獣保護法により原則捕獲禁止とされているが、防除や追い
払いなど捕獲以外の方法で被害を防げない場合などに例外的に許可を受
けることができる制度である。有害鳥獣の生態や防除方法などの啓発に努
め、やむを得ない場合は、捕獲等の対処ができるよう態勢を整えておく。

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28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

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。

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。

野生鳥獣は、鳥獣保護法により原則捕獲禁止とされている
が、例外的に捕獲許可を受けることにより、実施できる制度
である。豊山町では、被害報告が比較的多いチョウセンイタ
チやヌートリア等の捕獲許可を受けて、野生鳥獣の生態に
詳しく捕獲技術を有する西春日井猟友会に委託した。
最終的な今年度の捕獲数はチョウセンイタチ11匹、タヌキ8
匹、ハクビシン2匹の計21匹であった。

鳥獣を21匹捕獲したことにより、被害の発生を防止した。

一次評価に同じ

鳥獣を21匹捕獲したことにより、被害の発生を防止した。

一次評価に同じ

これまでの主な成果

予算内で適切に事業を遂行した。

一次評価に同じ

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

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

随時 随時 随時

0 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

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） 内訳（具体的な内容）
平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業費計（平成29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 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 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 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 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29～31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 52,320

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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28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

航空館ｂｏｏｎの維持管理及び設備の更新の影響を受け、来
館者数が目標値を大幅に上回った。

上記に同じ。

これまでの主な成果

レジャーガイド等の情報誌からの取材に応じ、効果的にＰＲ
を行っている。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

レジャー誌やテレビ局等からの取材を受け、航空館ｂｏｏｎのＰＲに努めた。
今年度は１階から２階への階段部分の剥離清掃を行うなど、適切な維持管
理に努めている。

入場者数を増加させるため、今後とも積極的なＰＲを行う。また、経年劣化
による展示物の故障及び施設の破損が増えてきており、早期対応を行うこ
とを前提としているが、展示物などは高額な費用を要するため、計画的な修
繕等を行う必要がある。

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

マスコミ等の取材やスカイライブラリーの改修等の甲斐あっ
て、土日には多くの人が並び大盛況となっていた。
あいち航空ミュージアムやＭＲＪミュージアムのオープンに伴
い、豊山町内の観光施設の一つとして航空館ｂｏｏｎのＰＲも
実施し、来館者数も目標値を大幅に達成することができた。
両ミュージアムとの連携を図るため、航空館ｂｏｏｎへの休館
日を両ミュージアムに合わせる条例改正を行った。
今後も両ミュージアムと連携を図り、且つ、適切な維持管理
を推進していくことで航空館ｂｏｏｎの魅力を高めていく。

航空館ｂｏｏｎの入館者数の目標値は達成した。

上記に同じ。



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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

通年 通年 通年

随時 随時 随時

0 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 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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

観光ＰＲ観光ＰＲ

「食の流通拠点」の調査・研
究

「食の流通拠点」の調査・研
究

「食の流通拠点」の調査・研
究

観光ＰＲ

企業立地促進法

平成29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） 内訳（具体的な内容）

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

事業目的 主な協働・関
連団体

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

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

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。

-



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29～31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 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

費用はかかっていないものの、実地手法の見直しが必要で
ある。

上記に同じ。

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

「北部市場　夏休み　親子で市場探検隊」（７月１５日開催）
を６月広報に、北部市場主催の「食の物語フェア２０１７」（１
１月１２日開催）を１１月広報に掲載した。また豊山町産業ま
つり（１０月２２日開催）に北部市場ブースが設けられ祭りを
盛り上げている。今後の業務予定など担当者レベルで情報
交換を行ったが、周辺での商業系施設立地の動きはない。

北部市場のイベントを継続して広報に掲載することにとど
まっている。立地に向けた動きは取れていない。

上記に同じ。

イベントのPRにとどまった。

上記に同じ。

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）

ＴＶ・情報誌による紹介 回

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

新たなにぎわいを創出するため、都市計画マスタープランに
「食の流通拠点」を盛り込んだ。毎年中央卸売市場北部市
場「夏休み親子で市場探検隊」や「食の物語フェア」が開催
されているため、町広報に掲載し事業を盛り上げている。ま
た24年度については、食の物語フェアと同日開催でウォーク
ラリーのイベントを名古屋市商工会議所と協力のうえ開催
し、相乗効果でイベントを盛り上げることができた。

北部市場周辺の食を中心とした関連事業者
が集約されて町の観光スポットの一つとなる
ように努める。

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

「北部市場　夏休み　親子で市場探検隊」（７月１５日開催）を６月広報に掲
載した。１１月に開催予定の食の物語フェア２０１７について、１１月号広報
に掲載予定。
商業系施設の立地は見られない。

イベント開催に係る広報などを担当者レベルで情報交換しているものの、具
体的な北部市場周辺の活性化については議論されていない。まずは既存
のイベントを活用する形で連携を図ることが望ましい。



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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 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

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。

事業の内訳と
事業費

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

平成29年度 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） 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

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29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 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 52,320

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

上記に同じ。

上記に同じ。

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28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２５
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。

航空館ｂｏｏｎ、県営名古屋空港、エアポート
ウオーク名古屋等を中心に、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

神明公園や航空館ｂｏｏｎなどの観光施設をＰＲするため、レジャーガイドや
タウン誌などの各種情報雑誌からの取材に応じＰＲに努めた。
また、神明公園においてバラ園の整備を継続して行っている。

航空館ｂｏｏｎなどの入場者を増加させるため、今後とも積極的にＰＲを行
う。また、神明公園施設や航空館ｂｏｏｎの展示物の適切な維持管理を行い
魅力づくりに努める必要がある。

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

神明公園や航空館ｂｏｏｎなどの観光施設をＰＲするため、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
めた。
平成２７年度に整備したバラ園の規模を拡大し、来園者に花
と緑空間を感じることができる新たな魅力づくりに努めた。

レジャーガイド等の各種情報誌に掲載されていることで、予
算執行することなく効果的なＰＲができている。

航空館ｂｏｏｎの入管者数の目標値は達成した。

上記に同じ。

レジャーガイド等の問い合せに誠実に対応し、メディア活用
できている。



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 1,725 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

575 575 575

575 575 575

時期（月） 時期（月） 時期（月）

20,000 575 575

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 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 前年度実施計画の事業費

平成２８年度に地方創生加速化交付金によ
る整備を実施したため。

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（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） 内訳（具体的な内容）

役務費 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29年度 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29～31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29～31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 575 575 575

■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 74,330

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

バス停によっては、利用頻度が少ない。

周知に努めるべきである。

事業実施上の問題点と対応策

　豊山Ｆｒｅｅ　Ｗｉ‐Ｆｉを運用した。広報やステッカーにより周知した。導入から
の累計利用実績は、約3,300件である。

バス停やバスによっては利用実績が少ない。バスの利用促進とともに、Ｗｉ‐
Ｆｉの周知も図りたい。

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

豊山Ｆｒｅｅ　Ｗｉ－Ｆｉを運用した。広報やステッカーにより周知
した。平成２９年度の利用実績（アクセス数）は、約5,800件
だった。効果的に周知し、来町者の認知度向上と町の魅力
向上につなげていくことが課題である。

バスの利用者増加に至っていない。

一次評価と同じ。

交流人口・滞在人口の増加につながっているとまではいえ
ない。

一次評価と同じ。

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Ｗ
ｉ‐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

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 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

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29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） 内訳（具体的な内容）

各都市の情報収集各都市の情報収集各都市の情報収集

事業費計（平成29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 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29～31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 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

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、平成２８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。エアポートウォー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。

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28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）

空港関連の各種イベントを通して、様々な地域との交流を
図っている。空港利用者も前年より増加している。

上記に同じ。

これまでの主な成果

予算執行はないが、様々な地域と交流できる方策を検討す
べき。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

エアポートウォーク内で定期的な物産展やイベントが開催された。６月２５日
には山形県東根市と共催により「さくらんぼ種飛ばし名古屋空港グランプリ
２０１７」を開催し、就航先の魅力を伝えることで、空港の利用促進並びに就
航先自治体との交流を図ることができた。

今後も引き続き就航先自治体との交流を図ることで、人や物の動きが活発
となる方策を検討する。

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

県営名古屋空港やエアポートウォーク名古屋で物産展など
が定期的に開催されている。また、６月２５日には山形県東
根市と共催により「さくらんぼ種飛ばし名古屋空港グランプリ
２０１７」を開催した。広報６月号において、さくらんぼ種飛ば
しをＰＲするとともに、山形空港への定期便に関する記事を
掲載した。２月には東根市空港周辺対策協議会による視察
を受けている。今後は更に交流地域を拡大していく必要が
ある。

山形空港への定期路線をＰＲした。

上記に同じ。



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 150 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

50 50 50

50 50 50

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 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 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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 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 調査研究・取材対応

平成29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） 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29～31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29～31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 50

■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 52,320

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

レジャーガイド等の情報誌からの取材に応じ、効果的にＰＲ
を行っている。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

観光施設である航空館ｂｏｏｎをＰＲするため、各種情報雑誌からの取材に
応じ、ＰＲに努めた。神明公園も含め、取材件数は増加傾向にある。

入場者数を増加させるため、今後とも積極的なＰＲを行う。また、航空館ｂｏ
ｏｎでは経年劣化による展示物の故障及び施設の破損が増えてきており、
計画的な修繕等を行う必要がある。
愛知県航空ミュージアムやＭＲＪミュージアムのオープンを控えており、関係
団体と協力して来場者の獲得に努めなければならない。

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１１月にあいち航空ミュージアムやＭＲＪミュージ
アムがオープンし、産業観光の機運が高まっている。これら
と一体となった周遊を見据え、航空館ｂｏｏｎの開館日を変更
する必要がある。あいち航空ミュージアム、ＭＲＪミュージア
ム、航空館ｂｏｏｎはいずれも平成３０年度に行う愛知県大型
観光キャンペーンのＰＲ対象施設となっており、キャンペーン
期間中に更なる観光客を獲得したい考え。

航空館ｂｏｏｎの入館者数の目標値は達成した。

上記に同じ。

愛知県大型観光キャンペーンに向けて、全国の旅行業者に
対し、航空館ｂｏｏｎを始めとした町内の観光施設のＰＲを
行った。

上記に同じ。

これまでの主な成果

進行管理
平成28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。

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

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

6,000 9,300 10,000

6,000 9,300 10,000

時期（月） 時期（月） 時期（月）

１月 ４月 ４月

～３月 ～３月 ～３月

0 6,000 9,300

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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

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29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） 内訳（具体的な内容）

委託料 委託料

委託業者決定 委託業者決定

事業実施 事業実施

事業費計（平成29年度） 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 前年度実施計画の事業費

新規事業のため。 前年度は１２月補正事業だったため。

事業実施スケ
ジュール

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

委託業者決定

実施スケジュール 実施スケジュール 実施スケジュール

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



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29～31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 3,000 補助率 ２分の１ 4,650 補助率 ２分の１ 5,000 補助率 ２分の１

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 3,000 4,650 5,000

■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 52,320

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

進行管理
平成28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30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。

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

事務事業評価
指標

指標名 単位

特定財源の増
減理由

町内での消費喚起やにぎわいづくりは今後の取組み次第で
ある。

一次評価と同じ

これまでの主な成果

国の交付金（２分の１補助）を活用して実施した。

一次評価と同じ

事業実施上の問題点と対応策

地方創生推進交付金を申請し、内示を受けた。平成２９年１２月町議会定例
会に補正予算を上程する。

将来的に民間主導型となるように、事業を進めていく。また、関連機関・部
署と十分連携をとって進める必要がある。

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

飛行機に関連した土産品（菓子）やランチの開発を、町内飲
食店と連携して取り組んだ。郷土料理「どじょう寿司」を継承
するための「とよやまど～じょ」の開発は、愛知学泉大学家
政学部と連携して実施した。また、各種体験プログラム開発
として、６案を考案し、うち１案についてはあいち航空ミュー
ジアムに採用していただき、実現した。今後の課題として
は、いずれも本格的な実施に発展させ、町の経済活性化に
つなげていくことである。

経済効果拡大に向けた基礎づくりができた。

一次評価と同じ



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 2,214 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

91 91 91

1,341 300 300

1,432 391 391

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

随時 随時 随時

随時 随時 随時

随時 随時 随時

1,434 1,432 391

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

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。

－

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

観光

豊山町の魅力の発信・ＰＲ

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。

町外関係者及び全町民

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。

委託料

役務費

平成29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） 内訳（具体的な内容）

役務費 役務費

委託料 委託料

地空人くんグッズ販売

地空人くん着ぐるみによるＰＲ

地空人くんグッズ作成・販売 地空人くんグッズ作成・販売

地空人くんグッズ販売 地空人くんグッズ販売

地空人くん着ぐるみによるＰＲ 地空人くん着ぐるみによるＰＲ

各種事業のマスコミへの情報
提供

各種事業のマスコミへの情報
提供

各種事業のマスコミへの情報
提供

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

地空人くんグッズ作成・販売

前年度とは異なるグッズを作成する。 前年度とは異なるグッズを作成する。

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 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 前年度実施計画の事業費

需用費の廃止による減。



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29～31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 21 20 20

一般財源 1,411 371 371

■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 114 110 132

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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

 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。中日新聞主催ＪＩＭOキャラ総選挙の結
果は４３体中９位であり、昨年から順位をひとつ上げた。今年から始まったＪ
ＩＭＯキャラダンスコンテストにも、町民や町職員とともにダンスを踊った動画
を投稿し、グランプリを受賞した。
　インタビューボードを作成し、町長表敬訪問や官学連携協定締結式の場
で使用し、町のＰＲ効果を高めた。また、・地空人くんのプレミアムピンバッジ
とペーパークラフトの制作に向けて、デザイン校正などを進めた。

町の魅力を発信するための方法を検討し続ける必要がある。町民の愛着
の向上（住み続けたいまちづくり）と、流入人口増加の先の転入人口増加
（住んでみたいまちづくり）という目的を常に念頭に置いて、工夫をしていくこ
とが重要である。また、町の効率的なＰＲのために、作成したグッズの効果
的に活用していくよう努める必要がある。

物品売上金

地空人くんグッズ販売代金の変動

物品売上金 物品売上金

地空人くんグッズ販売代金の変動 地空人くんグッズ販売代金の変動

　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。

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。

その他財源の名称

ＪＩＭＯキャラ総選挙　順位 順位

人口動態　社会増 人

その他財源の名称 その他財源の名称

備考 備考 備考

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28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

グッズ等を有効活用しＰＲを進めている。

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

　着ぐるみを年間２２回出演させた。平成２７年度から出場し
ているＪＩＭＯキャラ総選挙ではＪＩＭＯキャラダンスコンテスト
にエントリーし、YouTubeでの動画公開やグランプリ受賞に
伴う表彰式出演などを通して知名度を向上させた。
　プレミアムピンバッジを作成し、町職員が身につけるなどし
て常時のＰＲに努めた。
　今後は、地空人くんを通して豊山町の魅力を効果的にＰＲ
していく方法を検討する必要がある。

ＪＩＭＯキャラダンスグランプリを受賞した。

一次評価に同じ。

一次評価に同じ。

一次評価に同じ。

知名度は向上しつつある。



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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 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 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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 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 取材対応

情報交換

平成29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） 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29～31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29～31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 52,320

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

各種情報誌への対応に加え、予算執行することなく効果的
にＰＲできる方策（ＳＮＳ等）を検討すべき。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

神明公園や航空館ｂｏｏｎなどの観光施設をＰＲするため、レジャーガイドな
どの各種情報雑誌からの取材に応じてＰＲに努めた。
来場者の期待に応えるよう、神明公園・航空館ｂｏｏｎの修繕等、迅速に対
応した。

入場者数を増加させるため、今後とも積極的なＰＲを行う。また、航空館ｂｏ
ｏｎでは経年劣化による展示物の故障及び施設の破損が増えてきており、
早期対応を行うことを前提としているが、展示物は高額な費用を要するた
め、計画的な修繕等を行う必要がある。

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

神明公園や航空館ｂｏｏｎなどの観光施設をＰＲするため、レ
ジャーガイドなどの各種情報雑誌からの取材に応じてＰＲに
努めた。
神明公園・航空館ｂｏｏｎにおいて、故障等が生じた際は迅速
に対応し、来場者に不都合がないよう努めた。

航空館ｂｏｏｎの入館者数の目標値は達成した。

上記に同じ。

各種情報誌からの取材に誠実に対応し、積極的なＰＲを
行った。

上記に同じ。

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28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２５
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。

神明公園、県営名古屋空港、ＡＰＷ名古屋、
北部市場、三菱重工業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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 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 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 実施スケジュール

調査研究 調査研究調査研究

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

平成29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） 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29～31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29～31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 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

ＰＲが雑誌や広報誌などに留まっている。
既存案内標識は適切に維持管理を行った。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

暮らしの便利帳などで神明公園や航空館ｂｏｏｎなどの主な施設の所在地を
紹介した。

神明公園（航空館ｂｏｏｎ）の立地とアクセス道路を見た時に、効果的な看板
設置場所が町内にはないため、県営名古屋空港内にパンフレットを設置す
るなど、町内での誘導手法を検討する。

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

暮らしの便利帳などで神明公園や航空館ｂｏｏｎなどの主な
施設の所在地を紹介した。
県道名古屋豊山稲沢線の案内標識破損が確認されたた
め、次年度に修理を行う必要がある。

ＰＲが雑誌や広報誌などに留まっている。
既存案内標識は適切に維持管理を行った。

上記に同じ。

ＰＲが雑誌や広報誌などに留まっている。
既存案内標識は適切に維持管理を行った。

上記に同じ。

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28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28～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 28 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 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

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29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） 内訳（具体的な内容）

調査研究調査研究調査研究

事業費計（平成29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 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29～31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 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

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28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）

人材発掘に至っていない。

上記に同じ。

これまでの主な成果

実施方法の見直しが必要である。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

ガイドボランティアをどのように集め、活用していくか検討段階である。
人材の発掘が困難であるため、生涯学習のボランティアと連携を深める方
向で検討する。

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

人材発掘には至っていない。生涯学習のボランティアと連携
を深める方向で検討する。

育成研修まで至っていない。

上記に同じ。



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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 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

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29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） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29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 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29～31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 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

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28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２３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

広報誌に労働関係の情報を掲載することにより啓発を行っ
た。

上記に同じ。

これまでの主な成果

広報誌に労働関係の情報を掲載することにより啓発を行っ
た。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

６月に尾張地域雇用関係機関連絡会議に参加し、最新の雇用情勢や雇用
安定対策などの情報収集や管内団体との意見交換を行った。

①国や県からの労働関係情報の収集を的確に行い、広報紙などで情報提
供に努め労働事業の推進を図る必要がある。
②１０月に名古屋中公共職業安定所による雇用対策協議会に参加し、最新
の雇用情勢などの情報収集や管内団体との意見交換を行う予定。
③最低賃金の改正決定及びサブロク協定に関する情報を１０月・１１月にて
広報に掲載予定。

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

名古屋中公共職業安定所による管内自治体、商工会との
連絡会議に参加して意見交換を行った。

広報誌に労働関係の情報を掲載することにより啓発を行っ
た。

上記に同じ。



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 150 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

50 50 50

50 50 50

時期（月） 時期（月） 時期（月）

７月 ７月 ７月

１０月 １０月 １０月

随時 随時 随時

随時 随時 随時

50 50 50

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

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29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） 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 負担金補助及び交付金

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

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

労福協尾張北部支部主催の懇
談会に参加

負担金の支払い

事業費計（平成29年度） 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。

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 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29～31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 50

■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 297 341 352

5 1 1 1 1 1

27年度 5 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

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28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

関係機関との連携により事業の推進に努めた。

上記に同じ。

これまでの主な成果

当初予算内で適正に事業を執行することができた。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

７月に労働者福祉協議会に参加し、理解を深めるとともに、管内の友好議
員を交えた意見交換を行った。また、関係機関との連携を図り、快適な職場
外の勤労福利厚生を提供した。

会社内での福利厚生が縮小の方向にある。関係機関との連携の中で、効
果的な福利厚生充実のため情報提供に努める。

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

勤労者の福利厚生活動を支援するため、愛知県労働者福
祉協議会尾張支部に加入することを通じて、労金、共済、住
宅生協の支援や勤労者の文化活動、スポーツ活動などを支
援した。
会社内での福利厚生活動が縮小傾向にある中で、この事業
の充実が望まれる。

関係機関との連携により事業の推進に努めた。

上記に同じ。



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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 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

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29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） 内訳（具体的な内容）

調査研究 調査研究

事業費計（平成29年度） 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 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29～31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 297 341 352

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

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28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）

検討が進んでいない。

上記に同じ。

これまでの主な成果

検討が進んでいない。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

職場外での交流についての方策を検討段階である。
どのような人をターゲットに事業展開をしていくのか、他の自治体や関連団
体とも意見交流しながら選定する必要がある。また、他部局とも連携する必
要がある。

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

研究段階であり、方向性を定める必要がある。愛知県勤労
者福祉協議会尾張北支部を通じてニーズなど情報収集を
行っている。

検討が進んでいない。

上記に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

311 -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 3

人 非該当

産業 非該当

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 8 土木費 項 1 土木管理費 目 2 建築指導費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 270 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

15 15 15

0 0 0

63 81 81

78 96 96

時期（月） 時期（月） 時期（月）

通年 通年 通年

94 78 96
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 前年度実施計画の事業費

パソコンリース料の値上げによる増加。

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 実施スケジュール

開発等指導業務開発等指導業務開発行為等指導業務

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

需用費

役務費

使用料及び賃借料

需用費

役務費

使用料及び賃借料

需用費

役務費

使用料及び賃借料

平成29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） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

開発行為、建築行為を行う者に対し一定の基準を定め適正に指導する。また、それに関連
する都市計画法及び建築基準法上の許認可手続に関する相談、受付業務を行う。

都市計画法

建築基準法

事業目的 主な協働・関
連団体

住宅・宅地

優良住宅の誘導

良好な生活環境を形成し、健康で豊かな住みよいまちづくりの実現を図ることを目的とす
る。

事業者

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

豊山町開発行為等に関する
指導要綱による規制誘導

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

豊山町開発行為等に関する指導要綱による規制誘導を推進することにより、優良住宅を誘
導する。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

311 -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29～31年度）

豊山町開発行為等に関する
指導要綱による規制誘導

■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 6 6 6

一般財源 72 90 90

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

85.9 86.0 86.0 86.0 86.0 90.0

25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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

関係課が複数になるため、当初の相談段階から漏れのないよう適正な指導
を行う必要がある。

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

都市計画法、特定都市河川浸水被害対策法、建築基準法
など関係法令に準拠し、適正な指導に努めているが、指導
要綱を守らない事例が見受けられる。
また、関係機関・部署に協議に行かない事例も見られるた
め、今後も初期段階から関係機関・部署と連携して適切な
指導を行う必要がある。
豊山町開発行為等に関する指導要綱は、平成１１年に制定
以来１８年を経過するため、周辺住民への事前周知の必要
な対象施設に産廃施設等を加えるとともに中高層住宅を除
く改正を行い、平成２９年４月１日施行とした。これにより、周
辺住民に与える影響が大きな施設の事前周知をより適切に
指導できることとなった。

当初予算内で適正に事業を執行することができた。

上記に同じ。

当初の初期段階から関係機関・部署と連携して適切な指導
に努めている。開発指導要綱の見直しを行い（平成29年4月
1日施行）、より適切な指導を行うことができるようになった。

上記に同じ。

指導要綱を遵守するよう徹底した指導が必要。

上記に同じ。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

都市計画法、特定都市河川浸水被害対策法、建築基準法など関係法令に
準拠し、適正な指導に努めた。豊場字青塚屋敷の案件では愛知県尾張建
設事務所と協議を重ねて対応した。

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）

豊山町を住みやすいと評価
する住民割合

％

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28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１１年度から要綱を通じた指導業務を行っている。平成
２７年度末現在で、３５４件の事前協議を行っている。
また、都市計画法、特定都市河川浸水被害対策法、建築基
準法など関係法令に準拠し、適正な指導に努めている。

都市計画法を始めとする関係法令の動向に
注視し、適切な指導を行う。

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

311 -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 3

人 非該当

産業 非該当

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

住生活基本計画策定事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

良好な居住環境の形成をめざす。

事業目的 主な協働・関
連団体

住宅・宅地

優良住宅の誘導

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、町民
生活の安定向上と社会福祉の増進を図ることを目的とする。

町民

事業概要 主な関連計
画・法令

平成23年度に見直される愛知県住生活基本計画に沿った形で、公営住宅等の供給に関す
る施策を中心に必要に応じた事業を行う。

豊山町都市計画マスタープラン

住生活基本法

愛知県住生活基本計画

住生活基本計画（全国計画）

平成29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） 内訳（具体的な内容）

広報掲載広報掲載広報掲載

事業費計（平成29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 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

311 -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29～31年度）

住生活基本計画策定事業

■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 1 1 1 1 1

27年度 0 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

法定計画でないため、住生活基本計画として体系化してい
ないが、耐震診断・改修の促進、開発等指導要綱の運用、
公営住宅の供給等、関連する事業は行っている。
また、平成２３年度には、県の住生活基本計画の見直しに
あたり、その準備作業に協力した。

県の住生活基本計画に沿った事業を行うこ
とに努める。

住生活基本法の基本理念に
沿った啓発記事の広報掲載

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28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）

住生活基本計画が策定されていない。

上記に同じ。

これまでの主な成果

実施手法の見直しが必要である。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

具体的な計画案は無いが、県の住生活基本計画に沿った内容で、より良い
住環境を目指した開発指導等を行った。

平成２０年３月発行の「市町村住生活基本計画ガイドブック」には、行政規
模が大きくない町村においては、総合計画の部門別計画として住生活基本
計画の内容を盛り込むことなどが、策定の進め方として示唆されている。愛
知県住生活基本計画に沿った形で、本町にあった計画策定方法を、先進事
例も含めて調査・研究しながら、県の計画に沿った事業を進める。

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

住生活基本計画の策定には至らなかった。時期総合計画の
部門別計画として記載を行うか検討する。

計画策定、広報掲載に至っていない。

上記に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

311 -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 3

人 該当

産業 非該当

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 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

住民参画による要住環境改善地区のまちづくり
推進事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

住民のまちづくりへの参加機会を拡大し、協働社会の実現を目指す。

-

住民参画によるまちづくりの推進により、良好な住環境の形成を目指す。

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

住宅・宅地

優良住宅の誘導

幅広い年代からまちづくりの担い手を募り、協働によるまちづくりを図る。

住民、事業者

都市計画マスタープランの地域別構想に掲げるアクションプランについての具体的な地区
整備計画、事業手法等の検討を住民参画により行う。

都市計画法

豊山町「協働のまちづくり指針」

都市計画マスタープラン

平成29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） 内訳（具体的な内容）

事業手法検討地区整備計画策定事業手法の事前調査

事業費計（平成29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 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

311 -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）

住民参画による要住環境改善地区のまちづくり
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 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

85.9 86.0 86.0 86.0 86.0 90.0

25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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

具体的な実施候補地及び事業手法の検討が進んでいな
い。

具体的な実施候補地及び事業手法の検討が進んでいな
い。

上記に同じ。

具体的な実施候補地及び事業手法の検討が進んでいな
い。

上記に同じ。

上記に同じ。

従来行政が主体として行われてきた「まちづくり」の分野にお
いて、住民、企業など様々な主体が協働し、「新たな公」とし
ての参加が求められているが、具体的な手法は定められて
いない。

幅広い年代から新たなまちづくりの担い手が
集まり、良好な住環境の形成をめざして、協
働社会の実現に向っている。

その他財源の名称 その他財源の名称

％
豊山町が住みやすいと評価
する住民割合

備考 備考 備考

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28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）

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

具体化を図る地区整備計画実施候補地区の絞り込み及び
事業手法の検討は進んでいない。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

住民参画のテーマとなる都市計画マスタープラン地域別構想に掲げるアク
ションプランの具体化を図るまで至っていない。

住民、企業、行政が協働し、その実現へ向けて取り組むべきテーマ（まちづ
くり施策）を選定して進める必要があるため、他自治体の事例を基に事業手
法の調査・研究を進める必要がある。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

312 -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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 2

予算体系 款 8 土木費 項 5 住宅費 目 1 住宅管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 34,809 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

623 623 623

79 79 79

1,439 510 510

142 142 142

12,539 11,460 5,819

14,822 12,814 7,173

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 7月 7月

7月 11月 12月
家賃決定通
知書送付

11月 12月 1月

12月 1月

1月

12,828 14,822 12,814

工事請負費

外壁改修工事が完了するため。

前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

収入調査

収入調査

家賃決定通知書送付

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

使用料及び賃借料

役務費

工事請負費

役務費

外壁改修工事発注

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

外壁改修工事実施設計業務を実施するた
め。

事業費計（平成29年度）

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

家賃減免・減額手続き

実施設計委託業務発注

委託料

町営住宅の維持・管理

定期的な建物の維持管理推進

家賃減免・減額手続き

内訳（具体的な内容）

使用料及び賃借料

役務費

収入調査

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

工事請負費

－

－

施設の整備、維持保全により、入居者が安心できる生活空間の確保を目指す。

住宅・宅地

入居者が快適な生活環境の中で暮らすとこができるように、入居者との役割分担のもと施
設の整備や保守点検を継続的に実施し、あらゆる世帯が暮らしやすい良好な住環境を維
持する。

事業目的

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

平成29年度

主な協働・関
連団体

使用料及び賃借料

町営住宅長寿命化計画に基づき、効率的かつ円滑な維持管理及び更新の実現に向け、
建物・設備の定期的な整備・修繕を実施する。入居者との連携、入退去管理などを適正に
実施する。

主な関連計
画・法令

需用費

事業概要

平成31年度

公営住宅法

家賃減免・減額手続き

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）

家賃決定通知書送付

外壁改修工事発注

入居者

平成30年度

委託料委託料

需用費 需用費

実施設計委託業務が完了するため。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

312 -1 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

定期的な建物の維持管理推進

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 6,193 補助率 1/2 5,730 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 7,173 7,084 7,173

一般財源 1,456 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

27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） A

（二次評価） A

■成果 判定理由⇒

（一次評価） A

（二次評価） A

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） A

（二次評価） A

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成31年度
以降の展望

戸

特定財源の
増減理由

実施設計が完了することにより、社会資本
整備総合交付金が減額となるため。

居住者が快適に生活できるように、遊具施設・送水ポンプ・消防用設備の
各施設の保守点検を実施し、漏水修理・風呂釜等の修繕を実施した。社会
資本整備総合交付金を活用し、町営住宅長寿命化計画に基づく外壁改修
工事を10月に発注する予定である。

建設後20年以上が経過し、修繕箇所が増加している。平成25年度に策定
した町営住宅長寿命化計画に基づき、国の社会資本整備総合交付金を活
用して修繕を実施していく。また退去者が発生したため、空家とならないよ
う、速やかに募集・入居手続きを行う。

一次評価に同じ

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

居住者が快適に生活できるよう適正な維持管理に努めた。

空家が生じた場合は速やかに募集すること。

居住者が快適に生活できるように、遊具施設・送水ポンプ・
消防用設備の各施設の保守点検を実施し、漏水修理・風呂
釜等の修繕を実施した。
建設後20年以上が経過し、修繕箇所が増えている。起債償
還が平成24年度で終了したため、平成25年度から修繕計
画を見直し、長寿命化計画を策定した。
この計画に基づき平成29年度は1号棟の外壁改修工事を
実施した。
平成30年度に2号棟及び集会室の外壁改修工事を実施し、
ひと段落するため今後の修繕計画について検討する必要
がある。
また、独居の入居者が死亡したが、退去手続きが難航して
いる。

単位指標名

居住者が快適に生活できるよう適正な維持管理に努めた。

長寿命化計画に基づき修繕を実施すること。

予算内で適切に事業を遂行した。

備考 備考

その他財源の名称

目標値

住宅使用料

進行管理

居住者が安全で快適に生活できるよう、平成25年度に長寿
命化計画を策定した。平成27年度は長寿命化計画に基づ
き１棟の屋上防水改修工事を実施した。平成28年度は2棟
及び集会室の屋上防水改修工事を実施する。

公営住宅の供給の趣旨に沿って、入居者が
健康で安全な生活を営むに足りる住宅を整
備するため長寿命化計画に基づき維持補修
を実施する。

その他財源の名称

事務事業評
価指標

0 0

住宅使用料

備考

空家戸数

現状値
（下段：時点）

住宅使用料

設計費、工事費の増により、社会資本整備
総合交付金も増額となるため。また所得の
高い入居者が退去したことにより、住宅使用
料が減となったため。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

00 0



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

321 -1 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 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 3,070 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

258 162 162

9 7 7

2,465 0 0

0

2,732 169 169

時期（月） 時期（月） 時期（月）

７月 ７月 ７月

１１月 １１月 １１月

３月 ３月 ３月

随時 随時 随時

669 2,732 169
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 前年度実施計画の事業費

公共交通会議幹事会２回分を追加計上、及
び社会実験調査委託業務を計上したため増
額。

公共交通会議の実施 公共交通会議の実施 公共交通会議の実施事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール 実施スケジュール

地域公共交通網形成計画に
定める事業の実施

地域公共交通網形成計画に
定める事業の実施

地域公共交通網形成計画に
定める事業の実施

公共交通会議の実施 公共交通会議の実施 公共交通会議の実施

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

公共交通会議の実施 公共交通会議の実施 公共交通会議の実施

負担金補助及び交付金

需要費 需要費 需要費

委託料 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

平成29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） 内訳（具体的な内容）

報償費 報償費 報償費

事業概要 主な関連計
画・法令

タウンバスの運行をはじめ、地域公共交通網形成計画に定める事業を推進する。 道路運送法

地域公共交通網形成計画

事業目的 主な協働・関
連団体

公共交通事業の検討と充実

交通機関

町民やバス利用者の公共交通に対する要望を把握し、効率的で効果的な公共交通施策を
推進する。

全町民・公共交通利用者

名古屋大学大学院環境学研究科

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

地域公共交通網形成計画の推進事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

－

－

公共交通を充実させることにより、住民生活の利便性の向上と、生活空間の整備を目指
す。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

321 -1 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29～31年度）

地域公共交通網形成計画の推進事業

■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 2,732 169 169

■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 - - -

79,589 79,000 83,000 87,000 91,000 94,000

27年度 79,589 76,187 74,330

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

計画で定める事業には、長期的に取り組むべき内容があ
る。そのため、すぐに成果を得ることは難しい。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

５月、８月に地域公共交通幹事会、８月に公共交通会議を行い、名古屋市
営バス延伸の社会実験の中間ｊ報告について協議を行った。

今後、名古屋市営バス社会実験の結果報告が行われ、豊山町公共交通会
議としての方向性を決める段階にある。バス事業者、専門家、利用者の意
見を取り入れつつ、検討を進める必要がある。また、地域公共交通網形成
計画に影響が出るような変更がある場合は、会議において速やかに計画の
改定作業を行う。

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

公共交通網形成計画の中間見直しを行い、名鉄バス、あお
い交通の新路線を追加したほか、タウンバス北ルートの見
直しについて記載した。
前年度３月に名古屋市営バスの延伸社会実験を行い、地域
公共交通会議を通じて、事業者や住民、学識経験者、行政
と今後の方向性について検討している。既存の事業者と利
害関係をどう調整していくかが課題となっている。

利用者数は前年度に比して減少し、目標値を下回った。住
民満足度調査は今年度に実施していない。

上記に同じ。

町内を運行するバスの現状に即して、計画の見直しを図っ
た。計画に記載の事業の中には、事業者との調整等が必要
となるものが多く、課題となっている。

上記に同じ。

これまでの主な成果

進行管理
平成28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）

タウンバス年間利用者数

特定財源の増
減理由

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

人

備考

平成１９年度から毎年、地域公共交通会議を開催し、地域
公共交通の整備方針を決定している。地域公共交通総合連
携計画に定める事業を実施してきた。公共交通マップを更
新して利用者の増加を図っている。平成２８年度中には、名
古屋市営バス社会実験を行うことが決定している。

住民の足として、公共交通が活用され、公共
交通に対する町民の満足度が上昇してい
る。

公共交通に対する住民満足
度

％

備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

322 -1 Ａ

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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 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 78,015 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

26,005 26,005 26,005

26,005 26,005 26,005

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

毎月 毎月 毎月

26,005 26,005 26,005
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 実施スケジュール

契約

運行負担金の支払い

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

運行負担金の支払い運行負担金の支払い

契約 契約

平成29年度 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負担金補助及び交付金

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） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

とよやまタウンバスの運行に対する補助を行う。また、定時・安全な運行のための指導を行
うほか、利便性向上に向けて取り組む。

道路運送法

事業目的 主な協働・関
連団体

とよやまタウンバスの充実

交通機関

市町村振興事業費補助金

とよやまタウンバスを定時・安全に運行することによって、町民が安全・安心に移動できる
手段を確保する。また、利便性向上に取り組むことにより、町民の公共交通に対する満足
度を高める。

全町民・公共交通利用者

名古屋大学大学院環境学研究科

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

とよやまタウンバスの利便性向上と定時・安全
な運行事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

－

－

公共交通を充実させることにより、住民生活の利便性の向上と、生活空間の整備を目指
す。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

322 -1 Ａ

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）

とよやまタウンバスの利便性向上と定時・安全
な運行事業

■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 1,000 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 14

一般財源 24,991 26,005 26,005

■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 - - -

79,589 79,000 83,000 87,000 91,000 94,000

27年度 79,589 76,187 74,330

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

バス停等の修繕により、施設等負担金が大きくなることがあ
るため、利用者数の増加で全体負担金を低減すべき。

運行負担率の軽減に努めること。

事業実施上の問題点と対応策

昨年度に比して、４～９月の利用者数は約３．４％減少している。南ルートは
約１．７％の減少、北ルートは約１４．５％減少している。運行負担金は、昨
年度同時期に比して約７万円、約０．５％増加している。

昨年度は北ルートの利用者数が増加していたが、今年度に入ってから北
ルート、南ルートともに減少している。南ルートについては利用者の減少が
続いているため、今後、ダイヤやルート等の見直しを行う必要がある。

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

２９年度の利用者数は北ルート、南ルートともに利用者数の
減少が見られた。特に北ルートは例年利用者の減少傾向が
続いており、見直しを図るため次年度からルート変更を計画
している。今後はルート変更の影響を調査するとともに、運
行事業者と連絡を密に行い、サービスの向上に努めること
で、利用者の増加並びに運行負担率の低減を図っていく。

利用者数は前年度に比して減少し、目標値を下回った。住
民満足度調査は今年度実施していない。

上記に同じ。

利用者数は北ルート、南ルート共に減少した。

上記に同じ。

これまでの主な成果

進行管理
平成28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

過去５年間の乗車券売捌き手数料を鑑みて
積算したところ、増額が見込まれるため。

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

とよやまタウンバス乗車券売
捌き手数料

とよやまタウンバス乗車券売
捌き手数料

とよやまタウンバス乗車券売
捌き手数料

国道41号線を小牧市方面から豊山町をとおり名古屋市方面
へ運行していた名鉄バスが廃止されたことへの対応策とし
て、平成14年にとよやまタウンバスが運行を開始した。南北
2ルートを運行し、地域住民の基本的な公共交通として活用
されている。

タウンバスが地元住民の足として活用され、
公共交通に対する住民満足度が２０％に達
している。

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

％



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

323 -1 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 3

人 非該当

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 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 1,068 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

356 356 356

356 356 356

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

随時 随時 随時

3月 3月 3月

3月 3月 3月

178 356 356
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 前年度実施計画の事業費

公共交通マップ印刷費について、国からの補
助金（公共交通会議に直接入金）がなくなっ
たため。

事業費計（平成29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 実施スケジュール

新版の作成新版の作成

ホームページの更新 ホームページの更新 ホームページの更新

設置場所への補給

新版の配布・設置新版の配布・設置 新版の配布・設置

設置場所への補給設置場所への補給

新版の作成

平成29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） 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 負担金補助及び交付金

事業概要 主な関連計
画・法令

バスの路線、時刻表、停留所の位置、利用方法などを紙面にまとめ、ポケットサイズに製本
したものを作成する。

道路運送法

事業目的 主な協働・関
連団体

交通機関

公共交通の利用促進

地域の公共交通の情報を網羅したポケットサイズのマップを作成し、配布・設置することに
よって、利用促進を図る。

名古屋大学大学院環境学研究科

全町民・公共交通利用者

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

公共交通マップの作成事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

－

－

公共交通を充実させることにより、住民生活の利便性の向上と、生活空間の整備を目指
す。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

323 -1 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29～31年度）

公共交通マップの作成事業

■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 356 356 356

■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 - - -

79,589 79,000 83,000 87,000 91,000 94,000

27年度 79,589 76,187 74,330

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

航空機の利発着に合わせて直行バスの時刻表の変更があり、マッ
プを定期的に更新しなければならないため。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

４月に公共交通マップを改定し、窓口等で配布する他、ホームページへの掲
載を行った。

バス停や時刻の改正があった場合、速やかに対応していく必要がある。現
状では、改正部分がわかるように、マップにチラシを折り込むことで対応して
いる。
マップについては、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、誰もが見やす
く理解しやすいものとなるよう、公共交通会議等で委員の意見を取り入れな
がら改善していく必要がある。

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

高齢者に配慮し、従来より大きなサイズの公共交通マップを
作成している。また、町内バス停の案内図も記載することが
でき、運行事業者が利用者にバス停を案内する際に有効利
用されている。町の公共施設や近隣自治体に配布し、広く
利活用いただいている。今後も、時刻の改正があった場合
には速やかに対応していく。

利用者数は前年度に比して減少し、目標値を下回った。住
民満足度調査は今年度実施していない。

上記に同じ。

昨年度に引き続き、大きく見やすいマップ作りに心がけた。また、運
行事業者から要望があった町内バス停留所の案内図も記載した。

上記に同じ。

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）

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

％

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28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19年度から、それまでのとよやまタウンバス関連情報
の記載のみだったパンフレットをあらため、地域の公共交通
を網羅したマップを発行している。バス利用者の便に供する
とともに、新しい利用者の獲得に寄与している。町ホーム
ページにも掲載している。バス停の変更、時刻表の改定にも
速やかに対応している。

継続的に新版が作られ、町の公共交通利用
者の情報源として定着している。

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

323 -2 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 3

人 非該当

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 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 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

10月 10月 10月

0 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

公共交通ＰＲ事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

－

－

公共交通を充実させることにより、住民生活の利便性の向上と、生活空間の整備を目指
す。

事業目的 主な協働・関
連団体

交通機関

公共交通の利用促進

公共交通の重要性や必要性の啓発を行い、自家用車から公共交通への自発的な転換を
促すとともに、公共交通を通じた豊山町のＰＲを実施する。

名古屋大学大学院環境学研究科

全町民・公共交通利用者

事業概要 主な関連計
画・法令

公共交通への理解や関心を高める記事を町広報やホームぺージに掲載して啓発活動を行
う。また、バスのＰＲ行事や、県と連携したエコモビに関するＰＲを積極的に行う。

道路運送法

平成29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） 内訳（具体的な内容）

話題に応じて、町広報やホー
ムページに記事を掲載する。

バスの乗り方教室バスの乗り方教室バスの乗り方教室

事業費計（平成29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 実施スケジュール
話題に応じて、町広報やホー
ムページに記事を掲載する。

話題に応じて、町広報やホー
ムページに記事を掲載する。

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

323 -2 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29～31年度）

公共交通ＰＲ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

14.1 - - - - 20.0

25年度 - - -

79,589 79,000 83,000 87,000 91,000 94,000

27年度 79,589 76,187 74,330

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

バスの路線やダイヤなどの改正にあわせて、町広報やホー
ムページに告知記事を掲載している。公共交通マップに時
刻表や路線図だけではなく、バスの乗り方などを掲載してい
る。平成２４年度は無料バス乗車とバスの乗り方教室を、平
成２５年度は高齢者を対象にしたＰＲ事業を行った。平成２８
年度は出前講座にてバスの乗り方教室を行ったほか、環境
フェスティバルにてＰＲ活動を実施した。

公共交通に対する理解が深まり、移動手段
としてバスを選択する人が増えている。ま
た、タウンバスの利用者は順調に増加してい
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）

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

自家用車から公共交通への転換が進んでいるとは言えない
ものの、タウンバスは町の顔として定着しつつある。

上記に同じ。

これまでの主な成果

エコモビ実践キャンペーンを周知・実践することにより、公共
交通への転換に繋がっている。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

町内の公共交通を網羅した公共交通マップを発行し、ＰＲを行っている。昨
年度作成した公共交通啓発用クリアファイルを学習会等で配布するなど、
効果的な活用を行っている。

より一層公共交通に興味を持ってもらえるよう、今後も町内イベント等に出
向き、啓発活動を行う必要がある。

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

１２月にはエコモビ実践キャンペーンに参加し、町職員のエ
コ通勤を実施した。また、広報誌にも県内一斉エコ通勤デー
に関する記事を掲載し、エコ通勤への協力を呼びかけた。
今後も自家用車から公共交通への利用転換に向けた施策
を行っていく。

利用者数は前年度に比して減少し、目標値を下回った。住
民満足度調査は今年度実施していない。

上記に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

324 -1 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 4

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 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

公共交通環境整備事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

－

－

公共交通を充実させることにより、住民生活の利便性の向上と、生活空間の整備を目指
す。

事業目的 主な協働・関
連団体

交通機関

公共交通を利用しやすい環境の整備

乗り継ぎや待ち時間の抵抗感をなくし、公共交通の利便性を高める。 名古屋大学大学院環境学研究科

全町民・町内公共交通利用者

事業概要 主な関連計
画・法令

とよやまタウンバスをはじめとした複数のバス路線が乗り入れられる拠点整備の方法につ
いて、ハード・ソフト両面から検討する。

道路運送法

平成29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） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29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 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

324 -1 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29～31年度）

公共交通環境整備事業

■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

14.1 - - - - 20.0

25年度 - - -

79,589 79,000 83,000 87,000 91,000 94,000

27年度 79,589 76,187 74,330

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

公共交通マップに「乗り換えゾーン」などを記入することに
よって、バスの乗り換え・乗り継ぎについて提案してきた。ま
た、複数のバス会社のバス停名をできるだけ統一した。平
成２８年度中には、タウンバスのバス停においてｗｉ‐ｆｉ環境
が整備される予定である。

バスの乗り継ぎへの抵抗感が少なく、多くの
利用者が複数の路線を活用している。

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）

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

インターネット路線検索サービスの情報更新、バス停のｗｉ－
ｆｉ環境整備、バスロケーションシステムの導入を行った。

上記に同じ。

これまでの主な成果

路線検索サービス、ｗｉ－ｆｉ環境、バスロケーションシステム
の稼働により、利用者の利便性が高まっている。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

とよやまタウンバスのバス車内と、主要バス停６箇所にｗｉ－ｆｉが整備され、
無料でインターネットに接続することが可能となった。また、バスロケーショ
ンシステムも導入され、運行情報をリアルタイムで確認することができるよう
になった。

無料ｗｉ－ｆｉやバスロケーションシステムの導入について更なる広報を行い、
とよやまタウンバスの利便性が向上していることをＰＲしていく。

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

インターネットの路線検索サービス事業者と契約を結んでお
り、随時情報の更新を行うことで利用者の利便性を高めた。
バス車内やバス停におけるｗｉ－ｆｉ環境整備、バスロケーショ
ンシステムの導入により利便性が高まっている。本件につい
て今後、更なる周知が必要である。また、社会教育センター
のバスターミナル化に向けた調査研究を進める。

利用者数は目標値を下回った。また、環境整備事業が利用
者の満足度にどのように影響するか検証する必要がある。

上記に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

331 -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 3

人 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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 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 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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

町の顔となりうる景観要素の
検討

町の顔となりうる景観要素の
検討

町の顔となりうる景観要素の
検討

平成29年度 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） 内訳（具体的な内容）

景観

総合的な景観に配慮したまちづくりの展開

大規模な施設、道路、田園といった景観特性を保全、形成することにより、住民の暮らしや
すさや愛着につなげる。

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

都市計画マスタープランに定める「景観形成の方針」に基づき、良好な景観の保全、形成に
努める。

景観法

都市計画マスタープラン

事業の内訳と
事業費

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

景観計画の策定事業

生活空間の質的向上を目指す。

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

住民にとって誇りや愛着が生まれるような、良好な景観の維持、形成を目指す。

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

331 -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29～31年度）

景観計画の策定事業

■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 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

事業実施上の問題点と対応策

都市計画マスタープランで定めた「景観形成の方針」に基づき、本町の個性
と魅力を生かした良好な景観形成を進めている。

今後の施設改修、道路改修等に際し、町民にとっての誇りや愛着を生み、
町外来訪者が再び訪れたくなるような景観形成を目指す必要がある。
なお、本町の顔として田園、空港、工場、航空宇宙関連施設に隣接し、航空
館ｂｏｏｎのある神明公園があげられる。大山川緑道の整備を景観ポイント
の１つの完成点として考え、整備を行っていく。

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

大山川緑道の整備を景観ポイントの１つの完成点として考
えており、今年度より着手した。平成３１年度までの完成予
定として、引き続き整備を行っていく。

予算の範囲内で事業を執行した。

緑化復元のため現状維持。

上記に同じ。

緑化復元のため現状維持。

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）

町の顔となる景観ポイント 箇所

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

景観計画の代替として、都市計画マスタープランにおいて
「景観形成の方針」を定めた。

良好な景観を維持・形成することで、住民に
とっての誇りや愛着を生み、また、町外から
の来訪者への印象付けにより、再び訪れたく
なる町となっている。

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

より効果的な執行の検討が必要。

上記に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

331 -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 3

人 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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

９月・３月 ９月・３月 ９月・３月

随時 随時 随時

0 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 前年度実施計画の事業費

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 実施スケジュール

景観啓発・屋外広告物啓発
記事掲載

景観啓発・屋外広告物啓発
記事掲載

屋外広告物撤去作業

景観啓発・屋外広告物啓発
記事掲載

屋外広告物撤去作業屋外広告物撤去作業

事業費計（平成29年度）

平成29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） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

広報紙を通して、国及び県の景観形成セミナー等の開催周知を行う。また、屋外広告物の
適正な指導を行う。

都市計画マスタープラン

景観法

事業目的 主な協働・関
連団体

景観

総合的な景観に配慮したまちづくりの展開

町民及び事業者の景観意識の啓発により、住民一人ひとりの景観向上心を育成し、まちへ
の愛着心と生活空間の質的向上を目指す。

町民、事業者

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

景観意識啓発事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

景観意識を啓発することによって、愛着を持ちいきいきと心豊かに暮らすことのできるまち
づくりを目指す。

-

景観意識を啓発することによって、生活空間の質的向上を目指す。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

331 -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29～31年度）

景観意識啓発事業

■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 2 2 2 2 2

27年度 2 2 2

3 1 1 1 1 1

27年度 3 1 6

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

都市化が進むなかで良好な景観形成には、町民及び事業者の協力が不可
欠である。それぞれが役割を担い、景観の維持に努めるよう、景観啓発に
ついての周知方法について効果的な方法の調査・研究を行う。

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

広報啓発に加え、９月と３月に禁止広告物の撤去を行った。
良好な景観形成には、町民及び事業者の協力が不可欠な
ため、引き続き広報で啓発を行っていく。

屋外広告物関連の事業実施はあったものの、景観啓発につ
いての事業実施はない。

上記に同じ。

屋外広告物関連の事業実施はあったものの、景観啓発につ
いての事業実施はない。

上記に同じ。

屋外広告物関連の事業実施はあったものの、景観啓発につ
いての事業実施はない。

上記に同じ。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

広報とよやま５月、６月、８月、９月号で屋外広告物申請の手続の必要性に
ついて周知を行った。
禁止貼り紙等の除却を９月を行った。

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）

広報掲載 回

禁止広告物撤去作業 回

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

住民が町に誇りと愛着を持って、住み続けたいと思えるよ
う、また、町外からの来訪者が再び訪れたくなるような町を
めざし、町並み等の景観形成の意識啓発を行う必要があ
る。また、年間２回の禁止広告物撤去作業を実施している。

広報啓発活動により景観意識の向上につな
げている。

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

331 -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 3

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 8 土木費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 360 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

13 13 13

107 107 107

120 120 120

時期（月） 時期（月） 時期（月）

通年 通年 通年

9月 9月 9月

随時 随時 随時

9、3月 9、3月 9、3月

115 120 120

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

屋外広告物適正化事業

まちづくり重
点目標

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

屋外広告物の適正化を行うことにより、美しい街並みと安心して暮らすことのできるまちづく
りを目指す。

総合的な景観に配慮したまちづくりの展開

景観形成

豊山町都市計画マスタープランで定められた景観形成の方針に基づき、屋外広告物設置
の指導、許可を行う。また、公道等に設置されたはり紙、はり札等の違法な屋外広告物の
撤去作業を行う。

違反屋外広告物撤去委託料

事業目的
屋外広告物法、愛知県屋外広告物条例に基づく指導を行うことにより、街並み景観の適正
化をめざす。

企業、住民

主な協働・関
連団体

事業概要 愛知県屋外広告物条例

豊山町都市計画マスタープラン

主な関連計
画・法令

屋外広告物法

事業の内訳と
事業費

平成29年度 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） 内訳（具体的な内容）

役務費 役務費 役務費

違反屋外広告物撤去委託料 違反屋外広告物撤去委託料

屋外広告物撤去作業

無許可物件への案内通知送
付

屋外広告物撤去作業

事業実施スケ
ジュール

広報紙へ屋外広告物啓発記
事掲載

広報紙へ屋外広告物啓発記
事掲載

無許可物件への案内通知送
付

屋外広告物設置許可事務屋外広告物設置許可事務

実施スケジュール

事業費計（平成31年度）

屋外広告物撤去作業

無許可物件への案内通知送
付

実施スケジュール

屋外広告物設置許可事務

広報紙へ屋外広告物啓発記
事掲載

実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度）

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 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

331 -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）

屋外広告物適正化事業

■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 120 120 120

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

100 100 100 100 100 100

27年度 100 100 100

2 2 2 2 2 2

27年度 2 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

許可済物件について、全て更新手続きが完了したため。

当初予算内で適切に事業執行できた。

許可済物件については適切に処理されているが、未申請物
件については申請をしてもらうよう指導する必要がある。

上記に同じ。

上記に同じ。

屋外広告物許可手数料

その他財源の名称

備考備考

屋外広告物許可手数料

その他財源の名称

備考

屋外広告物実態調査の結果により、無許可
物件の掘り起しを行い管理をすることによ
り、屋外広告物の適正化を目指す。

平成31年度以
降の展望

新規設置については豊山町開発行為等指導要綱に係る中
～大規模店舗等を中心に、屋外広告物設置について指導を
行ってきた。
平成２３年度に県の緊急雇用補助金により実施した屋外広
告物実態調査の結果に基づき、未申請物件について案内を
通知し、新規申請を受け付けている。
また、許可済の屋外広告物の設置者に対しては、更新許可
の案内を通知した。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

特定財源の増
減理由

屋外広告物許可手数料

その他財源の名称

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）

禁止広告物撤去作業 回

屋外広告物の申請更新率 ％

許可済で更新のタイミングの物件については、更新案内を
送付することにより、確実に更新申請の手続きが完了した。
新規で設置される物件は、早期段階で把握し面積等につい
て適正な指導を行い、申請漏れがないように取り組んだ。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

更新が切れる許可済物件に対し更新案内を送付し、更新申請の手続きを
行った。
また、除却されている広告物に対し除却案内を送付し、申請を促した。
９月が屋外広告物適正化旬間に設定されているので、期間内にはり紙等の
除却を行った。

許可申請を提出している物件と許可申請を提出していない物件があり、公
平性が保たれていない。公平性を保つため、未申請物件に対して順次指導
をしていく。
屋外広告物による事故が生じた場合、当該広告物が表示・設置の許可を受
けているか否かを問わず、国に報告する必要があるため、未申請物件を含
め町内の広告物を把握しておく必要がある。

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

上記に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

332 -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 3

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 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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 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 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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

景観配慮に関する啓発、指
導

景観配慮に関する啓発、指
導

景観配慮に関する啓発、指
導

平成29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） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

道路や公園、公共施設など公共空間の整備や更新をするときには、地区の特性に配慮し
た景観が形成されるよう、豊山町都市計画マスタープラン、豊山町道路景観整備ガイドライ
ン及び愛知県屋外広告物条例に則って、指導、啓発を行う。

豊山町都市計画マスタープラン

愛知県屋外広告物条例

屋外広告物法

事業目的 主な協働・関
連団体

地区の特性を活かした魅力ある景観形成

景観

地区の特性や周辺街並みとの調和に配慮した景観の創出を推進することで、安心して住
みやすいまちづくりをめざす。

町、企業、住民

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

魅力ある景観形成推進事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

魅力ある景観形成を推進することにより、美しい街並みと安心して暮らすことのできるまち
づくりをめざす。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

332 -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29～31年度）

魅力ある景観形成推進事業

■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 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 2 2 2 2 2

27年度 2 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

各地域の既存の景観特性を維持するとともに、新たに進めるべき都市景観
を形成するよう事業を進める。

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

９月と３月に禁止広告物の撤去を行った。
「豊山町開発行為等に関する指導要綱」に基づき、開発相
談・事前協議の際、敷地の３％以上緑化を確保していただく
よう指導を行った。
魅力ある景観形成を推進するため、美しい街並みを維持し
ていくよう啓発活動を行っていく。

禁止広告物の撤去作業を行っているが、全てを撤去できて
おらず、完全に撤去された状態を維持することは難しい。

上記に同じ。

禁止広告物の撤去作業について、年間目標数を達成してい
る。

上記に同じ。

禁止広告物の撤去作業について、年間目標数を達成してい
る。

上記に同じ。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

「豊山町開発行為等に関する指導要綱」により、開発・新築時に緑化に努め
るよう働きかけた。
また、５月、６月、８月、９月広報に屋外広告物のルールを順守するよう記事
を掲載し、９月に禁止貼り紙等の除却を行った。

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）

禁止広告物撤去作業 回

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

豊山町道路景観整備ガイドラインに基づき、町道３号線や４
号線、北部市場周辺の町道815号線、幸田緑道など、主要
な道路の拡幅工事や歩道整備を行い、魅力ある景観形成を
推進してきた。

注目が集まっている空港周辺や北部市場周
辺を中心に、魅力ある景観形成を推進する。

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

341 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 3 安全・安心で住みやすさを実感できるまち

人 非該当 -

産業 非該当 -

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4 環境衛生

施策内容 1 適正なし尿処理の推進

予算体系 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,859 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

25 25 25

928 928 928

953 953 953

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

４月 ４月 ４月

１２月 １２月 １２月

３月 ３月 ３月

953 953 953

国及び県に実績報告

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）

国及び県に実績報告

事業概要

平成29年度 平成30年度

負担金補助及び交付金

県に交付申請

旅費 旅費

前年度実施計画の事業費前年度実施計画の事業費

負担金補助及び交付金

内訳（具体的な内容）

旅費

国に交付申請

実施スケジュール
交付申請、完了検査、補助金
交付

県に交付申請

生活排水処理基本計画

負担金補助及び交付金

合併処理浄化槽設置補助事業

国及び県に実績報告

県に交付申請

申請受付、完了検査、補助金
交付

平成31年度

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

全県域汚水適正処理構想

新規に合併処理浄化槽を住宅に
設置する者

事業目的 環境省、県

主な関連計
画・法令

合併処理浄化槽を普及させ、環境衛生の向上を目指す。

合併浄化槽の設置に対する補助を行い、既存の単独浄化槽からの転換を促進する。

下水道事業計画区域外に新規で合併処理浄化槽を設置する者が対象に補助を行う。

内訳（具体的な内容）

浄化槽法

交付申請、完了検査、補助金
交付

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

国に交付申請国に交付申請

主な協働・関
連団体

浄化槽設置整備事業費補助金

内訳（具体的な内容）

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

事業費計（平成29年度）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

341 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 係 作成者

合併処理浄化槽設置補助事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 300 補助率 300 補助率 300 補助率

県費 180 補助率 1/5以内 180 補助率 1/5以内 180 補助率 1/5以内

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 473 473 473

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

40.10 65.62 67.12 68.20 69.30 71.04

27年度 40.1 41.2 42.1

 
（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

　これまでに下水道の整備率は57.8％になり、下水道を推進しているもの
の、まだ合併浄化槽の設置が必要となる地域も存在する。また、浄化槽の
設置費用も70～100万円程掛るため、補助金による恩恵は大きいことから、
下水道が普及するまでの措置として補助事業を継続する意義はあると考え
る。

　平成29年9月末までに8件、645,000円の交付決定を行っている。内訳とし
ては、5人槽（75,000円）が5件、7人槽（90,000円）が3件となっている。

合併処理浄化槽設置割合 ％

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

　生活排水処理基本計画に基づき、国と県の補助を受け、
補助事業を実施している。28年度は11件交付決定しており、
通算では474件の補助を行うことになる。27年度末で浄化槽
は2906基あり、うち合併処理浄化槽は1,166基になり、合併
処理浄化槽の割合は40.1％となった。

現状値
（下段：時点）

　平成29年度の補助実績としては、5人槽が5件、7人槽が3
件の合計8件で、執行額は　645,000円の補助を行い、国か
ら300,000円の交付金と、県から126,000円の補助金を受け
事業を執行した。
　汚水処理人口普及率は約95％となったが、まだ、全域の
下水道の整備には、十数年掛るため、それまでの措置とし
て補助事業を実施する意義はあると考える。しかし、今後、
町として下水道を推進していくために、当該補助事業の廃止
を検討する必要がある。

目標は達成できなかったものの、合併処理浄化槽の設置割
合は増加している。

下水道が整備されるまでの措置として一定の成果がある。

設置が義務化されている合併処理浄化槽に対する補助事
業の継続を検討する必要がある。

一次評価と同じ

一次評価と同じ

一次評価と同じ

事務事業評価
指標

平成31年度以
降の展望

単位

　全県域汚水適正処理構想の見直しを行っ
ており、この計画では今後10年間で水洗化
率95％以上を目標としてる。水洗化率及び
合併処理浄化槽の設置割合の向上には、今
後も設置補助事業は必要と考える。また、さ
らに単独浄化槽から合併浄化槽への転換が
促進する施策を検討する。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

備考

その他財源の名称

備考

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

備考

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

341 -2 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 3

人 該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 1

予算体系 款 4 衛生費 項 2 清掃費 目 2 し尿処理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 356,726 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

688 137 137

12 12 12

14,801 14,801 14,801

103,774 103,774 103,774

1 1 1

119,276 118,725 118,725

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

１０月 １０月 １０月

113,154 119,276 118,725

広報誌掲載広報誌掲載

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

需用費（修繕費）、委託料（浄化槽汚泥搬送
量）の増、委託料（し尿収集委託料、し尿搬
送委託料、し尿券売捌委託料)の減、

需用費（修繕費）の減による

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

役務費

委託料

償還金、利子及び割引料

事業費計（平成30年度）

負担金補助及び交付金

実施スケジュール

事業費計（平成29年度）

汚泥搬送業務委託契約

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容）

事業実施スケ
ジュール

負担金補助及び交付金

汚泥搬送業務委託契約

住民（浄化槽世帯)

委託料

実施スケジュール

償還金、利子及び割引料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

需用費

汚泥搬送業務委託契約

広報誌掲載

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

浄化槽を適正管理することにより、環境衛生の向上を目指す。

-

浄化槽を適正管理することにより、環境衛生の向上を目指す。

浄化槽維持管理推進事業

事業費計（平成28年度）

適正なし尿処理の推進

浄化槽法

浄化槽の適正維持管理を広報誌に掲載し、啓発を行う。また、し尿及び浄化槽汚泥を収集
しエコパークに搬送する業務の委託を行う。 主な関連計

画・法令

需用費

事業目的

事業概要

環境衛生

委託料

住人に浄化槽の適正な維持管理を啓発することにより、生活環境衛生の向上を目指す。 主な協働・関
連団体

平成31年度

生活排水処理基本計画

平成29年度 平成30年度

役務費 役務費

償還金、利子及び割引料

需用費

内訳（具体的な内容）

負担金補助及び交付金

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

341 -2 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

浄化槽維持管理推進事業

■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 3,000 3,000 3,000

一般財源 116,276 115,725 115,725

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 2 2 2 2 2

26年度 2 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ 一次評価に同じ

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

　浄化槽の維持管理に必要な法定検査、保守点検、清掃に
ついて、浄化槽月間の10月と、11月に開催した環境フェス
ティバルで浄化槽清掃許可業者に参加してもらい啓発を
行った。
　29年度は事業所の大型浄化槽の新設もあり、浄化槽汚泥
の収集量が増加している。30年度も大型浄化槽の新設があ
るため、増加の傾向は続く。
　一方、し尿の汲み取りは年々減少している。し尿の汲み取
り業務を豊衛工業に単価契約で委託しているが、汲取り量
の減少により委託料も減少している。この委託の適切な契
約方法について引き続き検討を行う。

広報紙及び環境フェスティバルにおいて、目標どおり啓発す
ることができた。

一次評価に同じ

浄化槽の適正管理について、啓発することができた。

一次評価に同じ

浄化槽の維持管理の必要性について、10月の広報紙により啓発を行った。
また、11月11日の環境フェスティバルでは、鴨田エコパーク、豊衛工業の協
力のもと、浄化槽の適正管理について啓発活動を実施する予定である。
　また、適切にし尿処理を豊衛工業に委託し、浄化槽清掃業の許可を行
い、安定した生活環境衛生の維持に寄与している。

　適切な浄化槽の維持管理には、法定検査、保守点検、清掃の３つの義務
を定期的に行う必要があり、住民への啓発として、26年度から環境フェス
ティバルに豊衛工業が参加し、浄化槽の適正管理について啓発を行ってい
る。
　浄化槽汚泥及びし尿の運搬を適正に実施し、衛生的な生活環境の保全を
図っている。また、残土溜槽の悪臭に対しては、消臭及び消毒の対策を実
施している。

浄化槽汚泥搬送量は増加傾向にあり、補正により対応し
た。一方し尿処理委託料は、適切な契約方法を検討する必
要がある。

事務事業評価
指標

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

広報掲載、環境フェスティバ
ルでの啓発活動回数

回

特定財源の増
減理由

し尿処理手数料（し尿汲取り券）の減による。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

　下水道の普及により、し尿の汲み取り及び
浄化槽世帯は減少しているが、今後も業務
を継続する必要がある。
　適切にし尿及び浄化槽汚泥を処理する体
制を整備することにより、健全な生活環境の
保全に寄与することができる。

備考

進行管理

指標名

平成31年度以
降の展望

　浄化槽の適正な維持管理（法定検査、保守点検、清掃）の
実施を広報紙と環境フェスティバルで啓発を行ってきた。
　し尿の汲み取り及び浄化槽汚泥の運搬業務を委託し、適
正に処理した。また、町と北名古屋衛生組合が連携し施設
の維持に努め、生活環境の保全に寄与した。

備考 備考

その他財源の名称

し尿処理手数料

その他財源の名称

し尿処理手数料 し尿処理手数料

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

342 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉部 部 住民 課 環境保全 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 3

人 非該当

産業 該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 2

予算体系 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名

総事業費 337 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

5 5 5

92 92 92

10 16 10

10

107 123 107

時期（月） 時期（月） 時期（月）

12月 12月 12月

毎月 毎月 毎月

2月

107 107 123

平成29年度

道路交通騒音測定

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

役務費16千円（レベルレコーダーの定期検
査料の増額。）

地盤沈下観測所の計器の点
検及び測定・地下水位測定

地盤沈下観測所の計器の点
検及び測定・地下水位測定

レベルレコーダー定期検査

事業目的

実施スケジュール

道路交通騒音測定

地盤沈下観測所の計器の点
検及び測定・地下水位測定

役務費△16千円（レベルレコーダーの定期
検査料の減額。）

前年度実施計画の事業費

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）

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

企業は、自らの責任のもとで、環境保全について考え、事業活動に配慮し、環境負荷の低
減に向けた行動を実践すること。

負担金補助及び交付金

騒音、振動、悪臭といった生活型公害の原因者に対する行政指導、町民や事業者に対し
公害防止意識の啓発を行う。関係機関と連携し、道路騒音測定などすることにより、安全・
安心できる町を目指す。

公害対策事業

振動規制法

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29年度）

負担金補助及び交付金

需用費

生活型公害対策の充実

悪臭防止法

騒音・振動・悪臭の原因者に対し指導を行う。道路騒音の定期測定を実施する。 主な関連計
画・法令

旅費 旅費

平成31年度
内訳（具体的な内容）

道路交通騒音測定

県民の生活環境の保全等に関する条例

旅費

負担金補助及び交付金

全町民及び事業者

環境衛生

地下水位測定調査委託金
地盤沈下観測所維持管理委託金

役務費

町民や事業者に対し指導や啓発を行い公害防止意識を高め、生活環境の保全を図る。 主な協働・関
連団体

騒音規制法

事業概要

平成30年度

需用費 需用費

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

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

342 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉部 部 住民 課 環境保全 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）

公害対策事業

■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 107 補助率 123 補助率 107 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

4 16 14 11 9 6

28年度 17 8 10

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

進行管理

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

特定財源の増
減理由

一次評価に同じ

一次評価に同じ

公害の定期測定、適切な苦情処理により、住民の生活環境
の保全に寄与している。

事務事業評価
指標

　9月末での公害苦情の処理件数は3件（悪臭2件,騒音2件）であった。公害
苦情に対し、申し立て内容の調査と確認を行い、迅速に処理を行った。
　地盤沈下観測所については、定期観測と管理を行っている。
　道路騒音については、12月に国道41号及び県道春日井稲沢線の騒音測
定を実施する。

　悪臭苦情が2件あるが、浄化槽が原因となっているため、浄化槽の適切な
維持管理を啓発する必要がある。騒音苦情はガソリンスタンドの掛け声に
対するもので、掛け声は指導の対象とならないが、原因者にお願いをして
対応した。
　　定期観測を行っている道路騒音測定と地盤沈下観測については、特に
異常は認められない。今後も継続して観測を行っていく必要がある。

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

県からの地盤沈下管理委託料の範囲内で、適切に事業を
執行することができた。

指標名

件
生活型公害に関する苦情受
付件数

一次評価に同じ

　29年度の公害受付処理件数は10件あり、その内訳は騒音
が5件、悪臭が5件であった。いずれも迅速に原因を調査し、
原因者に指導又は対策を依頼し解決した。
　また、地盤沈下観測所の管理及び定期観測と、国道41号
及び県道春日井稲沢線の騒音測定を実施した。
　いずれも結果は適正値であったが、今後も継続して地盤
沈下、道路騒音測定を実施する。

公害苦情に迅速に対応することができた。

その他財源の名称

公害への苦情主からの申し立てに対して
は、その都度、原因者に対する行政指導を
今後も実施する。また、環境測定についても
関係機関と連携し、道路騒音測定や地盤沈
下・地下水位測定も継続して行う。

平成31年度以
降の展望

騒音、振動、悪臭の公害については、その都度、原因者に
対する行政指導を実施してきた。環境測定については、関
係機関と連携し、毎年、道路騒音測定を実施するとともに、
地盤沈下観測所の計器の点検及び測定・地下水位測定も
行っている。

備考

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

備考

その他財源の名称

単位
現状値

（下段：時点）

その他財源の名称

備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

342 -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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 2

予算体系 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 682 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

10 336 336

10 336 336

時期（月） 時期（月） 時期（月）

8月 8月 8月

随時 随時 随時

438 10 336

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

公害対策事業（都市計画課事業）

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

航空機騒音を監視することにより、安心で住みやすいまちづくりを目指す。

負担金補助及び交付金

事業目的 主な協働・関
連団体

生活型公害対策の充実

環境衛生

県営名古屋空港から発生する騒音等による被害を防ぎ、町民に安全と安心を提供すること
を目的とする。

町民、国、愛知県

近隣自治体

事業概要 主な関連計
画・法令

県営名古屋空港から発生する航空機騒音を監視する。また、一定の航空機騒音の基準を
超える地域内においては、民家防音工事に係る再更新工事等の補助事業を実施する。

航空機騒音防止法

環境基本法

公害対策基本法

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） 内訳（具体的な内容）
平成29年度 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

負担金支出負担金支出 負担金支出

事業費計（平成31年度）事業費計（平成29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 実施スケジュール

会議会議会議

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 前年度実施計画の事業費

空調機器機能回復工事補助金対象（再更
新）を１世帯２台分のみ計上したため。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

342 -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29～31年度）

公害対策事業（都市計画課事業）

■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 0 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 10 336 336

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

51
70未満

→57dB以下
70未満

→57dB以下
70未満

→57dB以下
70未満

→57dB以下
新基準範囲内

27年度 51 50 50

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

昭和56年度～59年度に国の補助により行った航空機騒音
に係る民家防音工事については、県営空港化後も引き継が
れ、これまで機能回復工事、再更新工事と順調に対策事業
を実施してきた。
また、春日井、小牧及び名古屋市とともに名古屋空港周辺
環境整備連絡協議会を構成し、航空機騒音及びその対策
についての情報交換を行ってきた。

国（国土交通省）が定める航空機騒音に係る
環境基準の測定方法、単位が平成25年度か
ら変更され、県営空港が民家防音対策エリ
ア（コンター）を見直した場合には対応する必
要がある。

航空機騒音測定値
WECPNL

→Lden（dB）

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

空調機器機能回復工事（再更新）の県費補
助が１世帯２台分のみ見込まれるため。

進行管理
平成28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）

住宅騒音防止対策実施意向のある権利所有者の工事はほ
ぼ完了した。

上記に同じ。

これまでの主な成果

県の補助制度を活用し、予算の範囲内で適切に工事を実施
し補助金を交付した。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

４月２８日に名古屋空港周辺環境整備協議会に出席し、情報交換を行っ
た。
県要綱等の改正はなかった。空調機器の更新に対する補助事業の対象世
帯は４戸あり、そのうち今年度において、１戸２台が再更新工事、３戸７台が
再々更新工事の対象となるが、申請の意向がないことを確認している。

航空機騒音測定方法（航空機騒音評価指標：WECPNL値⇒Lden値）の変更により、県営空港の騒音対策区域の
見直し作業が県で予定されている。
空調機器の更新に対する補助事業の対象が４戸あり、機能回復工事は全て完了している。再更新工事は１戸２
台、再々更新工事は、３戸７台が未実施となっており、申請があれば事業を実施しなければならない。また、平成３
０年度に１戸３台、平成３８年度に１戸１台が再々更新工事の対象となる。再々更新工事は自己負担額が４割と高
額なため、対象者が利用しやすい制度となるよう県に要望する必要がある。対象件数が少なく事業が数年に１度
しかないため、事務の承継が困難である。関係書類、マニュアル等を適切に引き継ぐ必要がある。

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

県、空港周辺３市１町で協議会を設けるなど情報交換等に
努めている。
豊山町の住宅騒音防止対策事業は、４世帯１３台の空調機
器が対象である。再更新工事は、平成２８年度に１世帯１台
を実施したことにより、残るは１世帯２台のみ。再々更新工
事は、３世帯７台がすでに対象となっている。これらについて
は、既に制度周知及び意向確認を行い、実施しないとの回
答を得ているが、申出があれば実施する必要がある。再々
更新工事の制度周知を行っていない世帯が1世帯３台（３０
年度に対象となる）あるため、次年度中に意向確認を行う必
要がある。

住宅騒音防止対策実施意向のある権利所有者の工事はほ
ぼ完了した。

上記に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

343 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 3

予算体系 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名

総事業費 2,592 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

864 864 864

864 864 864

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月・６月 ４月・６月 ４月・６月

864 864 864

平成29年度

防疫用薬剤購入・配布

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業概要

平成30年度
内訳（具体的な内容）

平成31年度

需用費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

防疫用薬剤購入・配布

環境衛生

ハエ・蚊などの衛生害虫の感染症発生を防止する。 主な協働・関
連団体

需用費

事業目的

衛生害虫対策の推進

ハエ・蚊などの衛生害虫の感染症発生を防止するため、蚊の発生時期２回（春・夏）に分
け、希望地区に防疫用薬剤を配布する。 主な関連計

画・法令

需用費

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

水路から発生するハエ・蚊などの衛生害虫発生を防ぎ、環境衛生の向上を図る。

防疫用薬剤配布事業

住民

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 前年度実施計画の事業費

事業費計（平成30年度）

防疫用薬剤購入・配布

実施スケジュール

事業費計（平成31年度）

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

343 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

防疫用薬剤配布事業

■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 864 864 864

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 2 2 2 2 2

28年度 2 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

単位

備考

その他財源の名称

備考

事務事業評価
指標

現状値
（下段：時点）

配布回数 回

指標名

毎年、希望地区に対しハエ・蚊などの衛生害虫の感染症発
生を防止するため、蚊の発生時期２回（春・夏）に分け、希望
地区に防疫用薬剤を配布し、町民各自で散布を依頼してい
る。

その他財源の名称

備考

進行管理
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

毎年、同時期に町内全域で薬剤を配布することで、一定の
効果が得られている。

一次評価に同じ

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

　下水道の整備により、生活排水の水路へ
の排水が減少し、衛生害虫の発生も徐々に
減少するものと推測される。しかし、豊山町
の地勢、薬剤の一斉散布による効果、住民
からの要望を勘案し、今後も防疫用薬剤の
配布を継続する。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

当初予算内で適切に事業を執行することができる。

一次評価に同じ

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

4月と6月に防疫用薬剤を購入し、地区に配布した。散布は
のタイミングは、4月の春の一斉清掃実施後と、夏前の6月
に町民各自で一斉に散布することで、衛生害虫の発生の抑
制を図った。
　下水道の整備が進めば、生活排水路への排水が減少し、
結果、衛生害虫の発生も減少するものと考えるが、29年度
は害虫に関する苦情が10件あり、まだ事業を継続する必要
があると考える。

年2回に薬剤を散布し、害虫の発生を防ぐことができた。

一次評価に同じ

　4月と6月に防疫用薬剤を地区に配布し、蚊・ユスリカの発生を予防した。
町内一斉に水路に散布することにより、効率的な衛生害虫の発生の防止を
図った。

　下水道の整備が進めば、生活排水路への排水が減少し、結果、衛生害虫
の発生も減少するものと考えるが、29年度は害虫に関する苦情が10件あ
り、まだ事業を継続する必要があると考える。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

343 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 3

人 該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 3

予算体系 款 4 衛生費 項 2 清掃費 目 1 塵芥処理費

補助等関係 補助金名

総事業費 14,079 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

141 141 141

4,552 4,552 4,552

4,693 4,693 4,693

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

3月 3月 3月

4～3月

4,523 4,693 4,693

次年度の春の清掃概要説明

内訳（具体的な内容）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

各地区の汚泥集積場所希望
調査、清掃用具貸し出し、清
掃の実施、汚泥収集、消毒業
務委託

次年度の春の清掃概要説明

実施スケジュール

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

委託料

事業の内訳と
事業費

委託料（汚泥処理委託料）の増

各地区の汚泥集積場所希望
調査、清掃用具貸し出し、清
掃の実施、汚泥収集、消毒業
務委託

事業費計（平成29年度）

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

住民一人ひとりが、身近な生活環境に関心を持つこと。

-

実施スケジュール

生活排水路清掃消毒事業

全地区

事業概要

４月を春の清掃月間と位置づけ、ハエ・蚊などの衛生害虫の防除や排水の滞留による悪臭
の防止などを目的とする。

衛生害虫対策の推進

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

環境衛生

身近な水を清掃することにより、ハエ・蚊などの衛生害虫の防除や排水の滞留による悪臭
の防止し、環境衛生の向上を図る。 主な協働・関

連団体

地区委員事業目的

主な関連計
画・法令

需用費 需用費 需用費

内訳（具体的な内容）
平成30年度 平成31年度平成29年度

各家庭の身近な道路側溝や排水路の清掃消毒を各地区を通じて住民に依頼する。また清
掃により排出された汚泥の収集、運搬、処分を委託により実施する。地区において清掃に
必要な器具（スコップ、万能、一輪車、蓋上げ器）の貸し出しを行う。

事業費計（平成31年度）

委託料

各地区の汚泥集積場所希望
調査、清掃用具貸し出し、清
掃の実施、汚泥収集、消毒業
務委託

事業費計（平成30年度）

次年度の春の清掃概要説明

委託料

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

343 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

生活排水路清掃消毒事業

■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 4,693 4,693 4,693

■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 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ 一次評価に同じ

平成31年度以
降の展望

　各家庭の身近な道路側溝や排水路の清掃を各地区を通じ
て住民に依頼している。地区において清掃に必要な器具（ス
コップ、まんのう、一輪車、蓋上げ器）の貸し出しを行い、毎
年円滑に事業が行われている。
　また、生活排水路を清掃したときに排出された汚泥を一斉
清掃の翌日に収集し、年度末に産業廃棄物として処分す
る。収集してから処分までに期間があるため、残土溜槽の
悪臭防止として、消毒業務を委託する。

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

　4月16日（日）に町内の執行清掃を実施した。地区に対し、
清掃に必要な器材の貸し出しを行った。また、清掃後の汚
泥は17日（月）に収集し、残土溜槽にためた汚泥の処分を適
切に行うことができた。
　下水道の整備が完了するまでの間は、春の清掃を行う意
義はあるものの、側溝の蓋で足の指を挟み怪我をした方も
みえたため、実施の方法について今後検討する必要があ
る。

4月16日に春の清掃を実施することができた。

一次評価に同じ

特定財源の増
減理由

当初予算内で適切に執行することができた。

町民に身近な道路や側溝などを綺麗にする意識付けになっ
ている。

一次評価に同じ

これまでの主な成果

回

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

高齢化等により参加する人数が減少してい
るものの、身近な側溝を住民が清掃するこの
事業は、住民が生活排水を考えるきっかけ
になる重要な事業と考える。下水道が一定
の整備がされた時期に、一斉清掃の手法の
検討を行うため、今後もこの事業を継続して
いく。

事業実施上の問題点と対応策

　春の清掃に参加する住民の高齢化により減少している。また、宅地化の
進行により、住民が清掃できない個所が出てきた。結果、行政に側溝の清
掃を依頼する件数が増加している。

　29年度は4月16日に『春の清掃』を実施した。地区に対し、側溝の清掃に
必要な器材を貸し出し、円滑に『春の清掃』を実施することができた。
　側溝から掻きだされた汚泥は、17日（月）に収集し、残土溜槽に運搬を完
了した。残土溜槽に溜めた汚泥は年度末に処分を委託する。
　また、残土溜槽の消毒を豊衛工業に委託した。

指標名
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

その他財源の名称

備考

その他財源の名称 その他財源の名称

備考備考

事務事業評価
指標

単位

実施回数



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

344 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 3

人 該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 4

予算体系 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,872 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象 犬の飼い主

事業期間 開始年度 29 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 事業費

152 152 152

71 71 71

145 145 145

256 256 256

624 624 624

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月・5月 4月・5月 4月・5月

随時 随時 随時

358 624 624

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

集合注射実施

賃借料

実施スケジュール

前年度実施計画の事業費

犬の登録・狂犬病予防注射
済票の交付

犬の登録・狂犬病予防注射
済票の交付

実施スケジュール

集合注射実施

犬の登録・狂犬病予防注射
済票の交付

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

前年度実施計画の事業費

需用費

内訳（具体的な内容）

委託料

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

飼い主としての責任やマナーを向上させる。

-

犬の登録や狂犬病予防注射を実施することにより、安全・安心できる町を目指す。

狂犬病予防事業

事業費計（平成29年度）

賃借料

集合注射実施

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

事業目的

事業概要

賃借料

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

通信運搬費（郵送料改定による）10千円の
増。賃借料256千円（犬登録管理システム賃
借料）の増。

愛知県獣医師会及び愛知北開業獣医連絡協議会

平成31年度

犬・猫類対策

役場の駐車場にて狂犬病の予防注射を行う。また、犬の登録業務を行う。 主な関連計
画・法令

豊山町狂犬病予防施行規則

狂犬病予防法

平成29年度 平成30年度

環境衛生

委託料

関係機関と連携し、犬の登録や狂犬病予防注射接種を促進する。 主な協働・関
連団体

開業獣医（預託獣医6件含む）

役務費役務費 役務費

委託料

需用費 需用費

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

344 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

狂犬病予防事業

■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 624 624 624

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

71.3 78 81 84 87 90

27年度 71.3 66.0 69.0

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

予算内で適切に事業を執行することができた。

一次評価に同じ

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年度末の登録頭数は1,028頭（H28末1.037頭）、狂
犬病予防注射実施頭数は709頭（H28末683頭）であった。役
場での狂犬病予防注射の交付数は407頭（H28は383頭）で
あった。
　役場が実施する集合注射は、町内6会場で行い、184頭の
注射を実施した。利用者の利便性を考慮し、接種率向上を
図っている。

目標には到達しなかったものの、注射接種率は向上した。

集合注射での接種数が減少している。

集合注射の案内ハガキを送付し、また、広報で周知を行っ
た。

一次評価に同じ

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

　狂犬病予防法に基づき、事業は継続され
る。
　町で実施している集合注射の接種数は200
件程度で約3割の利用がある。近隣自治体
には会場トラブル防止のため実施しなくなっ
たところも出ているが、本町においては、町
内に獣医師がいないこと、一定の需要があ
ることから、集合注射は今後も継続する。

平成31年度以
降の展望

　狂犬病予防注射接種については、毎年登録犬の所有者に
対し予防接種を実施するようハガキで通知、同時に町の集
合注射の日程も案内している。また、町民の利用が多い近
隣の獣医師に登録事務等を代行して実施し、町民の利便を
図り、狂犬病の感染を防いでいる。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

特定財源の増
減理由

犬の登録手数料の増（120千円→300千円）

狂犬病予防手数料等

進行管理

備考

　9月末までに犬の登録は34件102,000円、狂犬病予防注射済票の交付は
672件369,600円となっている。
　狂犬病予防集合注射は、4/12～14、5/10に実施し、1頭の登録、185件の
注射を実施した。町民の利用が多い愛知北獣医師会に登録と鑑札の交付
事務を委託し、町民の利便を図りつつ、狂犬病の感染予防を推進している。
　犬の登録管理システムを更新し、9月1日から運用開始している。

　狂犬病予防注射の接種率向上と住民の利便性を考慮し、集合注射の日
程、会場を選定してきた。また、獣医師での予防注射の接種者が全体の7
割を占めるため、獣医師と協力し、予防接種率の向上に努めている。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

狂犬病予防手数料等

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

狂犬病接種率

単位
現状値

（下段：時点）

備考

％

狂犬病予防手数料等

その他財源の名称

事務事業評価
指標

指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

344 -2 C 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 3

人 非該当

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 4

予算体系 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月・5月 4月・5月 4月・5月

9月 9月 9月

随時 随時 随時

0 0

事業概要

平成30年度

前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

平成31年度

事業の内訳と
事業費

犬・猫類対策

犬･猫等を所有している町民に対して、広報を通じてマナー向上を呼びかける。また、希望
者に迷惑防止看板の配布を行う。 主な関連計

画・法令

動物の愛護及び管理に関する条例

迷惑防止看板の配布

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

安全・安心ですみやすさを実感できるまち

-

-

-

犬猫の飼い主

事業目的

環境衛生

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

事業費計（平成29年度）

動物愛護週間

迷惑防止看板の配布

集合注射実施

犬猫飼養啓発、迷惑防止看板の配布事業

迷惑防止看板の配布

犬・猫をはじめ動物の適正な飼育に向けた啓発を行うとともに、犬のフン害や猫による迷惑
防止を図る。 主な協働・関

連団体

内訳（具体的な内容）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

集合注射実施

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

動物愛護週間動物愛護週間

集合注射実施

内訳（具体的な内容）

動物の愛護及び管理に関する法律

平成29年度

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）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

344 -2 C 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

犬猫飼養啓発、迷惑防止看板の配布事業

■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

8 8 8 8 8 8

27年度 8 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

指標名

広報掲載、集合注射での啓
発回数

回

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

飼い主のモラル向上を図るため、啓発活動
を継続する必要がある。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

事務事業評価
指標

 犬の飼い主のマナー向上を図るため、狂犬病予防集合注射時と窓口で啓
発品を配布している。また、広報紙に狂犬病予防の啓発記事を掲載し啓発
を行った（4回）。9月末までに6件のフン害防止看板の交付申請があり、看
板の交付を行った。

　9月末までにフン害に係る苦情が４件あり、今後も飼い主のマナー向上を
図るため、今後も事業を継続する必要がある。ただし、無秩序な看板の交
付は、街の景観を損ねる恐れがあるため、交付には条件を付している。

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

単位
現状値

（下段：時点）

備考

その他財源の名称

備考備考

その他財源の名称

進行管理

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成31年度以
降の展望

犬所有者へのマナー啓発については、広報紙による啓発を
行い、フン害の希望者に対しフン害防止看板を配布してき
た。

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

　飼い主のマナー向上のため、広報紙へ啓発記事を掲載
し、狂犬病集合注射時と窓口で啓発品を配布した。また、フ
ンをされる土地の管理者に害防止看板を交付した。
　今後は動物保護管理センターが行う犬の飼い方教室など
を開催し飼い主のマナー向上を目指す。

予算内で適切に事業を執行することができた。

一次評価に同じ

広報での啓発、集合注射での飼い主のマナー向上について
啓発を行った。

一次評価に同じ

フン害の多い土地の管理者に対し、フン害防止の看板を交
付しマナー向上を図った。

一次評価に同じ



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

345 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 5

予算体系 款 4 衛生費 項 2 清掃費 目 1 塵芥処理費

補助等関係 補助金名

総事業費 717 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

239 239 239

239 239 239

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月 5月

11月 11月 11月

239 239 239

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

前年度実施計画の事業費

事業概要

平成30年度

委託料

平成29年度

実施スケジュール

秋の共同キャンペーン実施
もしくは、夜間パトロール

前年度実施計画の事業費

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）

内訳（具体的な内容）

委託料

事業目的

不法投棄防止の環境整備

不法投棄の啓発及び不法投棄された廃棄物の処理をおこなう。また、名古屋市と隣接する
市町村と共同で不法投棄防止キャンペーンを実施する。 主な関連計

画・法令

委託料

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

春の共同キャンペーン実施
もしくは、夜間パトロール

前年度実施計画の事業費

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

不法投棄多発場所に警告看板を設置するとともに、近隣市町村との共同キャンペーンの実
施や警察との連携による監視・連絡体制を強化することにより、安全安心な町づくりをす
る。

不法投棄防止事業

環境衛生

平成31年度

全町民
町民、事業者、行政のそれぞれが環境に対する意識を高め、ごみの不法投棄のない地球
にも人にもやさしい美しいまちを目指す。 主な協働・関

連団体

事業費計（平成29年度）

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

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

秋の共同キャンペーン実施
もしくは、夜間パトロール

秋の共同キャンペーン実施
もしくは、夜間パトロール

春の共同キャンペーン実施
もしくは、夜間パトロール

春の共同キャンペーン実施
もしくは、夜間パトロール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

345 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

不法投棄防止事業

■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 239 239 239

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 2 2 2 2 2

27年度 2 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

現状値
（下段：時点）

指標名

回

事務事業評価
指標

特定財源の増
減理由

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

備考

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

　9月末までの不法投棄の件数は5件あった。家電リサイクル対象品目とし
ては、テレビ3台、洗濯機の不法投棄が件あった。
　不法投棄対策として、5月30日（ごみゼロの日）の週に夜間の不法投棄パ
トロールを実施した。また、7月19日には、名古屋市隣接市町村不法投棄連
絡会議に参加し、情報交換を行った。

　不法投棄は迅速に処理することが重要となり、地道な啓発活動と不法投
棄をされない街づくりが重要な対策となるため、周辺自治体と連携し、不法
投棄防止の環境整備を行う。

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

備考

進行管理

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成31年度以
降の展望

　市街化調整区域（神明、高添、松張、中道）
及び北部市場周辺は、住民の目の届かない
不法投棄多発地区である。今後も、不法投
棄をされない環境整備を行い、適正処理の
啓発活動を継続する。

　不法投棄物の早期発見、調査、早期撤去を行うことによ
り、不法投棄の再発防止を図る。
　5月30日のごみゼロの日に、不法投棄防止パトロールを夜
間に実施した。　また、1名古屋市隣接市町村不法投棄防止
連絡協議会に参加し情報交換を行い、11月12日には共同で
キャンペーンを行い、不法投棄防止の啓発を行う。

単位

不法投棄防止の啓発活動回
数

予算の範囲内で適切に実施した。

一次評価に同じ

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

　名古屋市が主催する名古屋市隣接市町村不法投棄連絡
会議に参加し、情報交換を行った。
　また、不法投棄防止夜間パトロールを5月30日に実施し、
12月2日（土）には、名古屋市隣接市町村不法投棄連絡会
議の共同キャンペーンに参加し、名古屋駅で不法投棄防止
の啓発活動を行った。
　不法投棄された物の処理としては、テレビを5台、冷蔵庫を
2台の処理を行った。
　今後も周辺自治体、警察及び住民と連携し、不法投棄防
止の情報交換、啓発活動を行い、不法投棄をされない地域
づくりを行っていく。

夜間パトロールと名古屋市隣接市町村不法投棄連絡会議
の共同キャンペーンに参加し不法投棄防止を啓発した。

目標回数のキャンペーンを実施した。

周辺自治体と情報交換、パトロール灯を実施し、不法投棄
防止を図った。

一次評価に同じ



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

345 -2 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 5

予算体系 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名

総事業費 1,350 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

450 450 450

450 450 450

時期（月） 時期（月） 時期（月）

週1回 週1回 週1回

450 450 450

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

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）

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

不法投棄（ごみ）の多い大山川両岸及び名古屋空港周辺道路の散乱ごみに対し、毎週1回
除去作業を行い、清潔で住みやすい町づくりをする。

空港周辺清掃事業

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

前年度実施計画の事業費

事業目的

委託料

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

内訳（具体的な内容）

環境衛生

不法投棄の多い大山川両岸及び名古屋空港周辺道路の散乱ごみに対し、毎週1回除去作
業を行い、生活環境の向上を図る。 主な協働・関

連団体

不法投棄防止の環境整備

大山川両岸及び名古屋空港周辺道路の散乱ごみに対し、毎週1回除去作業を行う。

平成31年度

全町内

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

委託料

主な関連計
画・法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

委託料

清掃作業

実施スケジュール

清掃作業清掃作業

事業概要

平成29年度 平成30年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

345 -2 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

空港周辺清掃事業

■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 450 450 450

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

5,071 4,940 4,930 4,920 4,910 4,900

27年度 5,071 5074 5101

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

　不法投棄の多い空港周辺地区（中道及び神明）の清掃作
業を毎週実施することにより、生活な生活環境の保全に寄
与している。
　不法投棄物を早期に発見、撤去することにより、不法投棄
の再発防止を図っている。
　特に大山川の堤防道路は、豊山町と小牧市を結ぶ幹線道
路となっていることから、今後も事業を継続する必要がある
と考える。

目標は達成できていないものの、毎週清掃を実施すること
により、健全で衛生的な生活環境の保全に寄与している。

一次評価に同じ

早期発見、早期撤去により、不法投棄されにくい環境整備を
行っている。

一次評価に同じ

当初予算の範囲内で適切に事業を執行した。

一次評価に同じ

神明地区内及び中道地区は、不法投棄多発
地区であり、特に神明地区は豊山町と小牧
市を結ぶ重要な幹線となっているため、今後
もこの地区の散乱ごみを速やかに撤去し、清
潔な町のイメージを確保する。

平成31年度以
降の展望

  不法投棄物の早期撤去は不法投棄対策として有効であ
り、神明地区内及び中道地区の毎週１回の清掃作業をシル
バー人材センターに委託した。27年度実績で、可燃ごみ袋
で154袋、不燃ごみ袋で119袋のごみを回収し,清潔な生活環
境の保全に寄与している。

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

 空港周辺地区（神明地区及び中道地区）の清掃業務をシルバー人材セン
ターに委託し、清潔な生活環境の保全に寄与している。
　これまでに可燃ごみ袋で61袋、不燃ごみ袋で62袋のごみを回収している。

不法投棄物の早期撤去は、不法投棄対策として有効な手段の一つとなって
いる。　特に大山川の堤防道路は、本町と小牧市を結ぶ主要幹線となって
いるため、堤防道路を清潔に保つことで、清潔な町のイメージも守られてい
る。今後も事業を継続し、不法投棄防止対策を行う必要がある。

備考備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

備考

その他財源の名称 その他財源の名称

事務事業評価
指標

単位
現状値

（下段：時点）
指標名

本町から発生する廃棄物量 ｔ/年

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

351 -1 Ａ 維持

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 該当

産業

生活空間

基本計画 基本施策 5

施策内容 1

予算体系 款 9 消防費 項 1 消防費 目 4 災害対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 3,462 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

225 929 929

929 225 225

1,154 1,154 1,154

時期（月） 時期（月） 時期（月）

６月 ６月 ６月

随時 随時 随時

929 1,154 1,154
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 前年度実施計画の事業費

防災士の会に係る消耗品及び食糧費増加
のため。

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 実施スケジュール

交付金交付 交付金交付 交付金交付

自主防災会支援 自主防災会支援 自主防災会支援

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（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 負担金補助及び交付金

平成29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） 内訳（具体的な内容）

需要費 需用費 需用費

事業概要
災害時、自主防災組織が自主的に活動できるよう、補助金の交付や防災訓練のサポート
を行う。また、自主防災組織の中核を担う人材を育成するため、防災リーダーの育成に取
り組む。

主な関連計
画・法令

災害対策基本法

豊山町地域防災計画

豊山町自主防災組織設置推進要綱

豊山町自主防災組織活動費交付金交付要綱

消防・防災

防災意識の高揚

事業目的 自主防災組織の育成及び活動を支援する。

全町民

主な協働・関
連団体

自主防災会

防災士の会

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

自主防災組織育成事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

まちづくり重
点目標

自主防災会の防災訓練などの活動を通じ、地域の中の触れ合いや交流が活発になるとと
もに、お互いの顔を知ることにより安心感が得られる町を目指す。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

351 -1 Ａ 維持

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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）

自主防災組織育成事業

■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 1,154 1,154 1,154

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

平成29年度 100 100 100

499 390 400 410 420 500

平成29年度 399 441 499

10.0 7.0 10.0 13.0 16.0 19.0

平成29年度 7 9 11

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

補助金を活用し必要案資機材を備え、防災活動を実施てい
る。

上記のとおり

事業実施上の問題点と対応策

３小学校区、６地区の自主防災会に対する活動費を交付した。６月に３小
学校区自主防災会が自主防災訓練を開催し、また、１地区で初期消火訓
練を開催し、合計499人が参加した。
豊山小学校区及び新栄小学校区自主防災会から防災士資格受験者の推
薦を受け防災士育成補助金を交付した。
防災チャレンジキャンプでは、豊山町防災士の会のメンバーが運営の補助
を行った。

防災士育成補助金の対象者を探すのが難しいため、早めに次年度の対象
者を探しておく必要がある。

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

3小学校区、6地区の各自主防災会に対する活動費を交付
した。各小学校区・地区自主防災会主催の防災訓練が実施
され、計499名が参加した。
防災士育成補助金制度を活用し、3小学校区から2名が防
災士の資格を取得し、平成25年から合計で11名が取得し
た。
防災士資格取得者で作る「豊山町防災士の会」により、防
災チャレンジキャンプ、とよやまＤＥないとや総合防災訓練
等で防災士間の交流や訓練への補助等を行った。今後も
防災士の資格取得者を増やし、災害時の自助や共助の取
り組みを強化していく必要がある。
町内の災害時の共助に役立てるため、各組織の活動の支
援を継続する必要がある。

自主防災訓練の参加人数は1小学校区が防災チャレンジ
キャンプと合同開催のため、減少したが勉強会を兼ねた訓
練を実施したため、目標値は達成した。防災士の補助金が
2名しか活用されなかった。

上記のとおり

防災士育成補助金の活用で2名が防災士の資格を取得、
防災士の会に参加し啓発活動を行った。また、各自主防災
会で訓練を開催することができた。

上記のとおり

人

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）

自主防災組織組織率 ％

自主防災訓練参加者数 人

累積防災士資格取得人数

特定財源の
増減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

各自主防災会において防災訓練を実施した。
また、平成２５年度から防災士育成補助金制度を開始し、
平成２７年度までに延べ７名が防災士の資格を取得した。
平成２８年度は２名が受講した。

平成31年度
以降の展望

各自主防災会において継続的に防災訓練を
実施した結果、地震等の災害時の際、自主
的に活動できる体制が整っている。

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

351 -2 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 1

予算体系 款 9 消防費 項 1 消防費 目 4 災害対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 11,146 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

168 168 168

15 14 14

36 36 36

1,840 1,840 1,840

14 14 14

3,000 643 643

643

5,716 2,715 2,715

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

８月 ８月 ８月

９月 ９月 ９月

９月 ９月 ９月

１月 １月 １月

2,730 5,716 2,715

-

報償費

需用費

役務費

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

防災意識の啓発事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

まちづくり重
点目標

防災訓練などから防災に関する知識を深め、防災意識を高めることにより安心感が得られ
るまちを目指す。

-

役務費

共済費

報酬

報償費

需用費

役務費

報償費

消防・防災

防災意識の高揚

需用費

主な関連計
画・法令

災害対策基本法

豊山町地域防災計画

事業目的 総合防災訓練や出前講座などを通じて、町民に対して防災意識の啓発を図る。

全町民

主な協働・関
連団体

自主防災会

防災関係機関

豊山町防災会議

関係団体等打合せ

豊山町総合防災訓練

備蓄食糧購入契約

備蓄食糧納入

事業概要
総合防災訓練を実施し、訓練に参加した町民や参加団体に対し賞味期限前の備蓄食糧を
啓発品として配布する。賞味期限更新により新たな備蓄食糧を追加する。防災に対する町
民意識を啓発するため、各種団体に出前講座の要請を促す。

使用料及び賃借料

共済費

報酬

備蓄食糧購入契約

備蓄食糧納入

平成29年度 平成30年度 平成31年度

豊山町防災会議

関係団体等打合せ

豊山町総合防災訓練

備蓄食糧購入契約

備蓄食糧納入

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） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

共済費

報酬

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 実施スケジュール

豊山町防災会議

関係団体等打合せ

豊山町総合防災訓練

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 前年度実施計画の事業費

人口増加により共済費増加。地域防災計画
修正に係る委託費の増加

地域防災計画修正の完了に伴う減額

委託費 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

351 -2 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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）

防災意識の啓発事業

■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 5,716 2,715 2,715

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

640.0 400.0 410.0 420.0 430.0 440.0

平成29年度 399 534 689

100 80 90 100

平成29年度 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

防災意識の啓発を図るため、毎年、総合防災訓練を実施し
ている。防災関係機関及び地域住民の参加協力を得て、迅
速かつ的確な災害応急対策活動が実施できる体制の確立
を図っている。平成28年度は、より町民が参加しやすいよ
う、展示訓練と参加型訓練に分け、防災士の会による避難
所運営ゲームの実施など総合防災訓練の内容を一部見直
した。

平成31年度以
降の展望

大規模災害に備える防災意識が地域住民の
中で高まり、平素から準備がされている。

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）

総合防災訓練参加人数 人

防災チャレンジキャンプ 人

防災会議を2回（7月13日、2月2日）開催し、総合防災訓練と
大幅改修した地域防災計画の改正について諮りその結果に
基づき、総合防災訓練の実施及び計画の改正を行った。
第38回豊山町総合防災訓練を開催し、32団体、689名が参
加した。即応体制の確立を目指すとともに防災意識の高揚
を図った。新たな項目として、民生委員を活用した、避難行
動要支援者安否確認活動、避難誘導活動、また、防災士を
活用した避難所開設活動等を行った。
災害用備蓄食糧を更新し、期限が一年以下となったものを
啓発品として訓練で参加者に配布した。
より実践的な訓練実施に資するため、新たなプログラムの
追加や訓練内容を参加型に変更する等の見直しを随時行う
必要がある。
本町初の試みとなる防災チャレンジキャンプを行うことで、
自主防災会及び町民に実際の避難所生活のイメージ化、防
災意識の高揚を図ることができた。

総合防災訓練参加者人数は目標の人数を超えて達成でき
た。また、防災チャレンジキャンプに100名参加させることが
できた。

上記のとおり

総合防災訓練は、新しいプログラムを導入し、内容の充実
化を図った。新たに実施した防災チャレンジキャンプで、町
民の防災意識を高揚させることができた。

上記のとおり

総合防災訓練での経験することで、緊急時の円滑な対応力
が養える。そうした機会を定期的に与えている。

上記のとおり

事業実施上の問題点と対応策

防災会議に本年度の防災訓練実施内容を諮り、その結果に基づき総合防
災訓練を実施した。また、本年から防災チャレンジキャンプを実施し、自主
防災会、防災士の会とともに、避難所の一泊体験を行い、防災意識の啓発
を行った。

近年複雑・多様・激甚化する各種の災害や南海トラフ地震などの大規模災
害に備え、より実践的な防災訓練に資するため、訓練内容の精査を随時行
い住民等の災害対応力を高めていく必要がある。

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

352 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 9 消防費 項 1 消防費 目 4 災害対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 128,655 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2,314 188 188

2,993 5,962 1,642

708 708 708

8,111 1,341 100,000

1,110 1,341

1,341

16,577 8,199 103,879

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月

１０月 １０月

１０月 ３月 ３月

３月 随時 随時

随時

3,870 16,577 8,199

４月
保守委託契約、県防災無線
協議会上期負担金支払

防災行政無線設備の更新を行うため増額。

防災行政無線保守点検

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 前年度実施計画の事業費

避難施設看板設置工事、防災無線関係修
繕、防災行政無線の更新に係る基本構想業
務の委託、避難所用資機材購入のため増
額。

避難施設看板設置工事、防災無線関係修
繕、避難所用資機材購入が完了するため減
額

防災行政無線・防災メール運
用

防災行政無線・防災メール運
用

防災行政無線・防災メール運
用

県防災無線協議会下期負担
金支払

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 実施スケジュール
保守委託契約、県防災無線
協議会上期負担金支払

保守委託契約、県防災無線
協議会上期負担金支払

防災行政無線保守点検 防災行政無線保守点検

県防災無線協議会下期負担
金支払

県防災無線協議会下期負担
金支払

負担金補助及び交付金

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

工事費 工事費

備品購入費

負担金補助及び交付金

負担金補助及び交付金

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） 内訳（具体的な内容）

需用費 需用費

委託料

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

事業概要
防災行政無線などの設備や防災メールシステム、Ｊ－ＡＬＥＲＴやＥｍ - Ｎｅｔ、高度情報通
信ネットワークなど国・県の設備やシステムの適切な維持管理や機器の操作訓練を行い、
災害に備える。

主な関連計
画・法令

災害対策基本法

豊山町地域防災計画

豊山町国民保護計画

事業目的 非常時に備え、防災設備の維持管理を適切に行う。

全町民

主な協働・関
連団体

消防・防災

防災・救急等の施設・設備の整備

需用費

委託料 委託料

平成29年度 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29～31年度）

防災設備管理事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

まちづくり重
点目標

-

-

防災設備を充実させることにより、災害時の情報伝達が円滑になる。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

352 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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）

防災設備管理事業

■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 3,072 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 3,976

一般財源 9,529 8,199 103,879

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

災害時に適正に機器が作動するよう管理するための必要な
費用を執行した。

上記のとおり

事業実施上の問題点と対応策

防災行政無線（同報系、移動系）の保守点検を行った。７月及び１１月にＪア
ラートの緊急地震速報訓練に参加し、町内・庁舎内に放送を行い、システム
が正しく動作することを確認した。
国の方針であるアナログ式の電波が平成34年には使用できなくなることに
伴い、本町の無線設備のデジタル化を進めるため、基本構想を作成してい
る。

防災行政無線は、防災室のシステムにより適切に管理する必要がある。Ｊ
アラート動作確認は、国が行う訓練放送に参加し、正しく動作することを常
に確認する必要がある。
平成３０年度にJアラートシステムの機器を更新する必要がある。

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

防災行政無線（同報系）、移動系無線等の町の防災設備維持管
理、Ｅｍ－Ｎｅｔなど国の国民保護情報システムや、県の高度情報通
信ネットワークなど、非常時の設備やシステムの適切な維持管理や
機器の操作訓練を行った。
11月と3月にＪアラートの全国一斉訓練に参加、、7月と11月に緊急
速報訓練には参加し、町内・庁舎内へ自動放送システムが正しく動
作することを確認した。
今後、非常時に同報系防災行政無線等の機器が正しく動作するこ
とを確認するために、国や県の行う訓練に引き続き参加する。
防災メールの情報をエリアメールでも配信できるように連携を行っ
た。また、防災メールの名称を豊山町安心・安全メールに変更し、
配信内容として啓発項目を追加した。
防災行政無線については、デジタル化による設備更新計画の基本
構想を行い、基本計画を策定した。

Ｅｍ－Ｎｅｔ、高度情報通信ネットワーク、Ｊアラートの国・県を
通じた訓練を実施。

上記のとおり

訓練では不具合なく、正常に機器が作動した。

上記のとおり

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）

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

防災メールを使用し、災害発生時等に職員や町民に向けた
メールの配信を行った。また、防災行政無線の保守点検を
実施し、随時運用が出来るように設備の運用に努めた。防
災行政無線（固定系、移動系）の保守点検を行った。

平成31年度以
降の展望

災害が起きた時の対応策が確立されている
ため、住民が安心して生活できる環境になっ
ている。

均等割

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

352 -2 Ａ 継続

担当 総務部 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 9 消防費 項 1 消防費 目 4 災害対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,470 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

490 490 490

490 490 490

時期（月） 時期（月） 時期（月）

８月 ８月 ８月

490 490 490

事業概要

平成29年度 平成30年度

消防・防災

被害を最小限に抑えるため、ＢＣＰの効果的な運用及び各種訓練を行う。 主な協働・関
連団体

平成31年度

豊山町地域防災計画

事業目的

防災・救急等の施設・設備の整備

豊山町業務継続計画

職員対象の図上訓練等を実施し、災害への対応能力の向上を推進する。 主な関連計
画・法令

委託料 委託料 委託料

豊山町国民保護計画

災害対応力向上事業

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

被害を最小限に抑えるため、ＢＣＰの適切かつ効果的な運用、各種訓練等を行い対応力の
向上を図ります。

-

-

職員

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 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

図上訓練

内訳（具体的な内容）

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）

図上訓練図上訓練

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

352 -2 Ａ 継続

担当 総務部 部 防災安全 課 防災安全 係 作成者

災害対応力向上事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 490 490 490

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

77.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0

平成28年度 62 77 97

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

訓練参加人数 人

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

職員を対象に図上訓練を実施し、組織体制の強化や本部要
員の能力向上を図る事が出来た。

備考

特定財源の増
減理由

防災に係る研修のエキスパートである消防防災科学セン
ターに訓練を委託しており、適切に訓練を実施することがで
きた。

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

各種訓練により、本町の災害への対応が迅
速かつ適切に行うことができるようになって
いる。

上記のとおり

職員研修の実施要項を作成した。平成30年1月ごろに全庁での図上訓練の
開催を予定している。

大規模な災害が発生した際の、個々の行動を職員が把握していないため、
訓練を定期的に実施し、災害発生時に迅速かつ的確に行動できるよう備え
ておく必要がある。

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30年2月7日に主査以下の職員を対象にイメージトレーニング
訓練を実施した。県作成の教材を用い実際に災害対応にあたった
自治体職員の状況をもとに具体的な課題と教訓を抽出し、本町に
おける災害対策と今後取り組むべき課題等について検討した。
2月9日には係長以上の職員を対象に実際の災害対策本部を想定
し、被害想定や災害状況に対しＢＣＰを活用したワークショップ及び
ロールプレイン型の図上訓練を行った。実際に被災した際に優先的
に行っていかなければいかない業務や現在明確になっていない業
務などが把握できた。ＢＣＰについては、毎年度事業に併せて見直
しを行う必要がある。
今後も各職員の防災意識を高め、発災時に職員それぞれが迅速に
行動できるよう今後も継続して訓練を行う必要がある。

平成26年度に作成したＢＣＰを取り入れたより具体的な訓練
を行うことができた。

上記のとおり

訓練を実施することで、職員の防災意識の高揚と災害時の
対応の再確認ができた。

上記のとおり



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

352 -3 Ａ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 9 消防費 項 1 消防費 目 4 災害対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 987 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

329 329 329

329 329 329

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

329 329 329

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

賃借料の支払賃借料の支払い

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

賃借料の支払

内訳（具体的な内容）

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）

全町民

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 前年度実施計画の事業費

ＡＥＤ設置促進事業

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

救急設備を充実させることにより、安心・安全なまちづくりを推進する。

豊山町国民保護計画

事業目的

防災・救急等施設・設備の整備

町内のコンビニエンスストアへＡＥＤ機器を設置することにより、心室細動を起こした
患者の救命体制を整備し、安心なまちづくりを推進する。 主な関連計

画・法令

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

消防・防災

救急設備の維持管理を適切に行なう。 主な協働・関
連団体

平成31年度

豊山町地域防災計画

事業概要

平成29年度 平成30年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

352 -3 Ａ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 係 作成者

ＡＥＤ設置促進事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 329 329 329

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

平成29年度 100 100 100 100

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ 上記のとおり

町内のコンビニエンスストア7店舗にＡＥＤを設置し、運用している。これまで
ＡＥＤは使用されていないが、緊急時に誰でも使用できるような状況が確保
されている。

ＡＥＤの使い方を多くの住民に理解してもらうため、消防本部主催の救命講
習等の周知を強化する必要がある。
サークルＫとファミリーマートの経営統合に伴い町内の、サークルＫがすべ
てファミリーマートに変わった後、協定を再締結する必要がある。
 
 

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27年5月より運用しており、平成29年度まで使用され
ることはなかった。
　ＡＥＤが使用された場合のＡＥＤ回収については、これまで
同様消防本部が回収し、本庁に返却されることになってい
る。
　ＡＥＤの遠隔管理システムによる機器の確認を継続して
行っていく必要がある。
　また、本年度2月新たに建設されたコンビニエンスストア1
店舗に関してもＡＥＤを導入するよう調整していく必要があ
る。

町内7か所のコンビニエンスストアにＡＥＤを配備することが
できている。

上記のとおり

町内のコンビニエンスストアにおいて24時間ＡＥＤを持ち出
せる環境が整備されている。

上記のとおり

町でＡＥＤを購入し保守を行う場合より、リース契約のため効
率的に運用できている。

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

ＡＥＤ設置数が増加し、心室細動患者の
救命に対する町民の意識も向上している。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

平成26年度にローソン・セブンイレブン・サークルＫの３社と
ＡＥＤの設置に関する協定締結した。平成27年度から町内コ
ンビニエンスストア７店舗にＡＥＤを設置し、24時間使用する
事が出来る体制を継続している。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

単位
現状値

（下段：時点）

コンビニエンスストアへのＡＥ
Ｄ設置率

％

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

353 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 3

予算体系 款 9 消防費 項 1 消防費 目 3 消防施設費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 11,182 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

709 707 707

1,200 727 727

2,135 2,135 2,135

4,044 3,569 3,569

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

８月 ８月 ８月

１０月 １０月 １０月

１１月 １１月 １１月

２月 ２月 ２月

３月 ３月 ３月

6,694 4,044 3,569

水利維持（後期）負担金支払

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 前年度実施計画の事業費

消防操法用の備品を購入するため増額した
が、格納箱取替事業が完了したことにより全
体では減額

操法用の備品購入費の減額のため。

消防団消防施設点検 消防団消防施設点検

防火水槽借地料補助金支払 防火水槽借地料補助金支払

水利維持（後期）負担金支払 水利維持（後期）負担金支払

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 実施スケジュール

ホース修繕 ホース修繕

水利維持（前期）負担金支払 水利維持（前期）負担金支払

ホース購入 ホース購入

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） 内訳（具体的な内容）

需用費 需用費

備品購入費

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金負担金補助及び交付金

防火水槽借地料補助金支払

消防団消防施設点検

ホース修繕

水利維持（前期）負担金支払

ホース購入

事業費計（平成28年度）

事業概要 消防施設の修繕・新規設置等の管理を行う。 主な関連計
画・法令

消防法

消防水利の基準（消防庁）

事業目的
消防施設（防火水槽・消火栓・街頭消火器・ホース収納箱）を適正に管理し、火災に備え
る。

全町民

主な協働・関
連団体

西春日井広域事務組合消防本部

豊山町消防団

備品購入費

需用費

消防・防災

消防体制の充実・強化

平成29年度 平成30年度 平成31年度

備品購入費

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

消防設備の管理事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

まちづくり重
点目標

-

-

消防施設（防火水槽・消火栓・街頭消火器・ホース格納箱）を管理し、安心感が得られる生
活空間の整備を目指す。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

353 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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）

消防設備の管理事業

■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 252 補助率 252 補助率 252 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 3,792 3,317 3,317

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

3.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0

平成28年 3 3 3

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

当初予算内で適正に事業執行を行った。

上記のとおり

事業実施上の問題点と対応策

消防水利等を適正に維持管理し、使用不能となった、街頭ホース等の修理
や交換、消火器の薬剤充填を行った。また、消防操法に係る資機材を購入
し操法大会に備えた。また、石油貯蔵施設立地対策等交付金を活用し、６５
ｍｍの消防用ホース購入の契約を行い、１０月末に納入。

消防設備が適正に管理され、火災時に被害を 小限に防ぐため活用され
ている。

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

消防水利等を適正に維持管理し、使用不能となった、街頭
ホース等の修理や交換、消火器の薬剤充填を行った。ま
た、石油貯蔵施設立地対策等交付金を活用し消防車両用
のホース９本を交換した。
北名古屋水道企業団に対し、消防水利維持管理負担金を
支払った。また、町内１３地区２０か所の防火水槽に対し、防
火水槽借地料補助金を支払った。
消防操法大会出場に係るホース等の消防車両の資機材の
整備を行った。

損傷の著しいホース、消火器を交換した。

上記のとおり

消防水利等について、適正に維持管理を行った。

上記のとおり

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）

町内の火災発生件数 件

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

消防団を中心に消防設備の点検を定期的に行い、設備の
整備不良等の確認をおこなった。これまで整備不良による
事故等は発生していない。町内のすべての消防設備格納箱
取替を行った。町内１３地区に対し、防火水槽借地料補助金
を支払った。石油貯蔵施設立地対策等交付金事業により毎
年６５ｍｍホースを購入し老朽化したホースと交換した。

平成31年度以
降の展望

消防設備が適正に管理され、火災時に被害
を 小限に防ぐため活用されている。

均等割 均等割 均等割

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

353 -2 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 3

予算体系 款 9 消防費 項 1 消防費 目 2 非常備消防費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 35,008 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

3,041 3,041 3,041

2,102 2,102 2,102

1 1 1

65 65 65

4,852 2,236 2,236

50 50 50

3,033 1,385 1,385

194 194 194

103 31 31

183 966 966

863 92 92

966

92

14,682 10,163 10,163

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

６月 ６月 ６月

８月 ８月 ８月

９月 ９月 ９月

１１月 １１月 １１月

１２月 １２月 １２月

１月 １月 １月

３月 ３月 ３月

13,813 14,682 10,163

公課費

使用料及び賃借料

操法大会の出場が２９年度で完了するため
減額。

出初式

礼式訓練

年末夜警

出初式

礼式訓練

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 前年度実施計画の事業費

消防団活動服及び安全靴を更新が完了する
ため減額されたが、操法大会に出場するた
め総体としては増額。

県消防操法大会参加

街頭消防施設点検

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 実施スケジュール

年末夜警

出初式

礼式訓練

年末夜警

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

総合防災訓練参加

県消防操法大会参加

街頭消防施設点検

総合防災訓練参加

県消防操法大会参加

街頭消防施設点検

総合防災訓練参加

入退団式

移動消防学校入校、礼式訓練

入退団式

移動消防学校入校、礼式訓練

入退団式

移動消防学校入校、礼式訓練

負担金補助及び交付金

旅費

交際費

需用費

役務費

負担金補助及び交付金使用料及び賃借料

負担金補助及び交付金

旅費

交際費

需用費

役務費

委託料 使用料及び賃借料

備品購入費 公課費

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） 内訳（具体的な内容）

旅費

交際費

需用費

役務費

公課費

報酬

報償費

共済費 共済費

災害補償費 災害補償費

報償費

報酬

平成29年度 平成30年度 平成31年度

共済費

災害補償費

消防・防災

消防体制の充実強化

報償費

事業概要
街頭消防設備の点検や年末夜警を実施する。また、消防団員の知識・技術の向上を図る
ため、幹部団員を対象とした幹部講習会をはじめとする行事への参加や、火災予防週間に
合わせた各個訓練等を実施する。

主な関連計
画・法令

消防組織法

豊山町消防団条例

報酬

事業目的
住民の安全・安心な暮らしの維持を目指し、消防活動に必要な資機材を整備するとともに、
消防団員の技術向上を図る。

全町民

主な協働・関
連団体

西春日井広域事務組合消防本部

西春日井二市一町消防団連合会

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

消防団活動事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

まちづくり重
点目標

-

-

消防団が必要な知識・技能を身につけることで、いざという時の被害を最小限に抑え、住民
の安全な暮らしを守る。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

353 -2 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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）

消防団活動事業

■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 819 16 16

一般財源 13,863 10,147 10,147

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

96.4 97.6 100.0 100.0 100.0 100.0

平成29年度 97.6 97.6 96.4

3 8 7 6 5 4

平成28年 3 3 3

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

予算の範囲内で適正に事業を執行することができた。組織
率を１００％にするため消防団員の確保に努めていく。

上記のとおり

事業実施上の問題点と対応策

町消防団として、入退団式を開催し、４名が退団し、３名が新たに入団した。
消防団連合会主催の幹部講習会では、幹部団員が救助資機材等を利用し
た本格的な実働訓練を行った。豊山町総合防災訓練での防災訓練に参加
した。
愛知県消防学校の警防・機関科に４名、初級幹部科に１名の団員を入校さ
せ、団員の技術・知識の向上を行った。
第６２回愛知県消防操法大会に出場し、１１位の成績を収めた。

団員個人の知識や技能を習得する機会が少なく、火災や地震等の災害時
により有効的に活動ができるように、消防学校への入校や訓練を積極的に
行う必要がある。

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

入退団式、幹部講習会、春と秋の火災予防週間における点
検と訓練、町総合防災訓練への参加、年末夜警、出初式を
行った。
本年度は西春日井二市一町を代表し８月の愛知県消防操
法大会に出場し、１１位の成績を収めた。今後も、消防団員
の維持・確保とともに、操作技術の向上を図る必要がある。
愛知県消防学校の警防・機関科に４名、初級幹部科に１名
の団員を入校させ、団員の技術・知識の向上を行った。
春の火災予防週間には、消防職員を講師に各個訓練、放
水・中継送水訓練を実施した。
また、条例定数に対する団員の確保が出来ていないため、
団員を確保していく必要がある。

定数に対する消防団員の確保ができなかった。

上記のとおり

幹部講習会や、春の火災予防週間における消防訓練を行
い、消防団員の技術向上を行った。

上記のとおり

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）

定数に対する消防団員の組
織率

％

町内の年間火災発生件数 件

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成６年の中華航空機墜落事故では、各消防部隊と協力し
活動した。毎年の取り組みとしては、防災訓練の参加や、消
防設備の点検を行っている。
平成２６年度は、第５９回愛知県消防操法大会に出場し、第
８位の成績を収めた。

平成31年度以
降の展望

全国で消防団員の数が減少している中、定
員を維持し、より高い技術を持つことにより、
町の安全と安心を守っている。

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

353 -3 Ｂ 維持

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 3

予算体系 款 9 消防費 項 1 消防費 目 1 常備消防費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 807,990 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

269,330 269,330 269,330

269,330 269,330 269,330

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

随時 随時 随時

254,511 269,330 269,330
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 実施スケジュール

負担金支払 負担金支払 負担金支払

広域事務組合と調整 広域事務組合と調整 広域事務組合と調整

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

平成29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） 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 負担金補助及び交付金

事業概要 西春日井広域事務組合の運営の負担を行う。 主な関連計
画・法令

消防法

消防組織法

愛知県消防広域化推進計画

西春日井広域事務組合規約

消防・防災

消防体制の充実・強化

事業目的
消防力の強化充実のため、清須市・北名古屋市の２市１町で西春日井広域事務組合を組
織する。

全町民

主な協働・関
連団体

西春日井広域事務組合

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

常備消防事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

まちづくり重
点目標

-

-

消防力を強化することにより、安心感が得られる生活空間の整備を目指す。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

353 -3 Ｂ 維持

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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）

常備消防事業

■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 269,330 269,330 269,330

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

3.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0

平成27年 3 3 3

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事業実施上の問題点と対応策

広域事務組合に対し、負担金を毎月支出している。 消防広域化に伴う負担金 の動向に注意する必要がある。

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）

豊山町の火災発生件数 件

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成15年4月に西春日井広域事務組合を組織し、消防力の
強化・充実と、消防・救急業務の事務効率化を進めた。

平成31年度以
降の展望

広域的な消防体制の充実により、住民に安
心感が得られている。

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

広域事務組合に対し、負担金を拠出した。消防広域化につ
いては、それに伴う負担金の動向を注視していく必要があ
る。

負担金を拠出し、消防本部を運営できている。

上記のとおり

負担金は二市一町で調整されている。

上記のとおり

火災の発生を抑えられている。

上記のとおり



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

354 -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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 4

予算体系 款 8 土木費 項 3 河川費 目 2 治水対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 171 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

57 57 57

57 57 57

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～ 4月～ 4月～

54 57 57

－

住民の生命・財産を守るため、治水施設の整備を行う。

関係機関協議 関係機関協議関係機関協議

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 前年度実施計画の事業費

電気料金が増額となったため。

事業費計（平成29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 実施スケジュール

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） 内訳（具体的な内容）

需用費 需用費 需用費

平成30年度

事業概要 主な関連計
画・法令

新川流域整備計画

下水道計画

平成29年度

貯留施設の適正な維持管理を行う。また洪水対策のため、町内の河川整備の計画を策定
する。下水道中江排水区の雨水を中江川へ放流するための樋管を設置する。

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

消防・防災

平成31年度

事業目的

全町民

治水施設の整備

防衛施設周辺障害防止対策事業補助金

雨水貯留対策事業（建設課事業）

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

住民の生命・財産を守るため、貯留施設の適正な維持管理による洪水時の安全確保と、洪
水を発生させる可能性がある水路等の改修を行う。 主な協働・関

連団体

新川流域総合治水対策協議会

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

354 -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29～31年度）

雨水貯留対策事業（建設課事業）

■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 57 57 57

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

計画策定 関係機関協議 関係機関協議

27年度 計画策定 関係機関協議 関係機関協議

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

予算内で適切に事業を遂行した。

一次評価に同じ

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

新川流域水害対策計画を踏まえて策定した久田良木川の
河川全体計画に基づき、防衛省の障害防止対策事業補助
金を活用し、久田良木川排水機場ポンプ増強基本計画及び
概略設計業務を実施した。
今後、全体計画に基づきポンプゲート13ｍ3/ｓの増設に向け
詳細設計等を行っていく。

ポンプ増強基本計画及び概略設計により増強計画が決定し
た。

一次評価に同じ

新川流域水害対策計画を踏まえて見直しした久田良木川の河川全体計画
に基づき、防衛省の障害防止対策事業補助金を活用して久田良木川排水
機場ポンプ増強基本計画及び概略設計業務委託を発注し、排水能力向上
のため検討を進めているところである。

現在の久田良木川排水機場内では、排水能力向上のために実施できる手
法が限られるため、将来的には排水機場新設も視野に、立地箇所も含めて
検討していく。

東海防衛支局との協議を行い、ポンプ増強に向けての補助
金を確保した。

一次評価に同じ

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）

特定財源の増
減理由

久田良木川全体計画策定業
務

事業実施

備考 備考 備考

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

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

貯留施設を町内11箇所に設置し、合計で12,353ｍ
３
貯留量を

確保した。平成23年度は航空自衛隊小牧基地の形質変更
による久田良木川への影響を調査し、雨水流出量の増加を
明らかにした。平成27年度は新川流域水害対策計画と整合
した久田良木川全体計画策定を策定した。

久田良木川を含めた町内の河川整備計画に
基づき、河川改修や貯留施設の設置、久田
良木川排水機場の改修等事業を進める。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

354 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 4

予算体系 款 8 土木費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 7,500 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2,500 2,500 2,500

2,500 2,500 2,500

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

2,500 2,500 2,500
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 実施スケジュール

補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（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） 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 負担金補助及び交付金

事業概要
下水道に接続する際に不要となる合併処理浄化槽を雨水貯留施設へ転用する工事費の
一部を補助する。 主な関連計

画・法令

浄化槽転用雨水貯留施設設置補助金交付要綱

事業目的
各家庭に雨水貯留施設を設置することにより、雨水による浸水被害に強い街づくりを目指
す。 主な協働・関

連団体

消防・防災

治水施設の整備

浄化槽転用雨水貯留施設設置補助金

平成29年度 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29～31年度）

雨水貯留対策事業（下水道係事業）

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

まちづくり重
点目標

―

―

―



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

354 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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）

雨水貯留対策事業（下水道係事業）

■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 2,500 2,500 2,500

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

62 80 90 100 110 120

27年度 62 66 68

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

予算の範囲内で適正に補助金を交付した。

一次評価に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

4月に供用開始、9月に接続促進の広報掲載を行い、制度利用についての
周知を行ったが、9月までに2件の申請しか無かった。

制度開始2年目より10件の制度利用があったが、平成26年度は4件、平成
27年度は2件、平成28年度は4件の利用しか無かった。工事説明会ではこ
の制度への関心は高く、補助金額の増額の要望もあるが、対象を合併浄化
槽のみに変更したこともあり、利用が伸び悩んでいる。
制度の利用促進を図るため、内容に工夫を凝らした接続促進広報を実施す
る必要がある。

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

広報や下水道工事説明会において、制度の利用促進を図っ
たが、平成29年度利用実績は、2件であった。平成30年3月
31日現在、貯留施設の設置基数は68件となった。
引き続き、広報や下水道工事説明会などを通じて、大雨の
際の洪水や浸水被害を緩和できることをアピールし利用促
進を促す必要がある。

目標を大きく下回った。

一次評価に同じ。

雨水貯留施設への転用が2件あったが、浸水被害対策の効
果は低い。

一次評価に同じ。

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）

浄化槽転用雨水貯留施設設
置個数

基

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28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年度より新規事業として開始した。平成20年度は8
件、平成21年度から平成24年度は10件、平成25年度は8
件、平成26年度は4件、平成27年度は2件、平成28年度は10
月までに2件の利用者があった。
制度への関心は高く、補助枠の増加を求める声もある。

浄化槽転用雨水貯留施設の設置基数の増
加に努め、雨に強い街づくりを目指す。

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

354 -2 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 4

予算体系 款 8 土木費 項 3 河川費 目 1 河川維持費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 195,521 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,385 1,259 1,259

167 163 163

25,156 51,506 11,505

979 979 100,979

7 7 7

27,694 53,914 113,913

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月～7月 5月～7月 5月～7月

5月 5月 5月

7月 7月 7月

2月 2月 8月

2月

15,582 27,694 53,914

－

住民の生命・財産を守るため、治水施設の整備を行う。

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 前年度実施計画の事業費

久田良木川排水機場ポンプ増強の基本設計
を実施するため。

久田良木川排水機場ポンプ増強の実施設計
を実施するため。

久田良木川排水機場ポンプ増強工事を実施
するため。

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

沈砂池の浚渫

ポンプ場の試運転

ポンプ施設の設備点検 ポンプ施設の設備点検

ポンプ増強工事発注

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 実施スケジュール

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） 内訳（具体的な内容）

委託料

需用費 需用費 需用費

委託料

役務費 役務費

沈砂池の浚渫

ポンプ場の試運転ポンプ場の試運転

沈砂池の浚渫

ポンプ施設の設備点検

委託契約・発注
基本設計・各種点検委託契
約・発注

詳細設計・各種点検委託契
約・発注

事業概要 主な関連計
画・法令

新川流域整備計画

下水道計画

平成29年度

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

消防・防災

平成31年度

事業目的

全町民

久田良木川排水機場の各種点検やポンプ等の動作確認を行い、水害に備える。また排水
ポンプの増強を行う。

－

平成30年度

負担金補助及び交付金

工事請負費

役務費

負担金補助及び交付金

工事請負費

負担金補助及び交付金

委託料

工事請負費

治水施設の整備

防衛施設周辺障害防止対策事業補助金

河川洪水対策事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

住民の生命・財産を守るため、治水施設の整備及び維持管理を行う。 主な協働・関
連団体

名古屋市

新川流域総合治水対策協議会



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

354 -2 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29～31年度）

河川洪水対策事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 10,237 補助率 2/3 26,680 補助率 2/3 66,700 補助率 2/3

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 5,701 5,701 5,701

一般財源 11,756 21,533 41,512

■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

27年度 100 100 100

関係機関協議 概算要求（国） 基本設計 実施設計 工事実施

27年度 関係機関協議 概算要求（国） 基本設計

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

予算内で適切に事業を遂行した。

名古屋市と負担割合について協議を行うこと。

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

久田良木川排水機場の電気設備、除塵機、ポンプエンジン、空調
設備の点検を実施した。また、ポンプが適切に稼働できるように総
合試運転を行うなど、適正な維持管理に努めた。
排水機場の供用から18年が経過するため、今後はポンプ設備の整
備・更新が必要になる。共同管理者である名古屋市と協議を行い、
計画的に整備を進めていく。
防衛省の障害防止対策事業補助金を活用し、久田良木川排水機
場ポンプ増強基本計画及び概略設計業務を実施した。
今後、全体計画に基づきポンプゲート13ｍ3/ｓの増設に向け詳細
設計等を行っていく。
また、共同管理者である名古屋市から費用負担割合の変更につい
て求められているため、協議する必要がある。

各施設が適切に稼働するように計画どおり点検を実施し、そ
の確認のため総合試運転を実施した。

各施設の定期点検を毎年実施している。

各施設の点検を実施することで、排水機場の運転に支障を
来さなかった。

シーケンスの見直しや施設改修など名古屋市と調整を図ること。

7月までに久田良木川排水機場の電気設備、ポンプエンジン設備、除塵機
設備、空調設備の各施設の点検や施設の設定を確認した。9月末現在で、
ポンプの稼働は無かった。

建設後18年が経過し、久田良木川排水機場の各施設を制御しているコン
ピュータシステムの更新など、施設の長寿命化のため大規模な修繕が必要
となる。長期修繕計画を策定し、ポンプの増強を検討するなか、既存施設の
改修も検討する。

これまでの主な成果

久田良木川排水機場改修 事業実施

特定財源の増
減理由

久田良木川排水機場ポンプ増強工事の基本
設計を防衛省の補助を受け実施するため。

定期点検の実施

事務事業評価
指標

指標名 単位

％

久田良木川排水機場ポンプ増強工事の詳細
設計を防衛省の補助を受け実施するため。。

久田良木川排水機場ポンプ増強工事を防衛
省の補助を受け実施するため。

備考 備考 備考

その他財源の名称

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

平成31年度以
降の展望

久田良木川排水機場維持管理負担金 久田良木川排水機場維持管理負担金 久田良木川排水機場維持管理負担金

愛知県河川課、新川流域総合治水対策協議
会に諮りながら、防衛施設周辺障害防止対
策事業補助金を活用し、排水ポンプを増強
する。

その他財源の名称 その他財源の名称

毎年、久田良木川ポンプ場の維持管理を実施することによ
り、ポンプ場の適正な維持管理を実施した。平成23年度に
調査した結果、航空自衛隊小牧基地の形質変更による久田
良木川への雨水流出量の増加が明らかになったため、排水
ポンプを増強するため防衛省や県と協議した。平成27年度
は新川流域水害対策計画と整合した久田良木川全体計画
を策定し、計画に基づくポンプ増強について、防衛省の障害
防止事業の適用を受けるため、補助事業計画書を提出し
た。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

354 -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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 4

予算体系 款 8 土木費 項 3 河川費 目 1 河川維持費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 25,980 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,800 1,800 1,800

6,860 6,860 6,860

8,660 8,660 8,660

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～3月 4月～3月 4月～3月

4月～3月 4月～3月 4月～3月

8,660 8,660 8,660

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

消防・防災

平成31年度

事業目的

全町民
生活環境の改善と水質保全のため、河川や水路の維持管理を行い、排水不良を改善し悪
臭発生を防ぐ。 主な協働・関

連団体

河川管理事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

準用河川、普通河川及び中間水路の浚渫や除草、修繕工事を実施する。

治水施設の整備

河川や水路の維持管理を行い、生活環境の改善と水質保全を図る。

平成30年度

－

－

事業概要 主な関連計
画・法令

平成29年度

工事請負費工事請負費 工事請負費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

需用費需用費 需用費

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 実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成29年度） 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 前年度実施計画の事業費

河川浚渫工事 河川浚渫工事

河川維持修繕工事

河川浚渫工事

河川維持修繕工事河川維持修繕工事



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

354 -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29～31年度）

河川管理事業

■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 8,660 8,660 8,660

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 3 3 3 3 3

27年度 2 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ｂ

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

大山川堤防除草実施率 回

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

住民の要望等により、河川の浚渫・除草及び河川維持修繕
工事を実施した。

浚渫や除草を実施し、住民が快適に生活で
きる環境を保全する。河川が破損した場合
は早急に維持修繕を実施することで、町民
の安全を確保する。

備考 備考

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

地元要望に応えながら、適正に除草、浚渫工事を実施した。

計画的な浚渫計画が可能か検討が必要である。

これまでの主な成果

予算内で適切な事業を遂行した。

浚渫要望が増加しているので、効果的に実施する必要があ
る。

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

流れを阻害する土砂等がある中間水路や側溝、枡等を浚渫
した。また、大山川・堂前川の草刈・塵芥収集処理を実施
し、適切な維持管理に努めた。
水路等の浚渫の要望だけでなく、除草の要望が年々増加傾
向にあるため、全ての要望に対応が困難な場合がある。

土砂等の堆積状況を確認し、水路の除草、浚渫工事を実施
した。

一次評価に同じ

大山川堤防道路と堂前川の除草を1回実施した。地元からの要望や土砂の
堆積が著しい箇所等の河川の浚渫や除草を実施した。流れを阻害する中
間水路や側溝枡などの浚渫をし、水害の防止や悪臭等の抑制するなど維
持管理を実施している。

河川や水路周辺の宅地化が進んだことにより、水路等の浚渫・除草要望は
増加傾向にあり、住民要望全てを実施するのは困難である。現場状況を確
認し、優先的に実施すべき箇所を選定して実施する。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

355 -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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 5

予算体系 款 8 土木費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 10,893 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

0 0 0

0 0 0

委託料 926 委託料 926 委託料 926

2,705 2,705 2,705

3,631 3,631 3,631

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

4月～3月 4月～3月 4月～3月

4月～3月 4月～3月 4月～3月

3月 3月 3月

3,631 3,631 3,631
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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

国費及び県費補助金精算

耐震改修工事・診断啓発

国費及び県費補助金精算

耐震改修工事・診断啓発

国費及び県費補助金精算

耐震改修工事・診断啓発

旅費

国費及び県費補助金申請 国費及び県費補助金申請

耐震改修工事・診断耐震改修工事・診断 耐震改修工事・診断

国費及び県費補助金申請

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

役務費

需用費

役務費役務費

平成29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） 内訳（具体的な内容）

旅費旅費

負担金補助及び交付金

事業概要 主な関連計
画・法令

昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた在来軸組構法の木造住宅に対し、無料耐震診
断及び耐震改修工事補助を行う。豊山町耐震改修促進計画については平成27年度までの
計画としている。

豊山町耐震改修促進計画

愛知県建築物耐震改修促進計画

建築物の耐震改修の促進に関する法律

事業目的 主な協働・関
連団体

消防・防災

耐震対策の推進

社会資本整備総合交付金、愛知県住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金

地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため。 建築士

住宅所有者

自主防災組織

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

民間木造住宅耐震事業

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

民間木造住宅耐震事業を推進することにより、安心して暮らせるまちづくりをめざす。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

355 -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29～31年度）

民間木造住宅耐震事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 1,813 補助率 1/2 1,813 補助率 1/2 1,813 補助率 1/2

県費 906 補助率 1/4 906 補助率 1/4 906 補助率 1/4

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 912 912 912

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

280 300 310 320 330 340

27年度 280 294 297

13 13 13 14 14 15

27年度 13 14 14

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

戸別訪問、広報への掲載等の地道な活動により、予算内で
適切に事業を執行することができたため。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

平成２７年度において、耐震改修促進計画を改訂し、これまでの改修補助
に加え段階的改修補助や耐震シェルター設置費補助を新設したものの、９
月末現在で申込件数は０件である。
広報や町ホームページによる啓発、ローラー作戦（訪問）により、２件の耐震
診断申込みがあった。２件については既に愛知県建築士会に委託し、診断
を実施中である。

日中のローラー作戦では住民不在で、耐震診断や改修に漕ぎつけられないことが多
いため、広報誌や町ホームページの積極的な活用を進めていく必要がある。現段階
で耐震改修の申込みがないことから、現在検討中の住宅を中心として、診断を実施
した住民に対し改修を実施してもらえるようにアピールしていく。今後も診断・改修補
助事業を進めるとともに、補助金については国や県からの通知に基づき、要望や変
更の申請を随時行い、できるだけ多くの補助を実施していく。次年度には国の補助金
の改定が行われる予定であり、早急な対応が必要である。

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

広報での周知及び、ローラー作戦の実施により、３件の耐震
診断を実施した。耐震改修については、次年度分の申込者
を１件獲得した。
また、耐震改修促進計画を改定するとともに耐震改修をし易
くするため、段階的耐震改修補助制度や耐震シェルター設
置費補助制度を設けており、次年度以降も引き続き、啓発・
補助を行っていく。
平成３０年度から耐震改修補助について、国の新たな補助
メニューが創設され、補助金額が従来より増額となるため、
本町でも活用できるように要綱改正を進めていく。

耐震診断について、目標戸数を達成できていないため

上記に同じ。

診断は３件について実施することができた。また、改修につ
いては１件、次年度分の申込者を獲得することが出来た。

上記に同じ。

これまでの主な成果

進行管理
平成28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

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

耐震改修工事補助延べ住宅
数

戸

耐震診断については、平成１５年度から実施しており、平成
２６年度末現在の累計で２６９戸実施した。耐震改修工事に
ついては、平成１６年度から実施しており、平成２６年度末現
在の累計で１２戸に対し補助を行った。その他、広報誌掲
載、戸別訪問により、随時啓発事業を行っている。平成２４
年度から改修の補助制度を改正し、補助金額を最大６０万
円から９０万円とした。平成２７年度に耐震改修促進計画を
改定するとともに、耐震改修をし易くするため、段階的耐震
改修補助制度や耐震シェルター設置費補助制度を設けた。

平成２７年度に豊山町耐震改修促進計画を
見直し、平成２８年度から新たな計画となる。
国や県の動向に合わせた新たな補助制度を
追加していく。

耐震診断済延べ住宅数 戸

備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

361 -1 A 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 6

施策内容 1

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 8 交通安全対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 372 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

120 120 120

4 4 4

124 124 124

時期（月） 時期（月） 時期（月）

6月～8月 6月～8月 6月～8月

124 124 124

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

安全なまちづくり協議会開催安全なまちづくり協議会開催

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

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）

需用費

全町民

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 前年度実施計画の事業費

安全なまちづくり協議会の開催

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

「防犯」、「交通安全」に関する施策を充実させることにより、安心して安全に暮らせる生活
環境を目指す。

豊山町安全なまちづくり条例

事業目的

地域の防犯意識の高揚と防犯力の向上

安全なまちづくり協議会を定期的に開催し、「防犯」、「交通安全」に関する各団体やボラン
ティア団体の活動についての情報交換や町の施策についての意見を求める。 主な関連計

画・法令

報酬 報酬 報酬

防犯・交通安全

「防犯」、「交通安全」に関する意見や要望を把握し、安全なまちづくりを推進する。 主な協働・関
連団体

交通安全協会、防犯協会、自主パトロール隊

警察署、学校ＰＴＡ、町内事業所　等

平成31年度

あいち地域安全戦略2015

事業概要

平成29年度 平成30年度

需用費 需用費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

安全なまちづくり協議会開催



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

361 -1 A 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 係 作成者

安全なまちづくり協議会の開催

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～3１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 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 124 124 124

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

262 310 309 308 307 306

27年度 262 236 276

136 131 130 129 128 127

27年度 136 147 100

0 0 0 0 0 0

27年度 0 0 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

安全なまちづくり協議会を８月に開催し、Ｈ２９年度に設置する防犯カメラの
設置場所及び撮影方向について説明を行った。また、町内の犯罪情勢及び
交通事故状況についても説明を行った。

安全なまちづくり協議会に参加されている各団体には、例年、安全なまちづ
くりに関する活動計画書を作成してもらっているが、まとめたものを配布する
だけに留まっている。今後は、活動計画内容を発表する場を設け、各団体
の取組を周知していきたい。

その他財源の名称

定期的に会議が開催され、関係団体の情報
の共有化がされている。

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

備考

平成31年度以
降の展望

安全なまちづくり協議会を8月に開催し、新規にH28年度設
置の防犯カメラの設置計画及び管理運用方法についての説
明を行った。また、H28年4月より施行された豊山町自転車
等放置の防止に関する条例についての説明を行った。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

備考

町内の関係機関と交通安全・防犯に関する情報の共有を
行った。

年一回の会議ではあるが、本町の安全なまちづくりを考える
貴重な場となっている。

上記のとおり

上記のとおり

交通事故数及び犯罪件数は目標を達成したが、死亡事故
が目標を上回ったため。

8月10日に安全なまちづくり協議会を開催し、防犯カメラの設
置と町内の犯罪情勢及び交通安全状況ついて説明し、意見
聴取した。年1回の開催であるが、本町の安全なまちづくり
に関する課題を幅広く設定し、協議会での意見を参考に町
の施策に繋げていく。

上記のとおり

単位
現状値

（下段：時点）

町内の交通事故数 件

町内の犯罪件数 件

事務事業評価
指標

町内の死亡事故 件

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

362 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 6

施策内容 2

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 防犯対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 29,506 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

4,835 4,835 4,835

2,732 2,732 2,732

2,430 1,750 2,625

9,997 9,317 10,192

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

9,403 9,997 9,317

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

防犯灯設置及び維持管理防犯灯設置及び維持管理

工事請負費

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

防犯灯設置及び維持管理

内訳（具体的な内容）

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）

使用料及び賃借料

工事請負費

全町民

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

工事請負費が増加したが、防犯灯リース期
間が終了し再リースとなるため、使用料及び
賃借料及び防犯灯電気料は減少したが、工
事箇所数が増加したことにより、全体で増額

防犯灯の設置台数が2箇所になることによっ
て、工事請負費が前年度の3分の2になるた
め。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

防犯に関する施設整備事業

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

防犯に関する施設整備を実施し、犯罪の起きない生活環境の確立を目指す。

事業目的

犯罪が起きない生活環境の確立

防犯灯の設置要望や修繕箇所を把握し、設置及び維持管理を実施する。 主な関連計
画・法令

需用費 需用費 需用費

防犯・交通安全

工事請負費

防犯に関する施設整備を実施することにより、町民が安全に安心して暮らせる生活環境を
確保する。 主な協働・関

連団体

平成31年度

あいち地域安全戦略２０１５

事業概要

平成29年度 平成30年度

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

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

362 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 係 作成者

防犯に関する施設整備事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 9,997 9,317 10,192

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

262 310 309 308 307 250

27年度 262 236 276

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

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

上記のとおり

犯罪件数が目標値を下回ったが、前年度より増加したた
め。

上記のとおり

予定通り防犯カメラの設置工事を完了し、防犯施設の維持
管理を適切に行った。

平成２９年度は、防犯カメラを冨士社及び新栄西部児童遊
園、青山上児童遊園の３箇所に設置し、防犯カメラ設置数は
計１２基となった。また、防犯灯については、修繕・撤去を３１
箇所、新規設置を４箇所に行い、防犯灯設置数は計７８２基
となった。今後は、定期的な維持管理を行っていく必要があ
る。

修繕費が不足したため、流用し事業を執行した。

上記のとおり

冨士社及び新栄西部児童遊園、青山上児童遊園の3箇所に、2台ずつ防犯
カメラを設置した。また必要に応じて防犯灯の設置・修繕を行った。

防犯カメラや防犯灯の設置場所は、町民の要望や危険箇所を把握し、慎重
に対応していく必要がある。また、定期的に点検を行い施設の状態を把握
する必要がある。

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

町内の公共施設9箇所に防犯カメラを設置
し、犯罪が起こりにくい環境が整っている。ま
た、防犯灯の約9割がＬＥＤ化されており、電
気代や維持管理費が大幅に削減されてい
る。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

平成28年度に防犯カメラを豊山町役場及び社会教育セン
ターに設置を行った。また、必要に応じ防犯灯の修繕及び設
置を行った。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

単位
現状値

（下段：時点）

町内の犯罪件数 件

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

362 -3 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 6

施策内容 2

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 防犯対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 4,455 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

5 5 5

115 115 115

1,365 1,365 1,365

1,485 1,485 1,485

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

1,489 1,485 1,485

事業概要

平成29年度 平成30年度

役務費 役務費

防犯・交通安全

負担金補助及び交付金

防犯活動を支援することにより、安心して安全に暮らせる生活環境を目指す。 主な協働・関
連団体

防犯協会

関係ボランティア団体

平成31年度

あいち地域安全戦略2015

事業目的

犯罪が起きない生活環境の確立

防犯協会や関係ボランティア団体の活動を支援する。 主な関連計
画・法令

旅費 旅費 旅費

前年度実施計画の事業費

防犯協会及び関係ボランティア団体への支援

役務費

負担金補助及び交付金

全町民

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

防犯協会や関係ボランティア団体への活動を支援する。

-

防犯活動を支援することにより、安心して安全に暮らせる生活環境を目指す。

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

自動車損害保険料が減少となったため。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

防犯協会活動支援

関係ボランティア団体の活動
支援

内訳（具体的な内容）

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）

関係ボランティア団体の活動
支援

防犯協会活動支援防犯協会活動支援

負担金補助及び交付金

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

関係ボランティア団体の活動
支援



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

362 -3 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 係 作成者

防犯協会及び関係ボランティア団体への支援

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 1,485 1,485 1,485

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

262 310 309 308 307 250

27年度 262 236 276

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

防犯協会に補助金を交付し活動を支援した。活動内容につ
いては、社会を明るくする運動への参加、とよやまＤＥないと
会場の巡視、安全なまちづくり県民運動期間中の啓発活
動、毎週水曜日の青色回点灯パトロール車によるパトロー
ル及び年末に夜間のパトロールを自主パトロール隊と共に
実施した。また、防犯協会、ボランティア団体を対象とした青
色回転灯パトロール車運転講習会を実施した。しかし、会員
の高齢化を踏まえ、今後は世代交代を視野に入れた支援を
していく必要がある。

上記のとおり

上記のとおり

上記のとおり

犯罪件数が目標値を下回ったが、前年度より増加したた
め。

一年を通じて、積極的に防犯活動を行ったため。

補助金による活動内容については効率的であるが、今後運
営面での自主性を高めていく必要がある。

件

防犯協会の活動を支援し、安全なまちづくり県民期間中に町内の商業施設
で啓発活動を実施した。また、毎週水曜日には、青色回転灯パトロール車
による町内の巡回を行った。自主パト隊には、毎月犯罪の統計資料の配
布、講習会を開催する等活動支援を行った。

なり手が限られているため、組織の高齢化が進んでおり、パトロールや啓発
活動に参加する会員の数が減少傾向にある。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

その他財源の名称

備考

町内の犯罪件数

単位
現状値

（下段：時点）

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

防犯協会の活動を支援し、安全なまちづくり県民運動期間
中の啓発活動や青色回転灯パトロール車によるパトロール
等を実施している。また、町内の行事であるとよやまＤＥナイ
トやエアポートビューマラソンにも参加し、会場内の犯罪防
止のため防犯協会の活動を支援している。
１０月には、防犯協会や自主パト隊の活動支援のため、青
色回転灯パトロール車の講習会を実施した。

備考

特定財源の増
減理由

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

その他財源の名称

防犯協会や西枇杷島警察署等の関係機関
と協力を行うことにより、地域住民の防犯意
識が高まっている。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

363 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 6

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

0 0 0

事業概要

平成29年度 平成30年度

防犯・交通安全

防犯教育を充実させることにより、地域の防犯力を向上させる。 主な協働・関
連団体

平成31年度

あいち地域安全戦略２０１５

事業目的

子どもの安全確保、女性・高齢者等の防犯対策

子どもに対する防犯教育を強化するとともに、学校、地域、警察などが一体となって子ども
を犯罪から守るための体制を整備、充実し、子どもの安全の確保を図る。また、女性、高齢
者等犯罪弱者が被害者となる犯罪を防止するための対策を進める。

主な関連計
画・法令

防犯教育の実施

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

防犯教育を充実させることにより、地域の防犯力を向上させる。

-

-

全町民

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 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

防犯啓発活動

安全講話の実施

内訳（具体的な内容）

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）事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

安全講話の実施安全講話の実施

防犯啓発活動防犯啓発活動

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

363 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 係 作成者

防犯教育の実施

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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

262 310 309 308 307 306

27年度 262 236 276

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

町内の犯罪件数 件

防犯協会、ボランティア団体を対象とした青色回転灯パト
ロール車運転講習会を実施し、また、一部小学校ではある
が児童を対象とした防犯教育を行い、町民の防犯意識の向
上に寄与できた。今後も、防犯意識の向上のため、継続的
に防犯教育を実施していく。

犯罪件数が目標値を下回ったが、前年度より増加したた
め。

上記のとおり

上記のとおり

上記のとおり

防犯講話や、青色回転灯パトロール車運転講習会を実施
し、地域の防犯力及び防犯意識の向上を図ることができた。

予算措置を伴わない事業であるが、地域の防犯意識の向上
に寄与できた。

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

自治会や老人クラブ等の要請による防犯講話や防犯協会
やボランティア団体を対象にした青色回転灯運転講習会を
実施し、一般を対象とした防犯教育を行っている。

備考

事業実施上の問題点と対応策

幅広い世代に防犯教育を実施することによ
り、防犯に対する住民の意識が高まり、犯罪
の発生率が低下している。

特定財源の増
減理由

エアポートウォーク・アピタ名古屋空港店にて、町防犯協会と西枇杷島警察
署員による啓発活動を行った。また、老人クラブに対し防犯講話を行った。

特になし。

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

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

363 -2 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 6

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

0 0 0

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

安全講話の実施安全講話の実施

防犯啓発活動防犯啓発活動

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

防犯啓発活動

安全講話の実施

内訳（具体的な内容）

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）

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

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

子ども１１０番の家を充実させ、通学路の安全確保を図る。

前年度実施計画の事業費

子ども１１０番の家の充実

全町民

平成31年度

あいち地域安全戦略２０１５

事業目的

子どもの安全確保、女性・高齢者等の防犯対策

緊急時に子どもが駆け込める場所として、通学路に「子ども１１０番の家」を設置している。 主な関連計
画・法令

防犯・交通安全

子ども１１０番の家を充実させ、通学路の安全確保を図る。 主な協働・関
連団体

事業概要

平成29年度 平成30年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

363 -2 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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）

子ども１１０番の家の充実

■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

262 310 309 308 307 306

27年度 262 236 276

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

その他財源の名称

防犯教育を充実することにより、子どもや女
性、高齢者などを対象とする犯罪が減ってい
る。

特定財源の増
減理由

備考備考

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

随時、希望のある町民に「子ども110番の家」の幟を配布し、
子ども110番の家の充実を図った。

進行管理

単位
現状値

（下段：時点）

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

町内の犯罪件数 件

子ども１１０番の家に設置してあるセーフティーコーンを申請があった所は新
調した。また、不審者情報伝達確認を行い、緊急時にはスムーズに対応が
できるように訓練を行った。

特になし。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

商工会に子ども１１０番の旗を配布した。また、申請があった
所には、セーフティーコーンを新調した。

上記のとおり

上記のとおり

上記のとおり

予算措置を伴わない事業であるが、地域の防犯意識の向上
に寄与できた。

犯罪件数が目標値を下回ったが、前年度より増加したた
め。

不審者情報伝達確認を行うことで、緊急時にはスムーズな
対応ができるように訓練を行った。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

363 -3 Ｂ 継続

担当 総務　　 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 6

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

0 0 0

実施スケジュール

活動支援

事業概要

平成29年度 平成30年度
内訳（具体的な内容）

防犯・交通安全

児童の登下校時及び学校内の安全確保のため、地域ぐるみの学校安全体制の整備を進
めるとともに、その支援を行う。 主な協働・関

連団体

ＰＴＡ

平成31年度

あいち地域安全戦略２０１５

事業目的

子どもの安全確保、女性・高齢者等の防犯対策

子どもの安全対策としてＰＴＡが校区の見守り活動を実施している。 主な関連計
画・法令

スクールガードへの支援

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

児童の安全対策としてＰＴＡが校区の見守り活動を実施している。

全町民

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 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

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）

活動支援活動支援

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

363 -3 Ｂ 継続

担当 総務　　 部 防災安全 課 防災安全 係 作成者

スクールガードへの支援

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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

262 310 309 308 307 306

27年度 262 236 276

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

事務事業評価
指標

単位
現状値

（下段：時点）

町内の犯罪件数 件

昨年度に引き続き老人クラブの安心クラブ、ＰＴＡの見守り
隊、防犯協会、自主パトロール隊の活動により、下校時にお
ける安全が確保された。本活動を充実させ、継続させていく
ためにも今後もそれぞれの活動を支援していく。

上記のとおり

上記のとおり

上記のとおり

防犯協会、自主パトロール隊にパトロール車を貸し出し、児
童下校時間にパトロールを行った。

予算を伴わない事業であるが、ボランティア団体による見回
り活動やパトロール活動が行われ、子どもの安全を図ること
ができた。

犯罪件数が目標値を下回ったが、前年度より増加したた
め。

その他財源の名称

備考

進行管理
平成28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２１年１０月小学校ＰＴＡによる通学安全見守り隊が結
成された。町教育委員会より交付金を交付し、その活動を支
援している。

備考

特定財源の増
減理由

備考

その他財源の名称

ＰＴＡの見守り活動の実施により、子どもを対
象とした犯罪が起きにくい環境が整備されて
いる。

その他財源の名称

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

子どもの安全対策としてPTAの校区の見守り活動により子どもの安全対策
が実施されている。

特になし。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

364 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 6

施策内容 4

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 8 交通安全対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 10,122 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

9 9 9

3,365 3,365 3,365

3,374 3,374 3,374

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

3,372 3,374 3,374

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

関係ボランティア団体の活動
支援

交通安全協会活動支援交通安全協会活動支援

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

関係ボランティア団体の活動
支援

実施スケジュール

交通安全協会活動支援

関係ボランティア団体の活動
支援

内訳（具体的な内容）

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）

負担金補助及び交付金

全町民

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

人口の増加によって、交通安全協会西枇杷
島負担金が増加したため。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

交通安全協会及び関係ボランティア団体への支援

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

交通安全協会や関係ボランティア団体の活動を支援する。

-

交通安全推進活動を支援することにより、安心して安全に暮らせる生活環境を目指す。

事業目的

交通安全思想の普及徹底

交通安全協会や関係ボランティア団体への活動を支援する。 主な関連計
画・法令

旅費 旅費 旅費

防犯・交通安全

交通安全の推進活動を支援し、安心して安全に暮らせる生活環境を目指す。 主な協働・関
連団体

交通安全協会

関係ボランティア団体

平成31年度

第９次愛知県交通安全計画

事業概要

平成29年度 平成30年度

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

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

364 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 係 作成者

交通安全協会及び関係ボランティア団体への支援

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 3,374 3,374 3,374

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

136 131 130 129 128 127

27年度 136 147 100

0 0 0 0 0 0

27年度 0 0 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

交通事故数は目標を達成したが、死亡事故が目標を上回っ
たため

交通安全協会に補助金を交付し活動を支援した。活動内容
については、交通事故「ゼロの日」と第３火曜日に街頭指導
活動を行い、町イベント開催時や交通安全県民運動期間内
啓発活動を実施した。しかし、平成２９年度は町内で死亡事
故が発生しており、今後も引き続き、街頭指導や啓発活動
などでより安全な運転を呼びかける必要がある。

上記のとおり

上記のとおり

上記のとおり

定期的に街頭指導や啓発活動を実施し、町民の交通安全
に対する意識向上を図ることができた。

限られた予算の中で交通安全協会の協力のもと、交通安全
活動を実施できた。

事業実施上の問題点と対応策

備考

その他財源の名称

交通安全協会や西枇杷島警察署等の関係
団体と協力し、地域住民の意識を高め、交通
死亡発生を防ぐ。

交通安全協会の活動を支援し、全国交通安全期間中には町内の商業施設
で啓発活動を実施した。また、とよやまDEないと及び防災訓練、町内体育
大会の開催時には交通指導を行い町内の交通安全に取り組んだ。

特になし。

特定財源の増
減理由

これまでの主な成果

備考

進行管理
平成31年度以
降の展望

町内の死亡事故 件

単位
現状値

（下段：時点）

その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

その他財源の名称

備考

交通安全協会の活動を支援し、全国交通安全運動期間中
の啓発活動や「交通事故０の日」と毎月第３火曜日の「豊山
町交通事故防止デー」に朝の交通安全街頭指導を実施して
いる。また、町内の行事であるとよやまＤＥナイト、防災訓練
やエアポートビューマラソンでの街頭指導を行い、交通事故
防止に努めている。

町内の交通事故数 件

事務事業評価
指標



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

365 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 3

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 6

施策内容 5

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 8 交通安全対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 4,815 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,239 1,239 1,239

366 366 366

1,605 1,605 1,605

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

1,571 1,605 1,605

事業費計（平成30年度）

交通安全施設整備

実施スケジュール

交通安全施設整備

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

工事請負費

平成29年度 平成30年度

工事請負費 工事請負費

内訳（具体的な内容）

防犯・交通安全

交通安全施設を整備することにより、町民が安全に安心して暮らせる生活環境を確保す
る。 主な協働・関

連団体

平成31年度

犯罪が起きない生活環境の確立

町内の危険箇所を把握し、施設整備を図る。 主な関連計
画・法令

需用費 需用費 需用費

事業概要

交通安全施設整備事業

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

安全・安心で住みやすさを実感できるまち

-

-

交通安全施設を整備し、交通事故のない生活環境の確立を目指す。

事業目的

実施スケジュール

全町民

事業費計（平成29年度）

事業の内訳と
事業費

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

工事請負費が増加したが、光熱水費が大幅
に減少したため、全体として減少した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

交通安全施設整備

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

365 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 係 作成者

交通安全施設整備事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 293 293 293

一般財源 1,312 1,312 1,312

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

136 131 130 129 128 127

27年度 136 147 100

0 0 0 0 0 0

27年度 0 0 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

事務事業評価
指標

指標名

町内の死亡事故 件

町内の交通事故数 件

備考

名称：臨時運行許可手数料名称：臨時運行許可手数料

町民の要望や危険箇所を把握し、交通事故
が発生しにくい環境が整っている。

備考 備考

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

平成28年度に危険箇所対策として、町道にカーブミラーの新
規設置及び鏡面追加を行った。また、交通安全灯等の施設
の維持管理を適切に行った。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

名称：臨時運行許可手数料

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

住宅が建築されたことにより、死角ができ危険になった箇所に道路反射鏡
を1基設置した。また、必要に応じて道路反射鏡や交通安全灯等の交通安
全施設には修繕を行った。

特になし。

特定財源の増
減理由

カーブミラーや交通安全灯の修繕及び移設を行い維持管理
を行った。（カーブミラー新設３箇所、修繕３箇所。交通安全
灯修繕６箇所、回転灯修繕１箇所。）
引き続き交通安全施設を適切に管理していく。

交通事故数は目標を達成したが、死亡事故は目標を上回っ
たため。

上記のとおり

交通安全施設の維持管理を適切に実施し、町内の交通危
険箇所の解消を行った。

上記のとおり

修繕費及び工事費が不足したため、流用し事業を執行し
た。

上記のとおり



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

411 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 4

人 非該当

産業 非該当

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 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 0 0

平成29年度

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29年度）

空き地管理の適正指導空き地管理の適正指導

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

地球にも人にも優しい持続可能なまち

-

-

町民一人ひとりが自然環境の大切さや尊さを認識し、今残されている自然を町民の共有財
産として保全し、次代に引き継いでいく。

環境保全事業

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

事業費計（平成30年度）

自然環境の保全

空き地などの不適切な管理地の指導を行う。 主な関連計
画・法令

全町民

主な協働・関
連団体

事業目的

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）
平成30年度

実施スケジュール実施スケジュール

事業概要

実施スケジュール

自然との共生

町民一人ひとりが自然環境の大切さや尊さを認識し、できることから行動を実践すること
で、農地等をできる限り保全し、河川を浄化し、公園などまちの浄化を進め、今残されてい
る自然を町民の共有財産として保全していく。

内訳（具体的な内容）
平成31年度

事業費計（平成31年度）

前年度実施計画の事業費

空き地管理の適正指導



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

411 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

環境保全事業

■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

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

17 16 14 11 9 6

27年度 17 8 10

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

　29年度中に雑草が繁茂している空き地の管理者に対し2
件の指導を行った。
　また、公害受付処理件数は10件あり、騒音が5件、悪臭が
5件であった。雑草や公害に対し迅速に原因を調査し、原因
者に指導を行った。

前年より件数は増加したものの、目標は達成している。

原因者に対し、適切な管理を指導した。

一次評価に同じ

一次評価に同じ

一次評価に同じ

当初予算の範囲内で適切に執行した。

生活公害に関する苦情受付
件数

件

単位
現状値

（下段：時点）
指標名

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

9月末までに2件の空き地の管理者に雑草の適正管理を指導した。
空き地の適正指導の件数は減少傾向にある。しかし、雑草が繁茂し、適正
に管理がされていない空き地も存在するため、今後も空き地の管理者に対
し、適正管理の指導を行う必要がある。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

町民の環境に対する意識がより向上し、積
極的に自然環境保護の活動に参加してい
る。

平成31年度以
降の展望

空き地に雑草が繁茂した土地の管理者に対し、適正管理の
依頼を行った

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

備考

特定財源の増
減理由

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

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

事務事業評価
指標

進行管理



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

411 -3 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 4

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 － － 項 － － 目 － －

補助等関係 補助金名

総事業費 60 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

20 20 20

20 20 20

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月 5月

6月 6月 6月

0 20 20

水生生物調査用の消耗品計上のため増。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

自然との共生

河川をはじめ快適で持続可能な環境の保全に努める。 主な協働・関
連団体

内訳（具体的な内容）

全町民及び事業者

自然環境の保全

需要費

実施スケジュール

需要費

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

需要費

前年度実施計画の事業費

平成31年度平成29年度 平成30年度

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）

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

地球にも人にも優しい持続可能なまち

生物多様性調査事業

事業目的

事業概要 町内に生息する生物の調査等を行い、生物多様性の保全に努める。 主な関連計
画・法令

事業実施スケ
ジュール

水生生物調査

実施スケジュール

事業費計（平成29年度）

事業の内訳と
事業費

新栄小学校打合せ新栄小学校打合せ

一人ひとりが、身近なところから自主的に環境保全活動に取り組む。

-

-

水生生物調査水生生物調査

新栄小学校打合せ

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

411 -3 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

生物多様性調査事業

■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 20

■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 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

水生生物調査実施 回

単位指標名

備考備考

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

　大山川の水生生物調査を昭和61年から毎年実施し、新栄
小学校と北名古屋市、清須市の環境担当者とともに、生活
排水について考える取り組みを行っている。平成28年度は、
6月15日に新栄小学校5年生47人が参加し、水生生物調査
を実施した。

特定財源の増
減理由

　児童一人ひとりが自然の大切さや尊さを認
識し、環境問題の解決に向け行動する基礎
作りの良い機会と考える。フィールドワークの
貴重な機会と考えるため、今後も事業を実施
していく。

6月9日（金）に大山川で新栄小学校5年生51名が参加し、水生生物調査を
実施した。参加には西春日井環境保全担当協議会（本町、北名古屋市、清
須）と教育委員会に生徒の監視を協力してもらい実施した。

児童数が増加傾向にあり、監視が手薄になることが懸念されるため、教育
委員会から2名の職員の協力を得ながら実施した。30年度も児童数が多く
なることが予想される（61名）ため、生徒の安全が確保できる職員数で実施
していく必要がある。

平成31年度以
降の展望

進行管理

事務事業評価
指標

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

現状値
（下段：時点）

予算の範囲内で適切に実施することができた。

一次評価に同じ

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

　6/9に大山川において、新栄小学校５年生51人による、水
生生物調査を実施した。この調査は昭和61年から行ってお
り、身近な川の水質を改善するために出来ることを考える良
い機会と学校から好評を得ている。
　生徒の安全確保のため、西春日井環境保全担当協議会
（豊山、清須、北名古屋の環境担当者）で実施しているが、
28年度から町教育委員会に参加してもらい実施している。

北名古屋市、清須市、町教育委員会の協力により、生徒の
安全を確保し実施することができた。

身近な川の水質について考える貴重な機会と考える。

一次評価に同じ

安全配慮のうえ、実施することができた。

備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

412 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 4

人 該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 2

予算体系 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,466 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

304 304 304

518 518 518

822 822 822

時期（月） 時期（月） 時期（月）

10月 10月 10月

11月 11月 11月

800 822 822

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

環境フェスティバル開催環境フェスティバル開催

事業費計（平成29年度）

記念品購入、事業用器材借
用

記念品購入、事業用器材借
用

事業費計（平成30年度）

内訳（具体的な内容）

記念品購入、事業用器材借
用

環境フェスティバル開催

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

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）

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

地球にも人にも優しい持続可能なまち

住民一人ひとりが環境を地球規模で考え、身近なところから自主的に環境保全活動を実施
する連携の基礎を作る。

-

環境フェスティバルを通じ、ごみ減量の循環型社会（３Ｒ）や環境保全の意識の向上を図
る。

環境フェスティバルの開催事業

使用料及び賃借料（テント等の賃借料）の増
による

事業目的

毎年１１月の第２土曜日（文化展と同時開催）に開催し、住民・消費者団体によるフリーマー
ケット、県・町による環境保全の啓発を行う。 主な関連計

画・法令

需用費

事業費計（平成31年度）

自然との共生

環境フェスティバルを通じ、ごみ減量の循環型社会（３Ｒ）や環境保全の意識の向上を図
る。 主な協働・関

連団体

環境保全意識の啓発

需用費

平成31年度

町民

使用料及び賃借料

需用費

事業概要

平成29年度 平成30年度

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

412 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

環境フェスティバルの開催事業

■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 822 822 822

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1,331 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540

27年度 1,331 1,569 1,402

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

　11月11日に文化展と同時開催した。29年度は会場をスカ
イプール駐車場に変更し、商工会朝市と同一会場で実施し
たため、一体感のある環境フェスティバルを開催することが
できた。
　また、29年度は中部電力に参加してもらい、今までのごみ
収集、浄化槽維持管理に加え、省エネのＰＲを行った。
　今後も啓発内容と方法は、参加者に共感を与える企画をし
ていく必要がある。

目標に達しなかったものの、商工会と同一会場で開催する
ことで一体感のあるイベントとなった。

一次評価に同じ

例年、1000人を超える参加者がることから、ごみ減量、浄化
槽などの環境問題の関心の高さが伺える。

一次評価に同じ

予算の範囲内で適切に行った。

一次評価に同じ

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

　町民が出店し来場することで、手軽に資源
循環、ごみ減量、浄化槽の適正管理などの
環境問題を意識することができる機会となっ
ているため、今後も事業を継続する。

平成31年度以
降の展望

　毎年、ごみ減量と資源循環の推進を目的に文化展と同時
開催している。社会の環境への関心の高まりとともに、環境
フェスティバルへは例年1500名程度の参加者がある。平成
28年度は11月12日に開催した。

特定財源の増
減理由

その他財源の名称

進行管理

その他財源の名称 その他財源の名称

備考 備考

　11月11日（土）の文化展との同時開催に向け、文化協会及び商工会と調
整を行った。29年度は会場を社会教育センター駐車場からスカイプール駐
車場に変更し、初めての開催になる。また、新たに中部電力に参加してもら
い、省エネについて啓発を行い、これまでの環境問題やごみ減量につい
て、家族で楽しみながら学ぶ機会を提供する。

　ごみ減量、資源循環を目的とした事業であり、例年、環境クイズ、フリー
マーケット、ごみ収集業者による環境学習等のコーナーを設け啓発を行って
いる。
　29年度は中部電力に参加してもらい、省エネの啓発を行う。来年度以降も
事業者に呼びかけを行い、広く環境問題について考えることができるよう、
企画する必要がある。

備考

現状値
（下段：時点）

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

事務事業評価
指標

単位指標名

環境フェスティバル参加者数 人



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

412 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 4

人 該当

産業 非該当

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 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 72 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

24 24 24

24 24 24

時期（月） 時期（月） 時期（月）

6月 6月 6月

7-8月 7-8月 7-8月

随時 随時 随時

24 24 24前年度実施計画の事業費

事業概要

平成30年度
内訳（具体的な内容）

事業の内訳と
事業費

平成31年度

町民

平成29年度

出前講座

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

自然との共生

環境保全に関する情報を収集し、啓発や学習会などにより、住民一人ひとりが環境を地球
規模で考え、身近なところから自主的に環境保全活動を実践する連携の基礎作りを行う。

事業目的

出前講座

実施スケジュール

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

需用費

環境保全意識の啓発

体験型環境学習会、出前講座の開催や広報での啓発を行い、住民一人ひとりが環境を地
球規模で考え、身近なところから自主的に環境保全活動を実践する連携の基礎作りを行
う。

主な関連計
画・法令

主な協働・関
連団体

需用費

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

内訳（具体的な内容）

需用費

出前講座

参加者受付

エコクッキング

事業費計（平成31年度）

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

地球にも人にも優しい持続可能なまち

一人ひとりが自然の大切さや尊さを認識し、環境問題の解決に向け行動する基礎作りを目
指す。

-

-

環境学習事業

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

エコクッキングエコクッキング

参加者受付参加者受付

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

412 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

環境学習事業

■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 24 24 24

■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 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

進行管理

特定財源の増
減理由

指標名

環境学習会等開催数 回

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

その他財源の名称

備考備考

これまでの主な成果

生活排水、ごみ減量、地球温暖化対策、自
然環境などをテーマに一人ひとりが自然の
大切さや尊さを認識し、環境問題の解決に
向け行動する基礎作りを行う。

平成31年度以
降の展望

平成22年から親子で参加できるエコクッキングを実施してい
る。平成28年度は7月26日に開催し、8組21名の親子が参加
した。
出前講座については、ごみの減量、生活排水のメニューが
あり、依頼があったときに実施している。

平成28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

　平成22年度から開始したエコクッキングは、今年で8回実施した。
　参加者からは環境に配慮した料理方法を学ぶことができたと好評であっ
た。

　東邦ガスとの共催により、8月3日（木）にエコクッキングを実施した。11組
28名の親子が参加し、地球にやさしい、ごみを出さない料理方法を学んだ。

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
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

　8月3日に東邦ガスとの共催で、エコクッキング（環境に優し
いごみを出さない料理教室）を開催した。
　平成22年度から始まったエコクッキングは8回目になり、毎
年参加者からは、環境に配慮した料理方法を親子で学ぶこ
とができたと好評を得ている。
　しかし、東邦ガスから、平成31年度以降のエコクッキング
の打ち切りを打診されているため、新たな環境学習を検討
する。

環境学習会としてエコクッキングを開催することができた。

一次評価に同じ。

エコクッキングを通じ、環境に優しい生活を実践する基礎づ
くりができた。

一次評価に同じ。

当初予算の範囲内で適切に執行している。

一次評価に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

421 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 4

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 1

予算体系 款 4 衛生費 項 2 清掃費 目 1 塵芥処理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,053,120 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

20,004 20,004 20,004

249,769 249,769 263,842

76,576 76,576 76,576

346,349 346,349 360,422

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

4月 4月 4月

毎月 毎月 毎月

497,717 346,349 346,349

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

広報紙掲載広報紙掲載

搬入指導

ごみ収集委託契約ごみ収集委託契約

負担金補助及び交付金

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール 実施スケジュール

平成31年度

町民

一般廃棄物処理基本計画

需用費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

委託料

負担金補助及び交付金

循環型社会

負担金補助及び交付金

リデュース、リユース、リサイクルのスリーアールの取り組みを町民、行政がそれぞれの役
割を分担し協働で推進し、ごみの発生と排出を抑制する。 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29～31年度）

まちづくり重
点目標

地球にも人にも優しい持続可能なまち

一人ひとりがごみ減量について、意識しながら行政の施策に協力し、ごみを出さないライフ
スタイルを実践する。

-

リデュース、リユース、リサイクルのスリーアールの取り組みを町民、行政がそれぞれの役
割を分担し協働で推進し、ごみの発生と排出を抑制する。

ごみ処理事業

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

組合分担金を補正で増額（5,847千円）

前年度実施計画の事業費前年度実施計画の事業費

事業目的

ごみ減量対策の推進

住民に広報誌や出前講座を通じ、ごみ減量の情報提供（啓発）を行う。また、排出されたご
みを適切に収集運搬し処理を行う。 主な関連計

画・法令

需用費

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

需用費

事業概要

平成29年度 平成30年度

委託料

実施スケジュール

ごみ収集委託契約

広報紙掲載

搬入指導搬入指導

前年度実施計画の事業費

委託料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

421 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

ごみ処理事業

■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 66,268 66,268 66,268

一般財源 280,081 280,081 294,154

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

226 216 215 214 213 212

27年度 226 222 222

5,071 4,940 4,930 4,920 4,910 4,900

27年度 5,071 5,074 5,101

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

当初予算の範囲内で適正に事業を執行した。

一次評価に同じ

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

 毎年、名古屋市と一般廃棄物の受入処理契約を締結し、名
古屋市ごみ処理工場で処理を行っている。平成29年度は、
家庭系可燃ごみ3,226ｔ、不燃ごみ226ｔ、粗大ごみ45ｔ、事業
系可燃ごみ1,604ｔ、合計5,101ｔのごみを処理した。
　人口増加に伴いごみの総量は増加しているが、家庭ごみ
一人当たりの排出量は前年度と同量となっている。今後もご
み減量の啓発を行う。
　29年3月に名古屋市が着手した清掃工場建設工事は、30
年3月末時点で計画4％に対し、実績4％と順調に進んでい
る。また、衛生組合が、29年度に余熱利用施設（温水プー
ル）の基本設計を行い、33年度の供用開始に向け、名古屋
市、北名古屋市、衛生組合と調整を行う。

一人当たりのごみ排出量は減少しているものの、目標は達
成していない。

目標の達成に向け、ごみ減量の啓発を続ける必要がある。

適正かつ円滑にごみを処理した。

一次評価に同じ

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成31年度以
降の展望

　一般廃棄物処理基本計画に基づき、リ
デュース、リユース、リサイクルの３Ｒの取組
を推進し、ごみの減量に取り組む。
　また、（仮称）北名古屋工場と余熱利用施
設（温水プール）建設に向け、名古屋市、北
名古屋市及び衛生組合と調整し、安定した
ごみ処理を目指す。

　家庭から排出されたごみを収集し名古屋市に運搬する業
務を委託し、安定したごみ処理を行っている。
　平成22年度から名古屋市と委託契約を結び、名古屋市清
掃工場でごみを処理している。
 家庭からのごみについては、人口の増加とともに微増傾向
にある。

現状値
（下段：時点）

年間の廃棄物量

指標名

ｔ

年間の家庭ごみ排出量（人
口当たり）

ｋｇ

単位
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

　毎年、名古屋市と一般廃棄物の受入処理契約を締結し、名古屋市の清掃
工場で焼却・破砕処理を行っている。9月末までに可燃ごみは1,681,090㎏、
不燃ごみは114,360㎏、粗大ごみは20,530㎏を処理し、49,063,883円の処理
費を支払った。
　また、32年の新工場建設の供用開始に向け、名古屋市、北名古屋市と調
整を行っており、9月末にごみ処理費用について、減額措置の要望を行っ
た。
　温水プールの建設は、6月に衛生組合が基本設計を発注した。

　可燃ごみについては、人口増加に伴い増加傾向にあり、今後もリデュー
ス、リユース、リサイクルの３Ｒの取り組みを町民、事業者、行政がそれぞれ
の役割を協働で推進し、ごみの発生と排出を抑制する必要がある。
　清掃工場建設については、名古屋市、北名古屋市、衛生組合と調整を行
い円滑に事業を推進する必要がある。
　災害廃棄物処理計画の策定を30年度までに行うよう県から求められてい
る。
　水銀に関する水俣条約が29年8月に発効となり、水銀製品の分別回収を

進行管理

備考

その他財源の名称

備考

事務事業評価
指標

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

ごみ袋販売額の減、粗大ごみ処理券販売額
の減

塵芥処理手数料

特定財源の増
減理由

備考

塵芥処理手数料 塵芥処理手数料

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

421 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 4

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

11月 11月 11月

0 0 0

一般廃棄物処理基本計画

環境フェスティバル開催

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

環境フェスティバル開催

事業費計（平成29年度）

広報紙掲載

前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

広報紙掲載広報紙掲載

環境フェスティバル開催

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

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

地球にも人にも優しい持続可能なまち

-

事業者は自らの責任においてごみを適正に処理し、行政の施策に協力し、ごみを出さない
事業活動を実践する。

-

事業者に対する啓発事業

実施スケジュール

事業目的

ごみ減量対策の推進

広報誌を通じ、循環型社会の実現を目指し、リデュース、リユース、リサイクルの３Ｒの取り
組みを推進し、ごみを出さない事業活動を啓発する。 主な関連計

画・法令

循環型社会

事業者は自らの責任においてごみを適正に処理し、行政の施策に協力し、ごみを出さない
事業活動を実践するため協力要請や意識啓発を行う。 主な協働・関

連団体

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律

内訳（具体的な内容）
平成31年度

事業者

事業費計（平成31年度）

事業概要

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

平成29年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

421 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

事業者に対する啓発事業

■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

1,595 2,810 2,800 2,790 2,780 2,772

27年度 1,595 1,617 1,604

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

備考

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

　事業系可燃物は、収集運搬許可業者が収集し、名古屋市のごみ処理施
設へ運搬し処理をしている。搬入量に応じ町が、許可業者に対し手数料を
徴収し、許可業者は事業者から手数料を徴収している。手数料は1㎏あたり
32円で、9月末までに816,240㎏のごみを収集し17,875,656円の手数料を徴
収している。
　また、北部市場関連の企業とアピタについては、生ごみを市外で資源化し
ており、資源化によりごみの総量を減量させることができるため、事業者に
対し、資源化を推奨していく。

今後も引き続き、事業者が適切に廃棄物を適正に処理し、ごみ減量化が推
進されるよう、指導する必要がある。

　平成29年度の事業系可燃ごみの処理量は、1,604,120㎏で
あった。平成28年度より約13ｔ減少しており、目標値も達成し
ている。
　また、事業者の廃棄物の資源化の取り組みが進んだこと
も要因の一つとなっている。

事業者の資源化の取り組みにより、目標を達成することが
できた。

一次評価に同じ

事業者の資源化の取り組みを継続して実施することにより、
目標を達成することができた。

一次評価に同じ

目標を達成するこができた。

一次評価に同じ

　事業者の資源化は今後も継続するものと
思われる。行政は事業者のごみの資源化を
啓発し、排出先自治体と必要な調整を行い、
廃棄物を減量する。

進行管理

備考

平成31年度以
降の展望

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

　事業者は、廃棄物を1キロ当たり32円の処分費と収集運搬
費を支払い処理している。この処理費の削減のため、積極
的に資源化に取り組んでいる。アピタや北部市場関連企業
では、食品廃棄物のリサイクル（堆肥化）を実施し、廃棄物
の減量に取り組んでいる。

備考

その他財源の名称

事業者から出るごみの排出
量

ｔ

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

事務事業評価
指標

指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

422 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 4

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 2

予算体系 款 4 衛生費 項 2 清掃費 目 2 塵芥処理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

適時 適時 適時

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29年度）

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

関係機関との調整関係機関との調整関係機関との調整

事業費計（平成31年度）

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

-

ごみ共同処理事業

ごみ処理施設の整備・推進

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

地球にも人にも優しい持続可能なまち

-

-

廃棄物の広域処理施設・広域処分場整備に関する会議に参加し、情報収集に努める。ま
た、ごみ処理施設の建設に向け、関係機関と協議し調整を行う。 主な関連計

画・法令

循環型社会

前年度実施計画の事業費

北名古屋衛生組合のごみ処理施設が老朽化していることから、ごみ処理広域化計画によ
り、平成３２年度に名古屋市が北名古屋衛生組合の用地にごみ処理施設を建設し、共同で
ごみを処理する。

主な協働・関
連団体

行政

北名古屋市、北名古屋衛生組合

愛知県、名古屋市等

平成31年度

一般廃棄物処理基本計画

廃棄物の清掃及び処理に関する法律

事業概要

平成30年度

事業目的

内訳（具体的な内容）

事業の内訳と
事業費

平成29年度

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

422 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 係 作成者

ごみ共同処理事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

5,173 4,940 4,930 4,920 4,910 4,900

27年度 5,173 5,074 5,101

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

特定財源の増
減理由

その他財源の名称

　（仮称）北名古屋清掃工場の建設が平成29年3月に着工
し、平成30年3月末までの工事進捗状況は、計画4％に対し
実績4％と順調に進んでいる。また、清掃工場建設運営に関
する地域連絡協議会を5月25日と2月15日に開催し、周辺地
域と事業者と調整を行った。
　温水プールは、衛生組合が33年度の供用開始を目指し、
29年度に基本設計を行った。

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

（仮称）北名古屋清掃工場の建設が平成29年3月に着工した。また、清掃工
場建設運営に関する地域連絡協議会を5月25日に開催し、周辺地域と事業
者と調整を行った。
　清掃工場が建設されるまでの間のごみ処理単価について、北名古屋市、
衛生組合とともに名古屋市に減額の要望を9/29に行った。
　衛生組合が

備考

清掃工場建設に係る関係機関や周辺地域と調整を行った。

平成32年度に名古屋市が北名古屋衛生組
合の用地にごみ処理施設を建設し、共同で
ごみを処理するため、引き続き関係機関と調
整を行う。

平成31年度以
降の展望

一次評価に同じ

人口増加に伴い、ごみ量も増加しているため、目標は達成し
なかった。

一次評価に同じ

清掃工場建設に係る関係機関や周辺地域と調整を行った。

一次評価に同じ

　（仮称）北名古屋清掃工場の建設運営が円滑に進むよう、関係する自治
体、地域と調整をしていく必要がある。また、藤岡処分場の延命のため、愛
知臨海環境整備センターの搬入に必要な手続きを行う。

備考 備考

その他財源の名称

事務事業評価
指標

進行管理
平成32年度のごみ処理施設の稼働に向け、県、名古屋市、
北名古屋市、衛生組合等の関係機関と協議し調整を行って
いる。

年間の廃棄物量

指標名 単位

ｔ

その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

目標値（上段：目標値、下段：実績値）現状値
（下段：時点）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

423 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 4

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 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 121,734 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

60 60 60

5 5 5

850 850 850

399 399 399

30,039 30,039 30,039

13 13 13

9,212 9,212 9,212

40,578 40,578 40,578

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月２回 毎月２回 毎月２回

年３回 年３回 年３回

随時 随時 随時

40,312 40,578 40,578前年度実施計画の事業費

負担金補助及び交付金

報酬

旅費

使用料及び賃借料

内訳（具体的な内容）

事業概要

負担金補助及び交付金

平成29年度 平成30年度

旅費

報酬

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

リデュース、リユース、リサイクルのスリーアールの取り組みを町民、行政がそれぞれの役
割を分担し協働で推進し、資源を有効に再利用する循環型社会を形成する。

役務費

需用費

内訳（具体的な内容）

事業の内訳と
事業費

団体資源奨励金申請・交付

役務費（傷害保険料）の増、委託料（分別収
集運搬業務委託料）の増。

前年度実施計画の事業費

事業目的

報酬

前年度実施計画の事業費

団体資源奨励金申請・交付

資源分別収集・再資源化の推進

リサイクルの重要性について情報提供を行う。リサイクルのルートを確立する。資源の奨励
金を交付する。 主な関連計

画・法令

一般廃棄物処理基本計画

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

地球にも人にも優しい持続可能なまち

一人ひとりが分別収集について、意識しながら行政の施策に協力し、ごみを出さないライフ
スタイルを実践する。

-

リデュース、リユース、リサイクルのスリーアールの取り組みを町民、行政がそれぞれの役
割を分担し協働で推進し、資源を有効に再利用する循環型社会を形成する。

ごみ資源化事業

団体資源奨励金申請・交付

実施スケジュール

循環型社会

事業費計（平成29年度）

使用料及び賃借料

事業費計（平成31年度）

負担金補助及び交付金

旅費

委託料

使用料及び賃借料

実施スケジュール

平成31年度

全住民

地区資源分別収集

奨励金交付

需用費

役務費

地区資源分別収集

奨励金交付

実施スケジュール

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

奨励金交付

需用費

役務費

委託料 委託料

事業費計（平成30年度）

地区資源分別収集



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

423 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

ごみ資源化事業

■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 3,312 3,312 3,312

一般財源 37,266 37,266 37,266

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

15.5 21.0 22.0 23.0 24.0 25.5

27年度 15.5 13.5 13.5

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

地区リサイクル資源売上金

％

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
単位

現状値
（下段：時点）

地区リサイクル資源売上金

その他財源の名称

 一般廃棄物処理基本計画に資源化量の向
上を目標に掲げており、3Rの取り組みを町
民、行政がそれぞれの役割を分担し協働で
推進し、ごみの発生と排出を抑制する。今後
も、情報収集をし、資源化を推進し、ごみ減
量を図る。

備考

平成31年度以
降の展望

その他財源の名称

指標名

地区リサイクル資源売上金

備考

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

地区及び団体に対し資源分別収集奨励金を交付することに
より、ごみ減量（資源化）を推進した。また、平成21年度に開
設したリサイクルステーションの収集量は、年々増加し、現
在は町全体の約3割の収集量になる。H27年度の資源収集
量427,946ｋｇ（うちリサイクルステーション分153,795ｋｇ）で
あった。

備考

平成9年度に資源分別収集を開始し、住民に奨励金を交付し、住民とともに
リサイクルを推進してきたが、新聞等の紙資源回収量については、ここ数
年、微減傾向が続いている。資源回収率の向上のため、さらに啓発を行う
必要がある。また、プラスチックの戸別回収など、回収方法の見直しと効果
について検証していく必要がある。

　平成29年度の資源分別収集量は、容器包装が190,253
㎏、紙類が229,220㎏、団体資源が54,060㎏の合計473,533
㎏を回収しリサイクルした。なお、地区及び団体に対し、
8,733,248円の奨励金を交付した。
　なお、資源回収量は28年度比で約1％増加した。
　また、リサイクルステーションの回収量は143,685㎏にな
り、町全体の30.3％になる。

資源回収率が減少傾向にあるなか、前年度と同率となっ
た。

一次評価に同じ。

リサイクルステーションの利用率は約3割になり、資源を出し
やすい環境に寄与している。

一次評価に同じ。

予算の範囲内で適切に執行することができた。

一次評価に同じ。

事務事業評価
指標

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

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

家庭ごみに占める分別資源
の割合

資源分別収集を実施する地区と団体に対し、奨励金を交付し資源分別収集
事業を推進している。9月末までに約240トンの資源を回収し、地区と団体に
2,623,199円の奨励金を交付した。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

423 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 4

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 － － 項 － － 目 － －

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月２回 毎月２回 毎月２回

年３回 年３回 年３回

随時 随時 随時

0 0前年度実施計画の事業費

事業概要

平成29年度

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

平成31年度

全住民

地区資源分別収集地区資源分別収集

奨励金交付

団体資源奨励金申請・交付

ごみを減らし資源を有効活用するためにリデュース、リユース、リサイクルのスリーアール
の取り組みを町民、行政がそれぞれの役割を分担し協働で推進し、資源を有効に再利用
する循環型社会を形成する。

事業目的

平成30年度

奨励金交付

団体資源奨励金申請・交付

リデュース、リユース、リサイクルのスリーアールの取り組みを町民、行政がそれぞれの役
割を分担し協働で推進し、資源を有効に再利用する循環型社会を形成する。

資源分別収集・再資源化の推進

町が収集した資源を適切に処理し、リサイクルを行う。また、町民に対し、広報誌やごみの
分け方・出し方のパンフレットにより、適切な資源の排出方法の啓発を行う。 主な関連計

画・法令

一般廃棄物処理基本計画

循環型社会

主な協働・関
連団体

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29年度）

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

地球にも人にも優しい持続可能なまち

一人ひとりが分別収集について、意識しながら行政の施策に協力し、ごみを出さないライフ
スタイルを実践する。

-

資源排出・分別ルールの適正化

実施スケジュール

地区資源分別収集

奨励金交付

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

前年度実施計画の事業費

団体資源奨励金申請・交付

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

423 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

資源排出・分別ルールの適正化

■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

15.5 21.0 22.0 23.0 24.0 25.5

27年度 15.5 13.5

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

その他財源の名称

単位
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

特定財源の増
減理由

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

指標名

事務事業評価
指標

　平成29年度の資源分別収集量は、容器包装が190,253
㎏、紙類が229,220㎏、団体資源が54,060㎏の合計473,533
㎏を回収しリサイクルした。なお、地区及び団体に対し、
8,733,248円の奨励金を交付した。
　なお、資源回収量は28年度比で約1％増加した。
　また、リサイクルステーションの回収量は143,685㎏にな
り、町全体の30.3％になる。

資源回収率が減少傾向にあるなか、前年度と同率となっ
た。

一次評価に同じ。

リサイクルステーションの利用率は約3割になり、資源を出し
やすい環境に寄与している。

一次評価に同じ。

予算の範囲内で適切に執行することができた。

一次評価に同じ。

進行管理

備考

その他財源の名称

備考備考

その他財源の名称

リサイクルの重要性について情報提供を行うとともに、リサ
イクルのルートを確立した。また、地区及び団体に資源分別
収集奨励金を交付し、ごみ減量を推進した。

家庭から出る一人１日あたり
のごみに占める資源の割合

％

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

リデュース、リユース、リサイクルのスリー
アールの取り組みを町民、行政がそれぞれ
の役割を分担し協働で推進し、ごみの発生と
排出を抑制する。今後、さらに資源化を推進
し、ごみを減量する必要がある。

平成31年度以
降の展望

平成9年度に資源分別収集を開始し、住民に奨励金を交付し、住民とともに
リサイクルを推進してきたが、新聞等の紙資源回収量については、ここ数
年、微減傾向が続いている。資源回収率の向上のため、さらに啓発を行う
必要がある。また、プラスチックの戸別回収など、回収方法の見直しと効果
について検証していく必要がある。

資源分別収集を実施する地区と団体に対し、奨励金を交付し資源分別収集
事業を推進している。9月末までに約240トンの資源を回収し、地区と団体に
2,623,199円の奨励金を交付した。

現状値
（下段：時点）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

423 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 4

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 － － 項 － － 目 － －

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月２回 毎月２回 毎月２回

年３回 年３回 年３回

随時 随時 随時

0 0

事業の内訳と
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

内訳（具体的な内容）

事業概要

循環型社会

資源の分別収集や再資源化に向け、地区や住民団体が行う資源分別収集に対し奨励金を
交付することにより、住民と一体となった資源分別収集を推進する。 主な協働・関

連団体

子供会、ＰＴＡ、コミュニティ等

資源分別収集・再資源化の推進

平成30年度

実施スケジュール

奨励金交付

平成31年度

事業目的

内訳（具体的な内容）

地区資源分別収集

事業費計（平成31年度）

前年度実施計画の事業費

団体資源奨励金申請・交付

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

地球にも人にも優しい持続可能なまち

一人ひとりが分別収集について、意識しながら行政の施策に協力し、ごみを出さないライフ
スタイルを実践する。

-

リデュース、リユース、リサイクルのスリーアールの取り組みを町民、行政がそれぞれの役
割を分担し協働で推進し、資源を有効に再利用する循環型社会を形成する。

地区資源・団体資源分別収集奨励事業

平成29年度

住民

実施スケジュール

町が実施する資源分別収集に参加する地区及び営利を目的としない住民団体に対し、奨
励金を交付し、資源分別収集を促進する。 主な関連計

画・法令

一般廃棄物処理基本計画

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）事業費計（平成29年度）

前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

奨励金交付奨励金交付

団体資源奨励金申請・交付

地区資源分別収集地区資源分別収集

団体資源奨励金申請・交付



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

423 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

地区資源・団体資源分別収集奨励事業

■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

15.5 21.0 22.0 23.0 24.0 25.5

27年度 15.5 13.5

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

％

リデュース、リユース、リサイクルのスリー
アールの取り組みを町民、行政がそれぞれ
の役割を分担し協働で推進し、ごみの発生と
排出を抑制する。

平成31年度以
降の展望

備考

指標名

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

リサイクルの重要性について情報提供を行うとともに、リサ
イクルのルートを確立し、地区に資源分別収集奨励金を交
付し、ごみ減量を推進した。平成21年度には、毎週金、土、
日に資源が出せるリサイクルステーションを開設し住民の利
便性を向上させた。

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

一次評価に同じ。

予算の範囲内で適切に執行することができた。

一次評価に同じ。

進行管理

資源回収率が減少傾向にあるなか、前年度と同率となっ
た。

　平成29年度の資源分別収集量は、容器包装が190,253
㎏、紙類が229,220㎏、団体資源が54,060㎏の合計473,533
㎏を回収しリサイクルした。なお、地区及び団体に対し、
8,733,248円の奨励金を交付した。
　なお、資源回収量は28年度比で約1％増加した。
　また、リサイクルステーションの回収量は143,685㎏にな
り、町全体の30.3％になる。

単位

その他財源の名称

一次評価に同じ。

リサイクルステーションの利用率は約3割になり、資源を出し
やすい環境に寄与している。

その他財源の名称

平成9年度に資源分別収集を開始し、住民に奨励金を交付し、住民とともに
リサイクルを推進してきたが、新聞等の紙資源回収量については、ここ数
年、微減傾向が続いている。資源回収率の向上のため、さらに啓発を行う
必要がある。また、プラスチックの戸別回収など、回収方法の見直しと効果
について検証していく必要がある。

資源分別収集を実施する地区と団体に対し、奨励金を交付し資源分別収集
事業を推進している。9月末までに約240トンの資源を回収し、地区と団体に
2,623,199円の奨励金を交付した。

現状値
（下段：時点）

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

備考

特定財源の増
減理由

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

家庭から出る一人１日あたり
のごみに占める資源の割合

備考

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

431 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 4

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 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

11月 11月 11月

0 0 0前年度実施計画の事業費

再生商品の理解の醸成と利用の促進をする。 主な協働・関
連団体

平成29年度 平成30年度

事業目的

前年度実施計画の事業費

事業概要 主な関連計
画・法令

一般廃棄物処理基本計画

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

全町民、職員、事業所

平成31年度

省エネ型製品への理解の醸成と利用の促進

エネルギー

境フェスティバルや広報を通じ、省エネ型製品に対する意識を啓発する。

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

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

地球にも人にも優しい持続可能なまち

住民一人ひとりが環境を地球規模で考え、暮らしの中で３Ｒ（発生抑制、再利用、再使用）
を実践する。

企業においても環境を地球規模で考え、３Ｒ（発生抑制、再利用、再使用）を実践する。

屋外緑化が施された建物や太陽光発電パネルを設置した住宅、エコカーなどが増え、エコ
バックの利用、再生商品の利用やリサイクル資源回収も一般的になり、暮らしの中に３Ｒが
定着し、地球にも人にもやさしいまちづくりを地域みんなで実践する。

省エネ型製品の利用意識の啓発事業

事業費計（平成29年度）

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）

広報掲載

環境フェスティバル開催

広報掲載

環境フェスティバル開催

広報掲載

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

環境フェスティバル開催



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

431 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

省エネ型製品の利用意識の啓発事業

■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

15.5 21.0 22.0 23.0 24.0 25.5

27年度 15.5 13.5 13.5

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

指標名

11月11日に環境フェスティバルを開催し、再生商品や省エネ型製品の啓発
を行う。

再生商品や省エネ型製品の利用意識について、住民に涵養されるよう今後
も啓発を行っていく。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

　一般廃棄物処理基本計画にごみ減量を目
標に掲げており、ごみ減量のための施策とし
て、リサイクル情報コーナーやホームページ
なども利用し、再生商品や省エネ型製品の
啓発を行う。

平成31年度以
降の展望

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

備考 備考

一次評価に同じ

単位
現状値

（下段：時点）

役場ロビーに設置したリサイクル情報コーナーにおいて、再
生商品や省エネ型製品の展示・啓発を行っている。なお、23
年度にリサイクル情報コーナーを縮小し、展示内容の見直し
を行った。

家庭ごみに占める分別資源
の割合

11月11日に開催した環境フェスティバルで省エネ型製品の
利用啓発を行った。
今後も再生商品、省エネ製品の普及・啓発を行っていく。

再生商品や省エネ製品の利用意識について、認識はされて
いるものの、資源回収量増加には至らなかった。

一次評価に同じ

再生商品や省エネ製品の利用意識について、住民に認識
はされている。

一次評価に同じ

予算の範囲内で適切に執行する子ができた。

事務事業評価
指標

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

これまでの主な成果 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）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

431 -2 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 4

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 3 エネルギー

施策内容 1 省エネ型製品への理解の醸成と利用の促進

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 0 0

平成30年度平成29年度

事業目的

事業概要
豊山町職員環境保全行動指針に基づき、事業や業務を実施する場合には、製品の購入、
使用、建設、廃棄などの各行為において、温室効果ガスの排出抑制を心がける。 主な関連計

画・法令

豊山町職員環境保全行動指針

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 前年度実施計画の事業費

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

地球にも人にも優しい持続可能なまち

-

-

-

豊山町職員環境保全行動指針の遵守事業

豊山町職員環境保全行動指
針に基づく事業活動

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

実施スケジュール

身近なところから低炭素化社会への取り組みや温室効果ガス削減の取り組みを推進して
いくため、総務課が作成した指針に基づき行政が率先した取り組みを示す。 主な協働・関

連団体

行政

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

豊山町職員環境保全行動指
針に基づく事業活動

実施スケジュール

事業費計（平成29年度）

豊山町職員環境保全行動指
針に基づく事業活動

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

431 -2 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

豊山町職員環境保全行動指針の遵守事業

■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 1 1 1 1 1

27年度 0 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

回

その他財源の名称

今後も指針の改定に必要な情報を提供す
る。

平成31年度以
降の展望

単位

事務事業評価
指標

指標名
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

その他財源の名称

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

総務課が平成18年度に豊山町職員環境保全行動指針の一
部改正を行った。その際に必要な情報（地球温暖化対策実
行計画）を提供した。平成23年4月に指針を一部改正した。

その他財源の名称

備考 備考

　職員環境保全行動指針の地球温暖化対策実施計画は、
環境が作成し、総務課が職員環境保全行動指針として、平
成17年に作成した。
　平成28年4月に職員環境保全行動指針を総務課が改正を
行った。今後も継続して、職員環境保全環境指針の改正に
係る必要な情報を提供する。

温室効果ガス削減の状況を公表できなかった。

一次評価に同じ

職員環境保全行動指針の情報提供を行った。

一次評価に同じ

職員環境保全行動指針の情報提供を行った。

一次評価に同じ

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

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

広報誌掲載回数

平成28年4月に総務課が豊山町職員環境保全行動指針の一部改正を行っ
た。

総務課が職員環境保全行動指針を作成し運用するため、環境保全係は見
直しに必要な情報を提供する。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

432 -1 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 4

人 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 － － 項 － － 目 － －

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

11月 11月 11月

0 0 0前年度実施計画の事業費前年度実施計画の事業費

事業概要

平成29年度 平成30年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容）

エネルギー

再生商品や省エネ型製品に対する住民の意識を啓発し、再生商品や省エネ型製品の利用
を促進する。 主な協働・関

連団体

平成31年度

省エネルギー意識の普及啓発

事業目的

前年度実施計画の事業費

環境フェスティバルで省エネ型製品やその利用方法などを展示する。また、広報紙に啓発
記事を定期的に掲載する。 主な関連計

画・法令

行政

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）

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

地球にも人にも優しい持続可能なまち

住民一人ひとりが環境を地球規模で考え、地球にやさしい生活スタイルを実践する。

町の事業に協力し、住民と連携してエネルギー消費量を抑える。

-

省エネルギー普及啓発事業

環境フェスティバル開催

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

広報掲載

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

環境フェスティバル開催

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

広報掲載

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

広報掲載

環境フェスティバル開催



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

432 -1 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

省エネルギー普及啓発事業

■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 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

指標名

役場ロビーに設置したリサイクル情報コー
ナーを及び地球温暖化を考えるコーナーを
運営し、ホームページなども利用し啓発を行
う。

平成31年度以
降の展望

備考 備考

回

その他財源の名称

単位

その他財源の名称

進行管理

その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

役場ロビーに設置したリサイクル情報コーナーにおいて、再
生商品や省エネ型製品の展示・啓発を行っている。
なお、23年度にリサイクル情報コーナーの展示内容の見直
し、地球温暖化を考えるコーナーを併設し、省エネ型製品に
ついて、展示を行っている。

備考

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）

　太陽光発電システムの補助制度について、広報紙で募集
し、省エネ製品の普及促進を図った。

太陽光発電システムの補助制度を通じ、省エネ製品の普及
促進を図った。

一次評価に同じ

太陽光発電システムの補助制度を通じ、省エネ製品の普及
促進を図った。

一次評価に同じ

広報紙で補助制度の案内はしたものの、予算執行率は約6
割であった。

一次評価に同じ

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

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

広報誌掲載回数

11月11日には環境フェスティバルを開催し、再生商品や省エネ型製品の啓
発を行う。

再生商品や省エネ型製品の利用意識について、住民に涵養されるよう今後
も啓発を行っていく。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

432 -2 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 4

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 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 7,230 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2,410 2,410 2,410

2,410 2,410 2,410

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

１月 １月 １月

３月 ３月 ３月

2,410 2,410 2,410前年度実施計画の事業費前年度実施計画の事業費

事業概要

平成30年度

事業の内訳と
事業費

エネルギー

住宅用太陽光発電導入促進費補助金

温室効果ガスの発生を抑制し、地球温暖化防止に寄与するとともに町民の環境保全意識
の高揚を図る。 主な協働・関

連団体

省エネルギー意識の普及啓発

事業目的

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

県へ実績報告

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

住民が住宅に設置する太陽光発電システムに対し補助金を交付する。 主な関連計
画・法令

愛知県住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金交付要綱

 豊山町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成31年度

行政

平成29年度

県へ実績報告

前年度実施計画の事業費

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

地球にも人にも優しい持続可能なまち

住民一人ひとりが環境を地球規模で考え、地球にやさしい生活スタイルを実践する。

-

-

住宅用太陽光発電システム設置費補助事業

実施スケジュール

補助金交付申請受付

県へ補助金交付申請

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）事業費計（平成29年度）

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）

県へ補助金交付申請

県へ実績報告

内訳（具体的な内容）

県へ補助金交付申請

内訳（具体的な内容）

補助金交付申請受付

事業実施スケ
ジュール

補助金交付申請受付



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

432 -2 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

住宅用太陽光発電システム設置費補助事業

■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 294 補助率 294 補助率 294 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 2,116 2,116 2,116

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

209 200 225 250 275 300

27年度 209 239 259

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

件

その他財源の名称

　太陽光発電を含む、燃料電池、住宅エネル
ギー管理システム等の新たな省エネ設備に
対する世間の関心は高く、また、県はこれら
の省エネ設備に対する補助枠を設けた。今
後、再生可能エネルギーの利用促進は、温
暖化対策に有効と言われていることから、
国、県及び周辺自治体の動向に注意しつつ
事業を継続する。

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）

その他財源の名称

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

　住民が住宅に設置する太陽光発電システムに対し補助金
を交付し、地球温暖化対策に寄与した。
　H27年度は30件（156.45ｋＷ）の補助を行い、H16～26年度
までに209件（901.00ｋW)の補助を行った。

太陽光発電システムの設置により、節電意識が高まり、温室効果ガスの発
生抑制には、太陽光発電システムの活用は有効と言えるため、今後も補助
制度の注目は高い。ただし、太陽光発電システムだけでなく、蓄電池、エネ
ルギー管理システムといった新技術を付与し、補助事業を実施する自治体
も増えている。近隣自治体の動向を把握し、適切に対応する必要がある。

9月末までに15件、76.53ｋｗ、1128000円の交付決定を行った。

備考

その他財源の名称

備考

29年度は、20件（83.69ｋｗ）1,528,000円の補助を行った。
県では、太陽光発電単体での補助を30年度で打ち切り、太
陽光発電とエネルギー管理システム、蓄電池等との一体型
補助に切り替えるため、町の補助制度も県に合わせ補助制
度を見直す。

計画どおり目標は達成できた。

一次評価に同じ

太陽光発電システムの普及により温室効果ガスの削減に一
定の効果があったと考える。

一次評価に同じ

県の補助金を受け、予算の範囲内で適切に事業を執行し
た。

一次評価に同じ

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

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

補助事業件数



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

511 -1 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 保健予防 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 1

予算体系 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 2 予防費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 97,901 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,388 1,388 1,388

1,122 1,122 1,122

179 179 179

27,154 27,154 27,154

1,037 2,445 2,445

2,445

33,325 32,288 32,288

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

６月～１月 ６月～１月 ６月～１月

32,397 33,325 32,288

内訳（具体的な内容）

成人健康診査・がん検診の
実施及び支払い

成人健康診査・がん検診の
実施及び支払い

健康教育、健康相談、訪問
指導の実施

役務費

健康診査事業契約

備品購入費

役務費

委託料委託料

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

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

需用費

役務費

委託料

負担金補助及び交付金

健康マイレージ事業

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

自動身長計付き体組成計が故障したため、
新規購入するにあたり増加

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

健康増進事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

成人保健事業の実施により住民の健康増進を図ることを目指す。

―

―

事業目的
成人保健事業を系統的に実施することにより、生活習慣の改善・疾病の早期発見・早期治
療により町民の健康増進を図り、健康寿命の延伸を図る。

健康教育、健康相談、訪問
指導の実施

健康マイレージ事業

事業概要

負担金補助及び交付金

平成29年度

健康マイレージ事業

健康診査事業契約

平成31年度

成人保健の充実

豊山町検診事業実施要綱

成人健康診査、がん検診の実施により疾病の早期発見・早期治療につなげる。健康手帳
の交付、健康相談、健康教育、訪問指導事業を行い、生活習慣病の予防と住民の健康増
進を図る。食生活改善推進員（ごちそうさま会）の活動支援を行う。平成２８年度より健康
マイレージ事業を開始する。

主な関連計
画・法令

報償費 報償費 報償費

健康増進法

感染症の予防及び感染症の患者に関する法律

２０歳以上町民

内訳（具体的な内容）

健康づくり

疾病予防対策事業補助金、市町村健康増進事業補助金

第２次とよやま健康づくり２１計画

主な協働・関
連団体

ごちそうさま会

事業費計（平成30年度）事業費計（平成29年度）

事業の内訳と
事業費

平成30年度

需用費 需用費

負担金補助及び交付金

実施スケジュール

健康診査事業契約

健康教育、健康相談、訪問
指導の実施

成人健康診査・がん検診の
実施及び支払い



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

511 -1 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 保健予防 係 作成者

健康増進事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 83 補助率 1/2 83 補助率 1/2 83 補助率 1/2

県費 916 補助率 2/3 916 補助率 2/3 916 補助率 2/3

起債 充当率 充当率 充当率

その他 1,113 1,113 1,113

一般財源 31,213 30,176 30,176

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

34.1 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0

27年度 34.1 31.4 30.8

17.7 15 13 12 11 10.0以下

26年度公表
値

25年度実績

17.4
26年度実績
27公表値

16.1
27年度実績

17.4
28年度実績

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

健康診査手数料 健康診査手数料

％

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成31年度
以降の展望

個別がん検診として平成22年度から肺がん・乳がん検診
を、平成24年度から、大腸がん・前立腺がん検診を実施。
平成21年度から子宮がん検診及び乳がん検診、平成23年
度から大腸がん検診を節目の人に無料で実施。平成28年
度は子宮がん検診を20歳と30歳の人、乳がん検診及び大
腸がん検診を40歳と50歳の人に無料で実施している。食生
活改善推進員の養成講座を平成27年度に実施。とよやま
健康マイレージ事業を平成28年6月から実施しており、その
中で健康講座を3回開催した。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

がん検診の受診率はここ数年で減少してきている。とくに子
宮がん検診ではＨ28年度の19.5%に対して、Ｈ29年度は
16.6%と大幅な減少が見られている。来年度より、子宮がん
検診の受診率の向上のため、集団健診の実施を開始し、女
性のがん検診として、乳がん検診と同時に受診できるように
していく。
健康マイレージは成人版257名、小学生版342名の申請が
あった。来年度は、対象者に中学生も加えることで、小学生
から成人まで、生涯にわたる健康づくりを支援していく。
また、内臓脂肪症候群該当者も昨年度より増加が見られて
いる。引き続き、特定保健指導による継続的な支援の実施
に取り組むとともに、健康マイレージ事業等の活用による運
動習慣の定着に向けた取り組みを推進していく必要があ
る。

予算内で事業を実施できた。

効果的である。

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

がん検診補助金の基準単価が増額になった
ため増加。
健康マイレージ事業を開始したため増加。

子宮がん検診受診者は、9月現在で昨年度184人に対し、今年度は165人
と、減少している。乳幼児健診等の機会を通して、いままで受けたことのな
い人への啓発を進めていく。
健康マイレージ事業は、成人版は、昨年度から引き続き参加される方がほ
とんどである。新たな参加者を増やすため、1歳6か月児健診及び3歳児健
診で、チャレンジシートの配布し、周知していく。

事務事業評
価指標

健康増進法保健事業及び国保加入者の特
定健診・特定保健指導を継続して実施し、住
民の健康レベルの向上と健康寿命の延伸を
図る。

上記に同じ。

進行管理

備考

その他財源の名称

備考

指標名 単位
現状値

（下段：時点）

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

備考

がん検診、特に子宮がん検診の啓発、特定保健指導による
成果が上がらなかった。

健康診査手数料

その他財源の名称

内臓脂肪症候群該当者率 ％

がん検診受診率

がん検診受診率、内臓脂肪症候群該当者率とも目標に達
成していない。

上記に同じ。

6月から、子宮がん検診（20歳、30歳女性）、乳がん検診（40歳、50歳女
性）、大腸がん検診（40歳、50歳男女）の無料クーポンを配布。6月と9月に
集団健診（特定健診、後期高齢者健診）と同時にがん検診を実施した。個
別検診は4月から子宮がん検診、6月から肺がん検診、大腸がん検診、前
立腺がん検診を実施した。特定保健指導を7月から始め、初回面接と、1か
月ごとの電話支援を実施している。また、健康マイレージ事業では成人版
に加え、小学生版のマイレージを開始し、対象者を拡大した。

特定財源の
増減理由



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

512 -1 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 保健予防 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 5

人 該当

産業 非該当

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 4 衛生費 項 2 保健衛生費 目 3 母子衛生費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 87,069 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

6,058 6,058 6,058

701 701 701

11 11 11

20,915 20,915 20,915

1,338 1,338 1,338

29,023 29,023 29,023

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

28,584 29,023 29,023

負担金補助及び交付金

妊産婦・乳幼児健康診査の
実施及び支払い

母子保健法

事業概要

平成29年度 平成30年度

需用費 需用費

負担金補助及び交付金

健康づくり

子ども・子育て支援交付金、一般不妊治療費助成事業補助金、母子保健衛生費補助金

役務費

母子保健事業の実施により母子の健全な育成を図り、子育てが安心してできるよう支援し
ていく。 主な協働・関

連団体

母子保健推進員、食生活改善推進協議会

中京大学、愛知学院大学

平成31年度

事業目的

母子保健の充実

第2次とよやま健康づくり２１計画

妊産婦・乳幼児健診の実施、健康相談、健康教育、訪問を系統的に実施することにより、
母子の健康増進・健全育成を図り、虐待予防を図る。不妊検査費補助金及び妊産婦・乳児
健康診査費補助金の執行業務を行う。

主な関連計
画・法令

報償費 報償費 報償費

すこやか親子２１計画

妊産婦・乳幼児健康診査の
実施及び支払い

健康相談・健康教育・訪問指
導の実施

健康相談・健康教育・訪問指
導の実施

母子保健事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

母子保健事業を充実することにより、母子の健康増進・健全育成を図ることを目指す。

―

―

妊婦・乳幼児及びその保護者、思春期青年

健康相談・健康教育・訪問指
導の実施

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

利用者支援事業母子保健型を実施すること
により、相談業務を充実させる必要があるた
め、報償費が増額。産婦健診の補助を行う
ため、委託料が増額。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

妊産婦・乳児健康診査契約

（西名古屋医師会・県医師会
との契約）

内訳（具体的な内容）

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）

需用費

役務費

妊産婦・乳児健康診査契約妊産婦・乳児健康診査契約

役務費

事業費計（平成29年度）

委託料委託料

実施スケジュール

負担金補助及び交付金

委託料

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

（西名古屋医師会・県医師会
との契約）

（西名古屋医師会・県医師会
との契約）

妊産婦・乳幼児健康診査の
実施及び支払い

豊山町妊婦乳児健康診査実施要綱



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

512 -1 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 保健予防 係 作成者

母子保健事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 624 補助率 1/3、1/2 624 補助率 1/3、1/2 624 補助率 1/3、1/2

県費 325 補助率 1/3 325 補助率 1/3 325 補助率 1/3

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 28,074 28,074 28,074

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

40.2 37.0 40.0 42.0 45.0 50.0

28年度 38.3 40.2 40.3

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

子育てを楽しいと感じる保護
者

％

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

進行管理
平成31年度以
降の展望

妊婦健康診査回数を１４回とし、平成２３年度から成人Ｔ細
胞性白血病検査・クラミジア検査を加えて実施する。出生数
の増加により、３か月児健診を毎月実施。健康相談・健康教
育の参加者の増加、健診受診率の向上が見られた。また、
母子手帳交付時よりハイリスク妊婦のスクリーニングを行
い、妊娠期からの切れ目のない支援へ向け妊婦訪問、出産
後の養育支援訪問事業等の取り組みを行った。

備考

特定財源の増
減理由

利用者支援事業母子保健型を実施するにあ
たり、国費が増額。産後ケア事業、産婦健康
診査を実施することにより県費が増額。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成29年度より専任の保健師を配置し、全妊婦を対象とした支援プランの
作成を実施し、妊娠期から切れ目のない支援の実施に努めている。また、
福祉課と母子要支援ケース検討会を実施し、対象者の実情に合わせた支
援の検討を行っている。さらに産後８週以内の産婦を対象に産婦健診の補
助を開始しており、産婦の健康状態の把握に努めている。

妊婦を対象とした支援プランの作成を行っているが、今後は作成したプラン
の評価を実施し、より対象者の状況に沿った支援を行っていく必要がある。
また産婦健診の結果を活用し、出産後の孤立をしやすい時期に、医療機関
との連携を含めた支援の充実を図っていく必要がある。

備考

その他財源の名称

妊娠期からの切れ目のない支援に向けて妊
娠期より要支援妊婦への支援を行うととも
に、出産後も育児に対する負担感が大きい
家庭に対し、早期介入を図ることで母子の健
康増進と子育てが楽しく感じる保護者の増加
を図る。

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

　子育てを楽しいと感じる保護者の割合は横ばい傾向であ
り、目標を達成していない。
　母子手帳交付時にハイリスク妊婦を把握し訪問や相談に
つなげ支援を実施することで、妊娠期より切れ目のない支
援の充実に努めた。妊娠期から継続的支援を行うことで、早
期より対象者との関係を築き、虐待予防に努めている。
　乳児訪問にて、産後うつの指標となる質問票を使用し、母
親の精神状況の把握に努めているが、産後うつのリスクが
高い母親の数が増加しているため、産前産後サポートや養
育支援訪問を行い、出生後の支援体制を強化していく必要
がある。

子育てを楽しいと感じる保護者の割合は、目標値を達成で
きなかったが、前年度より、０．１％上昇した。

目標値を達成できなかった。

ハイリスク妊婦を早期に把握し、妊娠期からの継続的な支
援により虐待予防に努めており、微増ではあるが効果はあ
る。

努力成果はある。

予算内で、必要な事業を実施できた。

効果的である。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

513 -1 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 保健予防 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 5

人 該当

産業 非該当

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 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 1 保健衛生総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 53,853 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

17,951 17,951 17,951

17,951 17,951 17,951

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

４月・１２月 ４月・１２月 ４月・１２月

18,039 17,951 17,951

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

負担金の支払

一次救急医療体制及び済衆館
病院による二次救急の実施

一次救急医療体制及び済衆館
病院による二次救急の実施

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール
一次救急医療体制及び済衆館
病院による二次救急の実施

内訳（具体的な内容）

負担金の支払

内訳（具体的な内容）

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）

負担金の支払

住民

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

済衆館病院の二次救急医療に対する施設
整備費負担金、運営費負担金が増加

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

広域医療圏業務負担事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

尾張中部医療圏における一次医療救急及びニ次救急医療体制を実施することにより、地
域医療体制の充実を図る。

―

―

愛知県医療圏保健医療計画

事業目的

地域医療体制の充実

尾張中部医療圏の休日における一次救急医療及び二次救急医療機関である済衆館病院
の救急医療部門の施設整備及び運営費負担、尾張西北部広域二次救急医療圏の負担金
支払などを行う。

主な関連計
画・法令

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

健康づくり

尾張中部医療圏における一次救急医療及び二次救急医療体制の充実により地域医療体
制の充実を図る。 主な協働・関

連団体

済衆館病院

尾張西北部二次救急病院９病院

平成31年度

医療法

事業概要

平成29年度 平成30年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

513 -1 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 保健予防 係 作成者

広域医療圏業務負担事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 17,951 17,951 17,951

■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 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

平成26年度より西春日井広域事務組合２次救急医療整備事業負担を開始
し、運営費と合わせて今後数年間の負担金増加が見込まれる。

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

一次・二次救急医療体制の維持ができた。済衆館病院の二
次救急医療運営費負担金については、決算により負担金額
が予算額を下回ったため、減額補正を行った。今後も一次・
二次救急医療体制を維持するため、医師会・歯科医師会と
の交渉を行っていく。

備考

その他財源の名称

済衆館病院の救急部門の運営費、施設整備
費の補助を継続して行う。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

平成１８年１１月から済衆館病院の救急部門の開始に伴い、
平成１８年度から施設整備及び運営費の補助を行ってき
た。施設整備費補助金については平成２２年度で一旦終了
したが、開設後８年経過し検査機器等が老朽化したため平
成２６年度から設備整備費補助を実施している。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

効果的である。

計画どおり広域救急体制負担金の支払いをした。

計画どおり推移している。

広域医療圏における一次・二次救急医療体制の維持ができ
た。

十分な成果が上がっている。

予算の範囲内で事業を実施することができた。

単位
現状値

（下段：時点）

尾張中部医療圏救急二次医
療機関数

箇所

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

尾張西北部広域二次救急医療病院長等協議会において、清須市のはるひ
呼吸器病院が2次救急病院として承認された。
西春日井広域事務組合行政協議会の審査委員会において運営負担金が
確定し、11月に支払う予定。

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

514 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保健センター 課 保健予防 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 4

予算体系 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 2 予防費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,467 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

122 122 122

92 92 92

205 205 205

70 70 70

489 489 489

時期（月） 時期（月） 時期（月）

9月 9月 9月

489 489 489

事業費計（平成30年度）

前年度実施計画の事業費

健康増進法

事業概要

平成29年度 平成30年度

需用費 需用費

実施スケジュール

健康づくり

委託料

健康に関する関心を深め、健康に関する知識を啓発することにより、町民の健康増進を図
る。 主な協働・関

連団体

西春日井歯科医師会

食生活改善推進員協議会

平成31年度

事業目的

健康づくりの推進

健康・福祉フェステバルを開催し、健康に関する知識の普及・実践を行うことにより、住民の
健康に関する知識の向上と実践を促す。 主な関連計

画・法令

報償費 報償費 報償費

事業費計（平成29年度）

とよやま健康づくり２１計画

健康・福祉フェスティバル事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

住民に健康増進に関する啓蒙を幅広く行うことにより、健康に関する知識の向上と健康増
進を図る。

－

－

住民

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

使用料及び賃借料

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

健康・福祉フェスティバルの
開催

委託料

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

健康・福祉フェスティバルの
開催

実施スケジュール 実施スケジュール
健康・福祉フェスティバルの
開催

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）

需用費

委託料



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

514 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保健センター 課 保健予防 係 作成者

健康・福祉フェスティバル事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 489 489 489

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1,701 1,300 1,300 1,350 1,400 1,450

28年度 1,773 1,711 1,703

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

事務事業評価
指標

現状値
（下段：時点）

健康・福祉フェスティバルの
参加者数（健康体操大会を除
く）

延人数

指標名

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

備考

進行管理
平成31年度以
降の展望

健康福祉フェスティバルの参加者数、,健康づくりの自主グ
ループの参加数は増加傾向にあることから、住民の健康と
福祉に関する知識の向上と実践が拡大してきている。平成
22年度からは8020表彰を実施し、成人の歯科保健に対する
意識向上に努めている。また、平成26年度からはスポーツ
推進委員会、平成28年度からは健康づくりリーダーの参加
があり、健康づくりの推進を図ることができた。

参加者数は目標値より高い参加数を維持している。8020表彰では、前年度
よりも該当者が増加し、歯科保健の推進の成果を上げている。平成29年度
からは親子で参加できるハイハイ競争を実施し、子どもの健やかな成長を
見守る場づくりに努めた。また、スポーツ推進委員会や健康づくりリーダー
の参加等、積極的な自主グループの参加により、健康づくりの推進に努め
ることができている。

今後も住民の自主的活動の参加により、健康・福祉に関する意識の向上と
実践に努めていく。また、新しい層へ向けた周知方法を検討し、より多くの
住民に健康への意識向上を図っていく。

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

特定財源の増
減理由

今後も住民の自主的活動の参加により、健
康・福祉に関する意識の向上と実践に努め
ていく。また、新しい層へ向けた周知方法を
検討し、より多くの住民に健康への意識向上
を図っていく。

単位

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

参加者数は目標値より高い数を維持している。8020表彰で
は、該当者は前年度より増加した。親子で参加するハイハイ
競争を実施し、新しい層がフェスティバルに参加することが
できた。今後も健康・福祉に関する住民の意識向上と実践
の普及に努めていくとともに、周知方法の検討を行い、多く
の住民に参加してもらえるよう他部署との連携を行っていく
必要がある。

目標値を達成することができた。

目標値を達成できた。

フェスティバルの実施により、住民の健康と福祉に関する知
識の向上と実践に成果を上げることができた。

十分な成果が上がっている。

ボランティアと協力し予算内に実施できた。

効果的である。

備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

521 -1 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

９月 ９月 ９月

0 0 0

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
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）

実施スケジュール
福祉フェスティバルの参加啓
発

福祉フェスティバルの参加啓
発

事業費計（平成29年度）

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

町民

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 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

ボランティアセンターの周知

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

―

―

総合福祉センターしいの木がボランティアセンターであることを広報紙等で啓発する。

事業目的

事業概要

福祉フェスティバルの参加啓
発

福祉文化の醸成とボランティア活動の促進

年間を通じて、各種ボランティア団体が行っている事業を広報紙や豊山チャンネルを活用し
て広く周知する。 主な関連計

画・法令

平成29年度 平成30年度

地域福祉

（社）豊山町社会福祉協議会は、しいの木を活動拠点としたボランティアセンターを兼ねて
いる。ボランティアセンター及びボランティア団体が広く周知されるように、社会福祉協議会
と調整を行いながら、周知の徹底に努めていく。

主な協働・関
連団体

（社）豊山町社会福祉協議会

平成31年度
内訳（具体的な内容）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

521 -1 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

ボランティアセンターの周知

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

町社会福祉協議会のホームページでは、ボランティアセンターやボランティ
ア団体（登録数２８団体）の紹介がされている。また、９月１０日に開催され
た健康・福祉フェスティバルでは、登録ボランティアのうち１３団体が参加し、
ボランティア団体の活動内容等を町民にＰＲした。

町内でのボランティアの活性化を図る必要がある。町社会福祉協議会の
ホームページのみならず、町広報や町社協だより等を活用していく。町広報
等では町社会福祉協議会と連携し、町民に興味を持ち参加を促す内容を掲
載していく。

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

特定財源の増
減理由

目標値（上段：目標値、下段：実績値）現状値
（下段：時点）

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

備考

事業費をかけずに効果的に事業を展開した。

事業費をかけずに効果的に事業を展開した。

町と社会福祉協議会は、共催した健康・福祉フェスティバル
においてボランティアの活動内容を町民にＰＲした。当日は、
１３団体が参加した。また、中学生ボランティア９０人の参加
があった。豊山町社会福祉協議会は、ボランティア団体の紹
介を社協ホームページで行った。今後は、町広報や社協だ
よりでも関連記事を掲載し、町民に周知する必要がある。

目標値に達している。

目標値に達している。

毎年、開催している健康・福祉フェスティバルでボランティア活動を
紹介している成果で今回も多くのボランティア団体と中学生ボラン
ティアの参加を得た。
多くのボランティア団体と中学生ボランティアの参加を得た。事業目的どおり十分な成果が
あがっている。

その他財源の名称

備考

単位

その他財源の名称

平成31年度以
降の展望

事務事業評価
指標

健康・福祉フェスティバルにおいて、各ボランティア団体の活
動内容をＰＲした。また、町民に福祉とボランティアについて
関心を持ってもらうための啓発活動を行った。

各種ボランティア情報の提供を実施し、新た
なボランティアを発掘する。また、しいの木ボ
ランティアセンターの利用者を増加及び活性
化させる。

指標名

広報掲載回数（年） 回



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

521 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

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 1

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 80,130 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

26,710 26,710 26,710

26,710 26,710 26,710

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月 5月

6月 6月 6月

10月 10月 10月

28,541 26,710 26,710

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

当該年度交付申請当該年度交付申請

次年度事業計画の確認

前年実績報告前年実績報告

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

前年実績報告

当該年度交付申請

内訳（具体的な内容）

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）

関する条例、規則

社会福祉協議会

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

職員１人の退職に伴い新たに新規職員を採
用することにより、人件費が減少するため。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

社会福祉協議会助成事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

一人ひとりの自立を基本にしながら、地域とのつながりを大切にし、お互いに助け合い、支
え合う仕組みを作る。

―

総合福祉センターしいの木をはじめ北部さざんか・南部ひまわり、社会福祉協議会を中心
に様々な福祉活動を展開し、地域住民のコミュニティ活動の場、ボランティア団体の活動拠
点として活用していく。

次年度事業計画の確認

事業目的

福祉文化の醸成とボランティア活動の推進

社会福祉協議会の運営における、他機関が主催する会議や大会への役員参加、協議会
役員の資質向上を図るための研修、協議会の事業を実施するための専従職員の人件費・
事務所費、ボランティアセンターの運営経費、地域ボランティアの普及及び福祉人材の育
成に関する事業経費などに対して、助成などを行う。

主な関連計
画・法令

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

地域福祉

社会福祉協議会が公益性を持った社会福祉活動を推進し、社会福祉事業の能率的運営と
組織活動を展開するため、運営に関し必要な経費の補助を行う。 主な協働・関

連団体

平成31年度

豊山町社会福祉法人の助成に

事業概要

平成29年度 平成30年度

次年度事業計画の確認

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

521 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

社会福祉協議会助成事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 26,710 26,710 26,710

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

27 26 27 28 29 30

27年度 27 28 28

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

豊山町社会福祉協議会に対して補助金を交付した。また、
平成２９年度実績報告に基づき、補助金の精算を行った。町
が交付した補助金が適切に執行されているか、平成２９年１
１月２日に指導検査を実施した。今後も補助金が適切に執
行されているか、確認する必要がある。

目標値どおりの結果となった。

目標値どおりの結果となった。

事業目的に沿って補助金は使用された。

事業目的に沿って補助金は使用された。

社会福祉協議会事業は、適正に執行された。

社会福祉協議会事業は、適正に執行された。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

社会福祉法人豊山町社会福祉協議会の事業運営に必要な補助金を交付
した。また、社会福祉協議会から提出された実績報告を精査し、補助金の
精算を行った。

交付した補助金が助成の目的どおり適正に執行されているか審査する必
要がある。今後も実績報告の確認に合わせて、町職員による指導検査を実
施する。

備考

その他財源の名称

豊山町社会福祉協議会事業計画に沿って、手話奉仕員養
成講座の開催やボランティアグループ活動への援助、健康
福祉フェスティバルの開催、福祉実践教室の開催、貸付相
談・心配ごと相談など各種相談窓口の開設、福祉団体への
援助、共同募金活動などの事業運営費用に対して、補助金
を交付した。

社会福祉協議会、福祉活動団体、事業者な
どが相互に協力して地域住民の支えあい活
動と協働による地域福祉の推進を図る。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

単位
現状値

（下段：時点）

ボランティア団体数 団体

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

521 -3 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 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 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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

9月 9月 9月

0 0 0

事業概要

平成29年度 平成30年度

　健康・福祉フェスティバル開催に合わせて中学校を通じてボランティアを募る。中学生ボラ
ンティアが、各コーナーの設営、後片付け及び福祉募金活動などを体験する場を提供す
る。

地域福祉

福祉事業に子どもたちがボランティアとして参加する機会を設け、将来のボランティア活動
のリーダーを育成する。 主な協働・関

連団体

（社）豊山町社会福祉協議会事業目的

福祉文化の醸成とボランティア活動の推進

主な関連計
画・法令

内訳（具体的な内容）

フェスティバル参加

平成31年度

事業費計（平成31年度）事業費計（平成29年度）

小中学生

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

フェスティバル参加

実施スケジュール

フェスティバル参加

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

将来のボランティア活動のリーダーの育成

―

―

小中学生のボランティア体験

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 前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

521 -3 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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）

小中学生のボランティア体験

■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

段：目標値、下段：実績値）
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

36 50 55 60 65 70

27年度 36 77 90

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

指標名 単位

小中学生の参加人数 人

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

毎年、健康・福祉フェスティバルでは、中学生ボランティアが
参加している。中学生ボランティアは、会場設営から各団体
のブースにおける手伝いなど、幅広く活動した。２８年度は
多くの中学生ボランティアが参加し、熱心な活動で実行委員
からの評価も高かった。

備考

特定財源の増
減理由

ボランティア活動リーダー育成までは至っていない。

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

現在は、直接学校に依頼して参加を募って
いるが、ボランティアセンターに登録を行い、
事業に応じて適宜派遣できるような形式にす
る。
また、小学生（高学年）でも参加できる催しや
仕組みを構築する。

町と社会福祉協議会の共同で９月１０日に開催した健康・福祉フェスティバ
ルには、９０人の中学生ボランティアの参加を得た。フェスティバルでは、ボ
ランティア団体の活動内容や体験コーナーを通して、中学生に対し福祉や
ボランティアへの意識づくりを行った。

多くの学生にボランティア活動に関心を持ち、地域福祉の強化を図る必要
がある。今後も、社会福祉協議会と連携し、フェスティバルのみならず様々
な機会を提供していく。

平成31年度以
降の展望

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

事業費をかけず、多くの中学生ボランティアの参加を得た。

事業費をかけず、多くの中学生ボランティアの参加を得た。

町と豊山町社会福祉協議会が共催した健康・福祉フェスティ
バルでは、９０人の中学生ボランティアの参加を得た。中学
生ボランティアは、福祉関連の各ブースでボランティア団体
とともにボランティアの活動内容を町民にＰＲした。今後も、
中学校の協力を得ながら多くの中学生ボランティアに参加し
てもらえるよう働きかける必要がある。

目標値以上の結果となった。

目標値以上の結果となった。

ボランティアに参加させる機会は設けた。しかし、将来のボ
ランティア活動のリーダーを育成させるまでは至っていな
い。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

521 -4 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 総合福祉センター 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 5

人 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 1

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 3 施設運営総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 108,131 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

14,930 13,873 13,873

7,454 7,834 7,834

7,180 7,513 7,513

6,062 6,062 6,062

60 60 60

408 408 408

27 27 27

152 152 152

36,273 35,929 35,929

時期（月） 時期（月） 時期（月）

　隔月 　隔月 　隔月

8月・12月 8月・12月 8月・12月

8月・3月 8月・3月 8月・3月

8月 3月 3月

3月 毎日 毎日

毎日

36,911 36,273 35,929

実施スケジュール

読み聞かせ等の開催読み聞かせ等の開催

施設利用受付、浴室一
般開放

体操教室

ドラムサークル

体操教室

使用料及び賃借料

職員手当等 職員手当等

内訳（具体的な内容）

賃金

役務費

内訳（具体的な内容）

職員手当等

共済費

地域福祉

共済費

総合福祉センター2館（しいの木、南館ひまわり）の適正な運営、地域福祉の
活動支援、コミュニティ事業の企画・実施をする。 主な協働・

関連団体

平成31年度

福祉文化の醸成とボランティア活動の促進

地域の福祉拠点として、集会・会議の利用受付事務及び浴室の一般開放や地
域福祉情報及び福祉イベント会場としての提供、音楽を使ったレクリエーショ
ン、コンサートなど独自のコミュニティ事業やボランティアの活動のための事業
を行う。

主な関連計
画・法令

給料 給料 給料

事業概要

ドラムサークル

マリンバコンサート

施設利用受付、浴室一
般開放

事業目的

平成29年度 平成30年度

前年度実施
計画との比
較（事業費・
増減理由）

地域福祉センター運営事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

地域福祉のコニュニティ活動の場、ボランティアの活動拠点として住民や団体
の地域活動を支援する。

－

－

職員手当等の増額による

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

ドラムサークル

施設利用受付、浴室一
般開放

賃金

ヨガ教室

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）

ヨガ教室

読み聞かせ等の開催

使用料及び賃借料

共済費

事業費計（平成29年度）

役務費役務費

実施スケジュール

報償費

使用料及び賃借料

事業の内訳
と事業費

事業実施ス
ケジュール

内訳（具体的な内容）

ヨガ教室

報償費

需用費

体操教室

需用費

賃金

報償費

需用費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

521 -4 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 総合福祉センター 係 作成者

地域福祉センター運営事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 36,273 35,929 35,929

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2,284 9,200 9,200 9,250 9,250 9,300

27年度 2,284 2,078 1,885

2,047 9,400 9,400 9,450 9,450 9,500

27年度 2,047 2,160 2,634

11,968 12,900 12,900 12,950 12,950 13,000

27年度 11,968 11,464 10,100

122 - - 100 100 100

27年度 122 93 90

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

平成31年度
以降の展望

事務事業評
価指標

しいの木ボランティアセン
ター年間貸館回数

回

南館ひまわりコミュニティ
センター年間利用者数

人

指標名 単位
現状値
（下段：時

北館さざんかコミュニティ
センター年間利用者数

人

しいの木コミュニティセン
ター年間利用者数

人

平成28年度
までの主な
取り組みと
成果

その他財源の名称

備考

３施設とも目標値を下回った。

前年度からの利用者数は堅持しているものの固定
化が見受けられる。

同上

目標値に到達しなかった。なお、北館さざんかは、
指定管理に向けて貸室数が減少したため、利用者
の目標値は減少した。

その他財源の名称

しいの木、北館さざんか、南館ひまわりなどそれぞ
れの総合福祉センターが地域住民やボランティア団
体の地域福祉活動の拠点として活動に利用されて
きた。

進行管理

備考

管理・運営費については、概ね、効率的な施設運営
が行えた。

概ね効果的である。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

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

　ボランティア団体及び地域住民の活動拠点として
の施設開放、コミュニティ事業を実施しているが、事
務事業評価指標となる年間利用者数は減少してい
る。北館さざんかは、保育室増加に伴いコミュニティ
活動ができる貸室数が減少したことから目標値には
程遠い利用者数となっている。
　今後は、住民の方が参加できるような事業や、社
会福祉協議会と連携して新規ボランティア団体の登
録数や人数を増やす方策を検討し、多くの方に来
館してもらえるような事業をする必要がある。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

備考

　ボランティア団体及び地域住民の活動拠点としての施設開放、
また地域住民に毎月、読み聞かせ実施し、８月はマリンバコン
サート、ヨガ教室、マジックショーを実施し多くの方が来館した。

　ボランティアセンターはボランティア団体が固定化されており団体数の
増加しないことやボランティアの高齢化により活動が停滞気味となってい
る。また、コミュニティセンターの貸館は地域サロン活動の団体の方の利
用や健康づくりの場として利用する方が増えている。
ボランティアセンターについては社会福祉協議会を通してボランティアを
強化する必要がある。また、コミュニティセンターはより多くの方に来館し
ていただけるような事業を検討する必要がある。

その他財源の名称

地域における福祉活動やボランティア
活動の充実で利用の増加が見込まれ
る。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

522 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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 5

人 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 2

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 13,053 千円 （平成29～30年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 年度 終了年度 30 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費 事業費

562 562 562

3,300 3,300 3,300

75 75 75

122 122 122

273 273 273

19 19 19

4,351 4,351 4,351

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

５月 ５月 ５月

８月 ８月 ８月

１１月 １１月 １１月

２月 ２月 ２月

4,357 4,351 4,351前年度実施計画の事業費

交流会、会員募集・登録

需用費
事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

講習会、会員募集・登録講習会、会員募集・登録

会員募集

委託料 委託料

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

前年度実績に基づき、雇用保険料の見込み
が下がったため、減額した。

講習会、会員募集・登録

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

子育て世帯などで見守りや支援を必要とする人を地域で支える。

ファミリーサポートセンター事業

交流会、会員募集・登録

内訳（具体的な内容）

役務費

需用費

役務費

需用費

保健センター事業目的

子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と子育ての応援をしたい人（提供会員）を会員登録
し、アドバイザーがそれぞれの要望を調整・紹介する。 主な関連計

画・法令

共済費 共済費

前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

見守り・支援体制の強化

平成31年度

講習会、会員募集・登録

豊山町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

事業費計（平成31年度）

報償費

実施スケジュール

賃金 賃金 賃金

共済費

前年度実施計画の事業費

地域福祉

子ども・子育て支援交付金（国）、地域子ども・子育て支援事業費補助金（県）

地域において会員制の福祉サービス制度をつくり、子育てのしやすい環境をつくる。 主な協働・関
連団体

交流会、会員募集・登録

講習会、会員募集・登録

0歳児から12歳までの子を持つ世帯

会員募集

事業概要

平成29年度 平成30年度

報償費 報償費

講習会、会員募集・登録

会員募集

委託料

講習会、会員募集・登録

講習会、会員募集・登録

実施スケジュール

事業費計（平成29年度）

役務費

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

講習会、会員募集・登録



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

522 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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）

ファミリーサポートセンター事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 666 補助率 補助所要額の1/3 666 補助率 補助所要額の1/3 666 補助率 補助所要額の1/3

県費 666 補助率 補助所要額の1/3 666 補助率 補助所要額の1/3 666 補助率 補助所要額の1/3

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 3,019 3,019 3,019

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

117 55 60 65 70 75

27年度 117 407 123

87 110 115 120 125 130

27年度 87 122 123

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

講習会を３回、会員同士の交流を図る会員交流会を１回開
催した。会員数は、１２３人（依頼会員８７人、提供会員２２
人、両方会員１４人）となった。援助活動数は、児童の預かり
や送迎などを１２３回実施した。利用頻度の高い利用者が減
り、昨年度に比べ援助活動数が２８４回減少した。また、年２
回、「ふぁみさぽだより」を発行し、事業のＰＲに努めた。今後
も会員数の増加を図りながら、事業拡大に繋げる必要があ
る。

効果的である。

援助活動及び会員登録ともに目標を上回った。

目標値を上回った。

アドバイザーの適切な運営で利用者の子育て環境の向上に
成果を上げた。

十分成果を上げることができた。

赤ちゃん広場など、保健センター事業と連携し効率的にサー
ビスの周知を行い、利用者増につなげた。

現状値
（下段：時点）

６月、９月に子どもの発達や事故防止などに関する講習会を開催し、延べ４
７名が参加した。平成２９年３月末の登録会員数は、１２０人（依頼会員８４
人、提供会員２２人、両方会員１４人）で、前年の同時期と比べ２名減少して
いる。また、９月末時点での援助回数は、４８回となっている。

開設７年目を迎え、事業自体の認知度は向上しているが、特定の個人のみ
が利用している傾向がある。新規利用者を開拓するためにも、新しい企画
の立案とＰＲが求められる。

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

特定財源の増
減理由

平成２８年度の当初予算額と比較すると増額
しているが、平成２８年度の収入額とは同額

備考

件

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

進行管理

その他財源の名称

備考

事務事業評価
指標

登録会員数 人

援助活動数

事業拡大を図り、地域の中で会員同士がお
互いに助け合い、子育てしやすい環境を構
築する。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

会員数の増加と知識の向上を目的に、定期的に講習会と交
流会を開催している。登録会員数は年々増加しており、平成
２６年度７４人、平成２７年度８７人、平成２８年度１２２人と
なっている(各年度４月現在）。援助活動数は、平成２６年度
７０回、平成２７年度１１７回となっている。援助活動の内容
は、主に保育園等の送迎や一時預かりである。

その他財源の名称

備考

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

522 -2 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

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 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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

10月 10月 10月

随時 随時 随時

0 0 0

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）事業費計（平成29年度）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

見守り体制・ネットワークの強化事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

　―

　―

　―

要支援者・世帯

事業目的

事業概要

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

実施スケジュール

見守り・支援体制の強化

災害時要支援者名簿の登録・更新を行う。さらに、民生委員・児童委員の協力を得て、地
域での見守りを強化する。 主な関連計

画・法令

平成29年度 平成30年度

地域福祉

一人暮らしや高齢者の世帯、子育て世帯の所在情報を共有し、見守りや支援を必要として
いる人の把握・管理をして役場だけでなく地域で見守っていく体制を構築する。 主な協働・関

連団体

民生委員・児童委員

平成31年度

登録者の確認

台帳登録

登録者の確認登録者の確認

台帳登録台帳登録



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

522 -2 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

見守り体制・ネットワークの強化事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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

261 250 255 260 265 270

27年度 261 420 440

0 1 1 1 1 1

27年度 0 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

関係機関や地域と連携・協力し、見守りや支
援を必要とする人を把握し見守り体制が構
築できている。相談員の配置により、相談窓
口が一元化され、相談がしやすい環境が
整っている。

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

避難要支援者名簿は、毎月更新した。名簿提供に同意を得
ている者の名簿は、民生委員協議会、西枇杷島警察署に
提供した。子育て世帯は、ファミリー・サポート・センター事
業を中心に見守り支援を行った。高齢者等は、２３社の事業
者に見守り支援の協力を得た。今後も見守り体制の強化を
図る必要がある。

避難行動要支援者の登録者数は目標値以上の結果となっ
た。しかし、相談員の配置はできなかった。

避難行動要支援者の登録者数は目標値以上の結果となっ
た。しかし、相談員の配置はできなかった。

定期的に避難要支援者名簿を更新し、見守り体制も強化さ
れている。

定期的に避難要支援者名簿を更新し、見守り体制も強化さ
れている。

民生委員や事業者による協力を得ながら見守り支援を行っ
た。

民生委員や事業者による協力を得ながら見守り支援を行っ
た。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

避難行動要支援者名簿を毎月更新している。９月末現在の登録者数は、４
２７人である。
幼児・児童のいる世帯の子育て支援は、ファミリーサポートセンターを中心
に行った。
高齢者等見守り活動は、見守り活動に協力する事業者（２３社と締結済）か
らの情報提供を受けて対応した。

見守りが必要な方に対し、迅速に対応できる体制つくりが必要である。今
後も、関係機関との連携を密にし、事業所や地域福祉の核となる民生委員
児童委員の協力を得ながら、対応していく。

備考

その他財源の名称

平成２７年度から災害対策基本法に基づき、避難行動要支
援者名簿を作成した。定期的に名簿の更新をしている。名
簿（情報提供の同意を得た者のみ）は民生委員・児童委員
に配布した。民生委員・児童委員は、各地区における要支
援者の状況把握に努め、地域での見守り体制を構築した。
ファミリーサポートセンター事業では、幼児・児童のいる世帯
の子育て支援をした。高齢者等見守り活動では、見守り活
動に協力する事業者（２２社）と協定を結んだ。

特定財源の
増減理由

平成31年度
以降の展望

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

備考

単位
現状値

（下段：時点）

備考

相談員数 人

登録者数 人

事務事業評
価指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

522 -3 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

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 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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

10月 10月 10月

随時 随時 随時

0 0 0

登録者の確認

台帳登録台帳登録

事業概要

平成29年度 平成30年度

地域福祉

豊山町災害時要援護者支援体制マニュアルに基づき、高齢者や障がい者などのハンディ
キャップのある方の所在情報の把握や管理、安否確認・避難誘導体制の整備を行い、災害
時の救援・援護に役立てる。

主な協働・関
連団体

民生委員・児童委員

平成31年度

事業目的

見守り・支援体制の強化

主な関連計
画・法令

避難行動要支援者支援体制の強化事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

　―

　―

　―

高齢者・要援護者・身体障がい者

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 前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

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）

災害時要支援者名簿の登録・更新を行う。さらに、民生委員・児童委員の協力を得て、地
域での見守りを強化する。

事業費計（平成29年度）

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

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

登録者の確認登録者の確認

台帳登録



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

522 -3 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

避難行動要支援者支援体制の強化事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳 sa
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

261 250 255 260 265 270

27年度 261 420 440

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

避難要支援者名簿は、毎月更新した。名簿提供に同意を得
ている者の名簿は、民生委員協議会、西枇杷島警察署に提
供した。今後も避難行動要支援者名簿は最新の状態とする
必要がある。

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

事業費をかけずに事業を実施した。

特定財源の増
減理由

指標名

町地域防災計画に基づく避難行動要支援者名簿の登録者数は、４２７人（９
月末現在）である。名簿は毎月更新している。

登録者数 人

関係機関や地域と連携・協力し、見守りや支
援を必要とする人を把握し見守り体制が構
築できている。相談員の配置により、相談窓
口が一元化され、相談がしやすい環境が
整っている。

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

その他財源の名称

備考

目標値以上の結果となった。

目標値以上の結果となった。

定期的に避難要支援者名簿を更新している。

事業実施上の問題点と対応策

災害時に備え、最新情報を提供できるようにしなければならない。今後も毎
月更新を行い、地区別に分けて印刷した名簿を常備し、迅速に対応できる
体制を整える。

進行管理
平成28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２７年度から災害対策基本法に基づき、避難行動要支
援者名簿を作成した。定期的に名簿の更新をしている。名
簿（情報提供の同意を得た者のみ）は民生委員・児童委員
に配布した。民生委員・児童委員は、各地区における要支
援者の状況把握に努め、地域での見守り体制を構築した。

備考

定期的に避難要支援者名簿を更新している。

事業費をかけずに事業を実施した。

その他財源の名称

備考

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

523 -1 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

毎月 毎月 毎月

毎月 毎月 毎月

0 0 0

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

ホームページ更新

とよやまチャンネル更新

広報とよやま広報とよやま

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

ホームページ更新

実施スケジュール

広報とよやま

ホームページ更新

内訳（具体的な内容）

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）

全町民

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

内訳（具体的な内容）

各種広報媒体による情報提供事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

　―

　―

　―

とよやまチャンネル更新

事業目的

地域福祉に関する情報提供の充実

広報とよやまやホームページ、とよやまチャンネルなどいろいろな媒体の特性を活かして福
祉に関する情報発信を行う。 主な関連計

画・法令

地域福祉

福祉の制度やサービスに関する情報を、利用者だけでなく、一般の町民にも広く広報する
ことで、受益者の利便性を高めるだけでなく、地域全体の福祉への関心を高める。 主な協働・関

連団体

平成31年度

事業概要

平成29年度 平成30年度

とよやまチャンネル更新

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

523 -1 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

各種広報媒体による情報提供事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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

15 15 15 15 15 15

27年度 15 15 15

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

社会福祉や障がい福祉施策、社会を明るくする運動、健康・
福祉フェスティバルなどの各種イベント情報を町広報、ホー
ムページやとよやまチャンネルを通じて、町民に提供した。
今後も、正確で迅速な情報提供を心がける必要がある。

目標値に達成している。

目標値に達成している。

事業目的に沿って様々な媒体を通じて情報を提供した。

事業目的に沿って様々な媒体を通じて情報を提供した。

事業費をかけず事業に取り組んだ。

事業費をかけず事業に取り組んだ。

事業実施上の問題点と対応策

備考

その他財源の名称

広報、ホームページ、とよやまチャンネル等を使い、福祉
サービスや各種イベントの情報を町民に提供した。

町民のニーズを意識して情報提供をしてい
く。

福祉サービス、各種相談やイベント情報を町広報やケーブルテレビ等を通
じて町民に提供した。

利用が芳しくない事業については、町民へのＰＲ不足による理由が考えら
れるので、町広報を通じて制度案内を行う。

特定財源の増
減理由

これまでの主な成果

備考

進行管理
平成31年度以
降の展望

単位
現状値

（下段：時点）

その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

その他財源の名称

備考

広報掲載回数 回

事務事業評価
指標



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

524 -1 A 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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 5

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 4

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 3 施設運営総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 298,494 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,764 1,764 1,764

97,021 97,021 97,021

713 713 713

99,498 99,498 99,498

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

６月 ６月 ６月

７月 ９月 ９月

８月 ２月 ２月

９月

２月

97,500 99,498 99,498

指定管理者連絡調整会議

指定管理年度協定締結

指定管理者連絡調整会議

指定管理者連絡調整会議

指定管理者連絡調整会議

指定管理年度協定締結

指定管理者選定審議会

指定管理候補者選定

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

指定管理年度協定締結

指定管理者連絡調整会議

指定管理者指定
指定管理者連絡調整会議

指定管理者募集

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成28年度）

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度）

修繕・工事箇所が増加したこと、事業用備品
の購入の必要があるため、増額した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

指定管理者連絡調整会議

指定管理者連絡調整会議

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

　―

　―

総合福祉センターをはじめとする福祉施設をさらに魅力ある施設にする。

修繕料

事業概要

第２次豊山町地域福祉計画

前年度実施計画の事業費

総合福祉センターの指定管理導入事業

事業目的

指定管理委託料

町民

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

平成31年度

地域福祉センターの運営

総合福祉センターさざんかの運営を指定管理者制度により行う。指定管理者は社会福祉
法人檸檬会である。 主な関連計

画・法令

修繕料 修繕料

平成30年度

指定管理委託料

地域福祉

子ども・子育て支援交付金（国）、地域子ども・子育て支援事業費補助金（県）

事業用備品購入費

総合福祉センターさざんかに指定管理制度を導入することにより、民間事業者の能力を活
用しつつ、地域住民等に対するサービスの向上及び効率を図る。 主な協働・関

連団体

社会福祉法人檸檬会

指定管理委託料

事業用備品購入費

内訳（具体的な内容）
平成29年度

内訳（具体的な内容）

事業用備品購入費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

524 -1 A 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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）

総合福祉センターの指定管理導入事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 1,426 補助率 補助所要額の1/3 1,426 補助率 補助所要額の1/3 1,426 補助率 補助所要額の1/3

県費 1,620 補助率 補助所要額の1/3 1,620 補助率 補助所要額の1/3 1,620 補助率 補助所要額の1/3

起債 充当率 充当率 充当率

その他 2,601 2,601 2,601

一般財源 93,851 93,851 93,851

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

87 90 90 90 95 95

27年度 87 98 97

67 70 70 70 70 70

27年度 67 86 89

103 85 85 85 85 90

27年度 103 113 146

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

指定管理者に青山保育園、コミュニティ、児童館、児童クラ
ブの管理・運営を委託した。また、指定管理者連絡調整会議
を年３回開催し、指定管理者との情報・意見交換を図った。
第２期指定期間の指定管理者を決定した。今後の施設運営
のあり方について、指定管理者と連携し方針を定めていく必
要がある。

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

平成２５年度に指定管理者制度導入プロジェクトを発足し、
先進地の視察やプロジェクト会議の開催等を行いながら、指
定管理者制度の導入に向けた準備を進めてきた。平成２６
年度には、プロポーザル方式によって指定管理者を選定し、
社会福祉法人檸檬会に決定した（指定管理期間：平成２７年
度～平成２９年度）。指定管理者制度導入後は、定期的に
町と指定管理者との間で連絡調整会議を開催して、情報交
換や共有を図ってきた。

指定管理者制度の第１期（平成２７年度～平
成２９年度）、第２期（平成３０年度～）の事業
評価を行い、指定管理の継続等について検
討していく。

十分な成果を上げることができた。

英会話教室やお祭り、コンサート等、特色ある事業を効率的
に実施した。

効果的である。

その他財源の名称

平成28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

備考備考

指定管理者と町との間で連絡調整会議を６月と９月に開催し、情報交換・共
有を図った。平成２９年度で指定期間が満了となるため、第２期指定管理者
の公募手続きを行った。公募後、指定管理者として社会福祉法人檸檬会を
指定した。

第２期の指定期間は７年間となっている。中・長期的な視点を持って、管理・
運営を実施していくよう、指定管理者に指導していく必要がある。

第１期指定期間：平成２７年度～平成２９年度
第２期指定期間：平成３０年度～平成３６年度

特定財源の増
減理由

事業費が増加したことに伴い、増額した。

その他財源の名称

進行管理

保護者や利用者のアンケート調査では、新しい事業や催し
の評価が高く、施設の魅力を伝える事ができている。

指定管理での運営により、民間企業の能力を活用し、サー
ビスの向上を達成することができた。

計画どおり推移している。

備考

新栄なかよし会登録者数（年
度末）

人

単位
現状値

（下段：時点）

その他財源の名称

青山保育園児数（年度末）

平成31年度以
降の展望

人

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

事務事業評価
指標 コミュニティーセンター貸館利

用件数
件

指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

531 -1 A 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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 5

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 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 3 保育園費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 990,470 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費
1,266 1,266 1,266

83,722 89,357 89,357
38,117 39,970 39,970
52,697 53,737 53,737
85,741 85,741 85,741

379 379 379
需用費 28,089 需用費 28,089 需用費 28,089
役務費 1,024 役務費 1,024 役務費 1,024
委託料 8,386 委託料 8,386 委託料 8,386

1,071 1,071 1,071
工事請負費 56,186 工事請負費 1,225 工事請負費 1,225
原材料費 37 原材料費 37 原材料費 37

1,710 1,710 1,710
2,649 2,649 2,649

38 38 38

361,112 314,679 314,679

時期（月） 時期（月） 時期（月）
４月 ４月 ４月
５月 ５月 ５月
７月 ７月 ７月

１０月 １０月 １０月
１１月 １１月 １１月
１２月 １２月 １２月
２月 ２月 ２月
３月 ３月 ３月

313,462 361,112 314,679

生活発表会

入園式、臨時職員任用
実施スケジュール 実施スケジュール

豊山町子ども・子育て支援支援事業計画

使用料及び賃借料

プラネタリウム見学（年長のみ）

運動会、秋季遠足

生活発表会

備品購入費

内科検診、新年度入園受付

入園式、臨時職員任用

報酬

保護者の就労、求職活動、妊娠・出産等により、保育が必要と認められる０歳児（生後７か
月目）から５歳児までを対象に、保育園で午前７時３０分から午後６時３０分まで（青山保育
園のみ午前７時から午後７時まで）保育を実施する。また、未就園児や高齢者を保育園に
招いて園児との地域交流や各種人権教育、施設整備管理を行う。

主な関連計
画・法令

使用料及び賃借料

内訳（具体的な内容）

使用料及び賃借料

事業概要

平成29年度 平成30年度

給料 給料
報酬

平成31年度

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

-

-

事業目的

多様な保育サービスの提供

子育ての喜びや楽しさを感じながら、安心して子どもを生み、ゆとりをもって育てることがで
きる環境を整備する。

児童

保健センター

運動会、秋季遠足

内科・眼科・歯科検診

事業費計（平成31年度）

給料
職員手当等

賃金

豊山町保育園の設置及び管理に関する条例

豊山町保育園運営要綱

負担金補助及び交付金

報償費

内訳（具体的な内容）

運動会、秋季遠足

前年度実施計画の事業費

事業費計（平成29年度）

クリスマス会

卒園式

賃金

保育園運営事業

子育て支援

子ども・子育て支援交付金（国）、子ども・子育て支
援体制整備総合推進事業費補助金（国）、地域子
ども・子育て支援事業費補助金（県）、第三子保育
料無料化事業費補助金（県）

職員手当等

保育園の運営を円滑に行い、多様な保護者の事情に対応する保育サービスを実施する。

共済費

豊山町保育園管理規則

主な協働・関
連団体

保育園

内科検診、新年度入園受付

前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）
報酬

前年度実施計画の事業費

共済費 共済費

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

園児数の増加を見込んだこと、豊山保育園
の大規模工事を計上したこと等に伴い、増額
した。

豊山保育園の大規模工事が終了したことに
伴い、減額した。

生活発表会
卒園式

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

事業費計（平成30年度）

賃金
報償費 報償費

クリスマス会

卒園式

職員手当等

備品購入費

償還金、利子及び割引料償還金、利子及び割引料

実施スケジュール

内科検診、新年度入園受付
クリスマス会

入園式、臨時職員任用

プラネタリウム見学（年長のみ）

備品購入費

内科・眼科・歯科検診内科・眼科・歯科検診
プラネタリウム見学（年長のみ）

償還金、利子及び割引料



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

531 -1 A 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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）

保育園運営事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 521 補助率 補助所要額の1/3 521 補助率 補助所要額の1/3 521 補助率 補助所要額の1/3

県費 1,008 補助率 補助所要額の1/3 1,008 補助率 補助所要額の1/3 1,008 補助率 補助所要額の1/3

起債 45,000 充当率 充当率 充当率

その他 76,873 85,057 85,057

一般財源 237,710 228,093 228,093

■事業の進行管理

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

0 0 0 0 0 0

28年度 0 0 0

395 420 420 420 420 420

27年度 395 436 418

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

園児数（年度末） 人

指標名

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

備考備考

待機児童数（年度当初） 人

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

その他財源の名称

備考

児童保育実施費負担金、一時的保育保護者負担金等

年度当初は待機児童がなく、概ね達成した。

今年度も年度当初の待機児童ゼロを堅持した。年度途中に
発生した待機児童については、認可外保育施設を活用しな
がら、待機児童の解消に努めた。平成３０年４月１日の入園
見込数は、０歳児９人（クラス定員１２人）、１歳児５７人（クラ
ス定員６０人）、２歳児６３人（クラス定員６６人）、３歳児７５人
（クラス定員１２０人）、４歳児９５人（クラス定員１２０人）、５
歳児９８人（クラス定員１５０人）となっており、待機児童ゼロ
を堅持できる見込みである。今後は、年度途中の入園希望
者に備え、保育士確保に努める必要がある。
  施設については、豊山保育園の外壁・屋上防水工事を
行った。施設の老朽化に伴い修繕箇所が増加しているた
め、安心して保育が行えるよう計画的な維持管理に努める
必要がある。

平成２７年度に入園要件が緩和されたことに伴い、全国的に待機児童が発
生している。待機児童を解消するためには、保育士確保が急務であるた
め、今後も新聞チラシの配布、広報・ＨＰへの記事掲載、ハローワークへの
求人情報の登録等を実施しながら、保育士確保に努めていく。また、必要に
応じて一時的保育や民間保育施設等の活用を図り、住民ニーズに対応して
いく。

一時的保育、延長保育、乳児保育など多様な保育サービス
の提供により成果を上げた。

保育需要に適切に対応し、成果を上げた。

乳児や土曜日は集中保育を実施することにより効率的に保
育園運営と保育サービスを実施することができた。

効率的に実施した。

事業の実施状況に関する評価

その他財源の名称

平成31年度以
降の展望

平成２７年度の制度改正に伴い、保育園への入園要件が緩
和される中、受入定員の変更や非常勤職員の任用等を適
宜実施し、年度当初における待機児童数ゼロを堅持してい
る。また、平成２７年度から青山保育園に指定管理者制度を
導入し、民間活力の活用を図っている。

年度当初の待機児童ゼロを堅持した。しかし、年度途中の
入園希望者は、保育士の確保が困難で達成できなかった。

児童保育実施費負担金、一時的保育保護者負担金等児童保育実施費負担金、一時的保育保護者負担金等

本年度の主な成果と今後の課題

年度当初の待機児童数ゼロを堅持した。豊山保育園の外壁・屋上防水工
事は、平成３０年１月完了に向け、計画どおりに進捗している。今年度から
開始した保育士資格取得支援事業費補助金制度に１件の申請があった。

特定財源の増
減理由

事業費が増加したことに伴い、補助対象経
費が増大したため、増額した。

豊山保育園の大規模工事が終了したことに
伴い、減額した。

今後も年度当初における待機児童数ゼロを
堅持していく。中長期的には、少子化を見据
えた受入定員の管理や非常勤職員の任用を
適正に実施していく必要がある。

進行管理

事務事業評価
指標

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

532 -1 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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 5

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 2

予算体系 款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 1 児童福祉総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 40,922 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象 小学生

事業期間 開始年度 29 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 事業費

220 220 220

11,837 11,837 11,837

需用費 759 需用費 759 需用費 759

役務費 390 役務費 390 役務費 390

委託料 223 委託料 223 委託料 223

635

14,064 13,429 13,429

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

２月 ２月 ２月

３月 ３月 ３月

13,395 14,064 13,429

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

入会申込受付入会申込受付

加入承諾通知

実施スケジュール

室内及び屋外生活指導

償還金、利子及び割引料

入会申込受付

賃金 賃金

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

賃金

事業費計（平成31年度）事業費計（平成29年度）

豊山町放課後児童クラブ室の設
置及び管理に関する条例

豊山町放課後児童クラブ室の設置及
び管理に関する条例施行規則

子ども・子育て支援交付金（国）、地域子ども・子育て支援事業費補助金（県）

共済費

平成29年度 平成30年度 平成31年度
内訳（具体的な内容）

放課後児童対策事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

事業用備品の購入の必要があるため、増額
した。

前年度実施計画の事業費

事業目的

放課後児童対策の充実

小学校区３箇所の施設（総合福祉センターしいの木、北館さざんか、志水小学校
敷地内）において、下校時刻から午後６時３０分まで指導員による生活指導を実
施する。
（平成２７年度から新栄なかよし会は指定管理者が実施している）

主な関連計
画・法令

共済費 共済費

加入承諾通知

事業概要

-

-

地域の子育ての拠点を作る。

保護者の就労等により昼間家庭にいない小学生（放課後児童）に対し、授業終了
後に放課後児童クラブ（なかよし会）において、遊び及び生活の場を提供し、健全
育成を図る。

主な協働・関
連団体

子育て支援

室内及び屋外生活指導

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30年度）

実施スケジュール

室内及び屋外生活指導

加入承諾通知



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

532 -1 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 係 作成者

放課後児童対策事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 2,272 補助率 補助所要額の1/3 2,272 補助率 補助所要額の1/3 2,272 補助率 補助所要額の1/3

県費 2,272 補助率 補助所要額の1/3 2,272 補助率 補助所要額の1/3 2,272 補助率 補助所要額の1/3

起債 充当率 充当率 充当率

その他 6,315 6,315 6,315

一般財源 3,205 2,570 2,570

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

214 225 230 235 240 245

27年度 214 245 225

 
（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

特定財源の
増減理由

事業費が減少したことに伴い、減額した。

豊山・志水・新栄なかよし会の３クラブを開会し、小学校１～６年生までの
児童を受け入れた。年度当初の登録者数は２８２人で、昨年度の２６７人
に比べ、１５人増加した。７月の登録者数は２９２人となっており、月別の最
高登録者数を記録した。

豊山・新栄なかよし会は、総合福祉センターの１室を使用しているため、児
童センターや児童館の利用者と混在し、指導員が指導に苦慮する場面が
ある。なかよし会指導員と児童センター職員が連携を図りながら指導して
いく必要がある。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成31年度
以降の展望

平成２４年度から学校休業日の開始時間を「午前８時
３０分」から「午前８時」に変更した。平成２７年度から
は対象児童を「小学生４年生まで」を「小学６年生ま
で」に拡大した。

指標名

集中方式で効率的に実施した。

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

目標を達成できなかった。

目標を達成できなかった。

豊山・新栄・志水Ａ・志水Ｂなかよし会の４クラブを開会し、
小学校１～６年生までの児童を２２５人受け入れた。延３８,
３０９人の利用があり、２８年度に比べて１４１人減少した。
今後は、利用待機者が発生しないよう柔軟な対応が求めら
れる。

夏休みに待機児童が数名発生した。

長期休暇のみの利用者には対応することができなかった。

土曜日は志水なかよし会での１箇所集中方式で運営するこ
とで効率的に実施している。

備考

進行管理

単位

今後も児童に放課後の居場所を提供
し、子育てと仕事との両立を支援してい
く。また、指導員に対して研修等の受講
を促し、生活指導の資質向上に努めて
いく。

その他財源の名称

備考 備考

現状値
（下段：時点）

その他財源の名称

放課後児童クラブ室使用料

平成28年度
までの主な取
り組みと成果

人

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

その他財源の名称

放課後児童クラブ室使用料 放課後児童クラブ室使用料

事務事業評
価指標

なかよし会登録者数（年度
末）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

533 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 総合福祉センター 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 5

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 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 3 施設運営総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 22,441 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 年度 終了年度 31 年度

事業内容
事業費 事業費 事業費

524 524 524

6,104 6,211 6,211

70 70 70

64 48 48

182 182 182

155 155 155

218 127 127

9 9 9

0 218 218

9 9 9

7,335 7,553 7,553

時期（月） 時期（月） 時期（月）
しいの木月1

回
しいの木月1

回
しいの木月1

回
ひまわり月1

回
ひまわり月1

回
ひまわり月1

回

年6回程度 年6回程度 年6回程度

年6回程度 年6回程度 年6回程度

8月 8月 8月

9月 9月 9月

1月 1月 1月

年6回 年6回 年6回

随時 随時 随時

7,778 7,335 7,553

使用料及び賃借料

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

子育て支援

報償費

児童センター、児童館3館で地域の母親のネットワークづくりを目標に、乳幼児
親子への子育て支援、遊びを通して子どもの健全育成等を図る。 主な協働・

関連団体

平成29年度

乳幼児親子あそび「にこに
こ」

事業費計（平成29年度）

備品購入費 備品購入費

委託料

負担金補助及び交付金

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

乳幼児親子あそび「にこに
こ」

子育て支援サービスの充実

子育て支援育成事業、児童健全育成事業、児童センター交流事業などを行い、
地域住民の交流する場として、3箇所の児童センターや児童館の地域性を考慮
しながら、子どものあそび文化の育成に取り組む。（さざんか児童館は指定管理
業者が実施する。）

主な関連計
画・法令

町地域福祉計画

社会福祉法人檸檬会事業目的

事業概要 町次世代育成支援対策行動計画

平成30年度

賃金

共済費 共済費

賃金

内訳（具体的な内容）
平成31年度

負担金補助及び交付金

報償費

非常勤職員の異動に伴う減額

旅費

需用費

役務費

需用費

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

工作、おもちゃづくりなど（2館）工作、おもちゃづくりなど（2館）

親子ふれあい遊び（2館）

人形劇（しいの木）

子育て相談子育て相談

夏遊び（ひまわり）

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

地域の子育てネットワークづくりによる子育て支援、子どもの健全育成を図る。

－

－

児童センター運営事業

乳幼児親子あそび「きらきら」

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

賃金

報償費

共済費

実施スケジュール

備品購入費

委託料

旅費

需用費

役務費

旅費

負担金補助及び交付金

乳幼児親子あそび「にこに
こ」

ちびっこ広場（2館）

事業の内訳
と事業費

事業実施ス
ケジュール

内訳（具体的な内容）

乳幼児親子あそび「きらきら」乳幼児親子あそび「きらきら」

委託料

実施スケジュール

児童センターまつり（しい
の木）

役務費

人形劇（しいの木）

夏遊び（ひまわり）

人形劇（しいの木）

ちびっこ広場（2館）

夏遊び（ひまわり）
児童センターまつり（しい
の木）

ちびっこ広場（2館）

工作、おもちゃづくりなど（2館）

親子ふれあい遊び（2館）

前年度実施計画の事業費

子育て相談

児童センターまつり（しい
の木）

親子ふれあい遊び（2館）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

533 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 総合福祉センター 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）

児童センター運営事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 1,048 補助率 1,048 補助率 1,048 補助率

県費 1,048 補助率 1,048 補助率 1,048 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 5,239 5,457 5,457

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

14,341 16,300 16,400 16,500 16,700 16,800

27年度 14,341 12,083 10,747

4,174 6,900 6,950 7,000 7,100 7,150

27年度 4,174 6,777 7,832

8,937 5,800 5,850 5,900 6,000 6,050

27年度 8,937 7,059 6,859

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

事務事業評
価指標 南館ひまわり児童館年間

利用者数
人

指標名

北館さざんか児童館年間
利用者数

　子育て支援の中心的活動の拠点とし
て相談やサークルが開催されている。
また、赤ちゃんから児童までを対象にし
た事業（赤ちゃん広場、親子ふれあい
あそび、各種教室、イベント）を継続し
て実施していくことにより利用者の増加
が見込まれる。

人

しいの木児童センター年
間利用者数

人

単位
現状値

（下段：時

平成31年度
以降の展望

　しいの木児童センター、北館さざんか児童館、南館ひま
わり児童館の3箇所が、安全に活動やあそべる場として乳
幼児親子、児童及び生徒に利用されてきた。
 また、平成27年度から保健センター、教育委員会と合同で
０歳から就園前の乳幼児親子を対象とした「ちびっこ広場」
を児童館で開催することにより、円滑に子育て支援を引き
継げる体制を整えている。
各館で実施する事業についても、内容を見直し、来館者が
増えるよう検討している。

平成28年度
までの主な
取り組みと
成果

その他財源の名称

備考備考

その他財源の名称

しいの木児童センター及びひまわり児
童館を子ども・子育て支援補助金の
「地域子育て支援拠点事業」としたた
め。

多くの方に利用してもらうため、広報とよやまに毎月、児童館イベ
ント情報を掲載した。各館で毎月実施している乳幼児親子対象の
「にこにこ（しいの木）」、「きらきら（ひまわり）」では、季節に応じて
毎月内容を変更しているため、毎回参加してくれる方が増えてい
る。
夏休み期間中は、児童センターまつりやドッヂボール大会、おば
けやしき等の事業を行い、小学生の利用も増加している。

　児童センター、児童館は、単なる遊び場とならないように児童館
職員の能力育成が不可欠である。そのため、平成２４年度から県
主催の児童厚生員資格取得研修に参加させている。今後も研修
で身につけた知識や経験を生かして、より一層児童の健全育成の
ため各種事業の企画運営を推進していく必要がある。
　できるだけ多くの事業を行い来館する方々に色々な遊びを提供
できるよう検討していきたい。

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

３館で毎月実施している乳幼児親子対象事業は、各
館の特色を生かし季節に応じた催しを行っている。し
いの木児童センターではおばけ屋敷大会やハロウィ
ンパーティなどのイベントを開催したが、目標値には
繋がらなかった。今後も、３館で連絡調整会議を実
施し、利用者増加に繋がるイベントができるようアイ
デアを出し合いながら、子育て支援の場として児童
館を利用してもらえるよう工夫が必要である。また、
今後は職員の資質向上のため、他館の事業に積極
的に参加するなど、来館数増加に繋がる運営をして
いくことが望ましい。

上記に同じ。

広報などで事業内容を啓発する必要がある。

上記に同じ。

全館における利用増加に繋がらなかったが、新規事
業を計画するなど事業運営面の工夫に努めた。

上記に同じ。

しいの木児童センター、北館さざんかについては目
標値に到達することができなかった。

特定財源の
増減理由

進行管理

備考

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

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

533 -4 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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 5

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 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 2 児童措置費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 964,100 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業期間 開始年度 29 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 事業費

97 97 97

337 337 337

320,775 320,775 320,775

473

321,682 321,209 321,209

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

４月 ４月 ４月

６月 ６月 ６月

８月 ８月 ８月

１１月 １１月 １１月

316,750 321,682 321,209

２０歳未満の障害児者を養育している方

主な協働・関
連団体

事業対象

特児手当支給（８～１１月分）

児童手当現況届・定期支払
（２～５月分）

現況結果通知､特児手当所
得状況届・特児手当支給（４
～７月分）＊広報掲載

現況結果通知､特児手当所
得状況届・特児手当支給（４
～７月分）

特児手当支給（８～１１月分）

平成30年度

役務費 役務費

内訳（具体的な内容）

扶助費
事業の内訳と
事業費

子育て支援

児童手当負担金、特別児童手当事務取扱交付金

扶助費

児童手当は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより家庭における生活の
安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資する。
特別児童扶養手当は、身体又は精神に障害を有する児童を家庭で養育している方の健全
育成・福祉の増進を図る。 県子育て支援課 

平成31年度

主な関連計
画・法令

尾張福祉相談センター

平成29年度

事業目的

子育て支援サービスの充実

児童手当は、受給者が監護・養育する児童1人ににつき、その児童が3歳未満及び小学校
終了前の第3子以降であれば月額15,000円を、3歳以上中学校修了前の第1子・第2子であ
れば10,000円を支給する。ただし、受給者の前年分所得が制限額以上の場合は、児童1人
につき一律5,000円の特例給付を支給する。特別児童扶養手当は、20歳未満の障害者を育
てている方に支給する特別児童扶養手当に関する事務を行う。

需用費 需用費

豊山町児童手当事務処理規則

事業概要

特児手当支給（８～１１月分）

中学校終了前の児童を養育している方

現況結果通知､特児手当所
得状況届・特児手当支給（４
～７月分）

実施スケジュール

児童手当法の一部を改正する法律

児童手当認定事務等につい
ては、出生・転出入毎に対応

特児手当支給（１２～３月分）
＊広報掲載

児童手当認定給付・特児認定事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

生活の安定と児童の健全育成をめざす。

－

－

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

支給対象者の増加により、増額した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

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）

役務費

扶助費

需用費

児童手当現況届・定期支払
（２～５月分）＊広報掲載

児童手当認定事務等につい
ては、出生・転出入毎に対応

児童手当認定事務等につい
ては、出生・転出入毎に対応

実施スケジュール

児童手当現況届・定期支払
（２～５月分）事業実施スケ

ジュール

内訳（具体的な内容）

特児手当支給（１２～３月分）
＊広報掲載

特児手当支給（１２～３月分）
＊広報掲載

事業費計（平成29年度）

償還金、利子及び割引料

特別児童扶養手当等の支給に関する法律



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

533 -4 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 係 作成者

児童手当認定給付・特児認定事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 223,508 補助率 2/3～37/45 223,508 補助率 2/3～37/45 223,508 補助率 2/3～37/45

県費 48,642 補助率 4/45～1/6 48,642 補助率 4/45～1/6 48,642 補助率 4/45～1/6

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 49,532 49,059 49,059

■事業の進行管理

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

2483 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450

27年度 2,483 2,492 2,460

12 11 11 11 11 11

27年度 12 15 15

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

指標名

その他財源の名称

備考

単位

児童手当認定児童数 人

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）

その他財源の名称

備考

平成31年度以
降の展望

平成２８年度は、6月に1488人、10月に1431人の受給者に児
童手当を支給した。関係窓口のほか、広報やホームページ
での周知を行っており、請求漏れは起きていない。また、追
加情報をシステム入力したことにより、所得捕捉の精度も上
がり、適正な支給が行われている。
特別児童扶養手当は、障害を持つ保護者の生活を援助す
るために4月、8月、11月に支給した。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

児童手当は、国の子育て世帯支援拡充政策
とともに推移し、引き続き適正な事務が行わ
れる。
特別児童扶養手当については、障害を持つ
保護者の生活を援助するためにも事業が継
続している。

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

支給対象者の増加が見込まれるため、増額
した。

備考

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

６月には現況届の案内を対象者１，３７７名に送付し、１，３６７名の提出を
受け付けた。未提出者には電話案内や案内文書送付を継続し、提出を促し
ている。また、児童手当の支給月である６月及び１０月に手当を支給した。

現況届の未提出者や書類不備者に対し、電話や通知文書での案内を継続
する必要がある。また、出生後すぐの申請により切れ目なく手当を支給する
ため、各課との連携した案内が必要となる。

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

特別児童扶養手当受給者数 人

平成２８年度に比べ認定延児童数は３２人、支給延児童数
は７０人減少した。現況届の未提出者４人には電話案内や
案内文書送付での提出依頼を継続している。

スケジュールに沿って計画的に事務処理を実施した。

計画的に支給することができた。

適切に支給し生活の安定、児童の健全育成に寄与してい
る。

児童の健全育成・福祉の増進に成果を上げた。

効率的な事務処理により子育て支援に効果的である。

効率的に実施した。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

533 -6 A 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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 5

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 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 1 児童福祉総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 16,833 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

665 665 665

3,903 3,903 3,903

480 480 480

155 155 155

118 118 118

160 160 160

130 130 130

5,611 5,611 5,611

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

随時
母子通園施設
入退園申し込
み

随時
母子通園施設
入退園申し込
み

随時
母子通園施設
入退園申し込
み

随時 随時 随時

１２月 １２月 １２月

5,557 5,611 5,611

実施スケジュール
保育士、指導員による療育実
施

保育士、指導員による療育実
施

委託料

実施スケジュール

委託料

備品購入費

療育相談

事業概要

備品購入費

平成29年度 平成30年度

賃金 賃金

委託料

内訳（具体的な内容）

役務費

報償費

子育て支援

需用費

心身障がい児と保護者に集団療育の場を与え、心身障がい児の自主性と社会性を高める
ことにより、日常生活への適応能力の増進を図る施設の維持管理をする。 主な協働・関

連団体

保育園、保健センター

青い鳥医療センター、中央児童・障害者相談センター

平成31年度

豊山町母子通園施設の設置

事業目的

子育て支援サービスの充実

母子通園施設「ひまわり園」に通園する障がいを持つ未就学児童と母親に対し、障がい児
等の発達支援、母親の育児及び心理的支援、障がい児等の家庭への援助を行う。 主な関連計

画・法令

共済費 共済費 共済費

及び管理に関する条例、規則

療育相談

クリスマス会クリスマス会

乳幼児子育て支援・母子通園施設運営事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

-

-

心身障がい児とその保護者に対し、通園による集団療育の場を提供する。

心身障がい児及びその保護者

クリスマス会

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

教育用備品の購入により増額した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

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）

賃金

需用費

役務費

報償費

役務費

備品購入費

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

報償費

保育士、指導員による療育実
施

事業費計（平成29年度）

需用費

療育相談



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

533 -6 A 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 係 作成者

乳幼児子育て支援・母子通園施設運営事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 268 268 268

一般財源 5,343 5,343 5,343

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1,824 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970

27年度 1,824 1,932 1712

（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） Ｂ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ａ

その他財源の名称

母子通園施設利用料

事業予算の範囲内で、効率性の高い事業執行ができた。

目標値は達成できなかった。利用希望者は全て受け入れる
ことができている。

利用希望者を全て受け入れることができた。

事業目的に照らして十分な成果があがっている。

児童の自主性・社会性を高めることができた。

利用延人数(母・子)

効率的に実施した。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

人

個別懇談を積極的に実施することにより、医療機関への早
期受診に繋げることができた。また、定期的に講演会や交
流会を開催し、母親の不安解消や母親同士の意見交換に
寄与した。今後も、保健センターや保育園など、関係機関と
の連携を密に図りながら、適切なタイミングで児童やその保
護者等をサポートできる体制を整備していく必要がある。

その他財源の名称

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

障がいを持つ幼児とその保護者に対して、療育支援を実施
した。また、毎月、臨床心理士による個別の育児相談や心
理的支援を行っている。その他、定期的に指導保育士・保育
士・保健師・尾張中部福祉の杜アドバイザーが参加する療
育支援ケース検討会議を開催している。検討会議では、通
園している幼児の情報交換・共有を図っている。

備考

母子通園施設利用料 母子通園施設利用料

その他財源の名称

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

障がいを持つ幼児とその保護者に対して、療育を実施した。また、毎月、臨
床心理士による個別の育児相談や心理的支援を行った。また、保健師や助
産師が、乳児家庭（生後３か月まで）や妊産婦家庭等への訪問指導を行っ
た。

特になし

引き続き、青い鳥医療福祉センター、中央児
童・障害者相談センター、保健センターや保
育園などの関係機関と連携を図り、障がいを
持つ幼児とその保護者を支援していく。

本年度の主な成果と今後の課題

事務事業評価
指標

備考

特定財源の増
減理由



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

533 -7 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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 5

人 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 2

予算体系 款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 3 保育園費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 42 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2 2 2

9 9 9

3 3 3

14 14 14

時期（月） 時期（月） 時期（月）

９月 ９月 ９月

１０月 １０月 １０月

随時 随時 随時

随時 随時 随時

随時 随時 随時

0 14 14

見守り・支援体制の強化

事業目的

子育て支援事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

子育て世帯などで見守りや支援を必要とする人を地域で支える。

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

アンケート結果の集計アンケート結果の集計

アンケート調査の実施

前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

保育園

新規事業のため、増額した。

広報活動の展開

関係機関との連絡・調整

相談業務の実施

アンケート調査の実施

アンケート結果の集計

実施スケジュール

平成31年度

子ども・子育て支援法

役務費

利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいた情報の集約・提供等を行うことにより、地
域の子育て支援事業等を円滑に利用できるようにする。 主な関連計

画・法令

旅費 旅費

内訳（具体的な内容）

利用者支援事業実施要綱

子ども・子育て支援交付金（国）、地域子ども・子育て支援事業費補助金（県）

子育て支援に係る関係機関との連絡・調整、地域の子育て資源の育成、地域課題の発
見・共有を図る。 主な協働・関

連団体

概ね0歳児から12歳までの子を持つ世帯

需用費 需用費 需用費

旅費

保健センター

相談業務の実施

事業費計（平成31年度）

実施スケジュール

前年度実施計画の事業費

関係機関との連絡・調整

事業費計（平成30年度）

地域福祉

関係機関との連絡・調整

広報活動の展開

アンケート調査の実施

事業概要

平成29年度 平成30年度

役務費 役務費

事業費計（平成29年度）

内訳（具体的な内容）

相談業務の実施

広報活動の展開

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

533 -7 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 係 作成者

子育て支援事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳

事業費 事業費 事業費

国費 4 補助率 補助所要額の1/3 4 補助率 補助所要額の1/3 4 補助率 補助所要額の1/3

県費 4 補助率 補助所要額の1/3 4 補助率 補助所要額の1/3 4 補助率 補助所要額の1/3

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 6 6 6

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

- - - 10 10 20

28年度 - - 12

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ 効率的に実施した。

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

新規事業であったため、広報紙への特集記事の掲載、案内
チラシの作成・配布を行った。また、保健センター、母子通
園施設ひまわり園等で実施する各種子育て事業に支援員
が出向き、事業のＰＲに努めた。アンケート調査の結果を踏
まえ、今後の事業展開を模索していく必要がある。

広報紙への特集記事の掲載、案内チラシの作成等を実施
し、積極的な事業ＰＲに努めた。相談件数も目標を達成し
た。

目標値を上回った。

９月にアンケート調査を実施し、今後の事業展開に向けて
のデータ収集も行った。

十分な成果を上げることができた。

予算内で効率性の高い事業が執行できた。

新規事業のＰＲを図るため、広報とよやま５月号に特集記事を掲載した。６
月には案内チラシを作成し、役場、保育園、学習等供用施設等で配布して
いる。また、住民ニーズを把握するため、９月に保育園児を対象としたアン
ケート調査を実施した。現在の相談件数は９件となっており、目標値を達成
する見込みである。

引き続き、事業のＰＲが求められる。今後は子育て支援員が保健センター、
母子通園施設ひまわり園等で実施する各種子育て事業に積極的に出向
き、事業のＰＲに努めていく。９月に実施したアンケート調査の結果を踏ま
え、今後の事業展開に繋げていく必要がある。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

新規事業のため、特記事項なし進行管理

特定財源の
増減理由

指標名

事務事業評
価指標

相談支援件数 件

単位
現状値

（下段：時点）

子育て支援に関する身近な総合相談窓口と
して町民への活用を促す。

平成31年度
以降の展望

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

備考

新規事業の実施に伴い、増額した。

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



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

534 -1 A 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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 5

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 4

予算体系 款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 1 児童福祉総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 129 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

24 24 24

5 5 5

2 2 2

3 3 3

9 9 9

43 43 43

時期（月） 時期（月） 時期（月）

奇数月 奇数月 奇数月

２月 ２月 ２月

随時 随時 随時

43 43 43

個別ケース検討会議

事業概要

平成29年度 平成30年度

旅費 旅費

使用料及び賃借料

役務費

子育て支援

需用費

地域における児童虐待の防止、早期発見及び早期対応のために関係機関と情報を共有し
て適切な連携を図り、すべての児童が健やかに心豊かに暮らすことができることを目的とし
て、要保護児童対策地域協議会を設置している。

主な協働・関
連団体

尾張福祉相談センター

清須保健所、西枇杷島警察

平成31年度

豊山町要保護児童対策地域協議会設置要綱

事業目的

児童虐待防止体制の確立

代表者会議・実務者会議・個別ケース検討会議という組織を置き、必要なスタイルで適宜
協議を行い、一刻の猶予もない重大な事案などにも迅速且つ適切に対応する。 主な関連計

画・法令

報償費 報償費 報償費

個別ケース検討会議

要保護児童対策事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

－

－

すべての児童が健やかに心豊かに暮らすことができる。

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 前年度実施計画の事業費

需用費

使用料及び賃借料

代表者会議

児童

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

実務者会議

内訳（具体的な内容）

代表者会議

内訳（具体的な内容）

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

使用料及び賃借料

需用費

事業費計（平成29年度）

役務費

実施スケジュール

役務費

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

代表者会議

個別ケース検討会議

実務者会議実務者会議



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

534 -1 A 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 係 作成者

要保護児童対策事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 43 43 43

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

21 28 28 28 28 28

27年度 21 32 39

13 13 13 13 13 13

27年度 13 13 13

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

指標名

会議開催回数（代表者会議、
実務者会議、ケース検討会
議）

回

要保護児童数 人

事務事業評価
指標

引き続き、関係機関と密に連携を図りなが
ら、迅速な対応と早期解決に繋げていく。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

連携を強化し効率的に実施している。

関係機関と連携し、児童の緊急一時保護など適切に対応し
た。

関係機関との連携が適切に図ることができた。

関係機関と連携し、適切な対応により、生命に関わる重度
ケース等を未然に防いだ。

中度、軽度ケースの重症化を防ぐことができた。

単位
現状値

（下段：時点）

これまでの主な成果

９月までに、要保護児童対策地域協議会実務者会議を、３回（５・７・９月）開
催した。要保護・要支援ケース（毎回約２０件）について、関係機関と情報交
換や共有を行った。

ケース検討の明確な判断基準がなく、見極めることが難しい事例がある。
県等の基準を参考に対応していく。

その他財源の名称

備考

関係機関の連携が密になり効率的に実施している。

その他財源の名称

事業実施上の問題点と対応策

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

毎年度、代表者会議を１回、実務者会議６回、適時ケース検
討会議を開催している。平成２４年度から実務者会議に西
枇杷島警察署を迎え、関係機関との連携を強化した。事案
が発生した際は、関係機関と情報交換・共有を図りながら、
迅速に対応している。

備考

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

代表者会議を年１回、実務者会議を年６回開催し、延１２２
ケースについて検討した。定期的に実務者会議を開催する
ことで、要保護児童を取り巻く、関係機関との情報・意見交
換に寄与した。今後は、判断基準を明確にし、緊急性の高
いものを重点的に検討する必要がある。児童の安全を確保
できるよう、関係機関との連携を密に図りながら、早期発見・
対応に繋げていく。

備考

その他財源の名称

平成30年度以
降の展望



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

535 -1 Ａ　 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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 5

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 5

予算体系 款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 2 児童措置費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 50,619 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

168 168 168

16,705 16,705 16,705

16,873 16,873 16,873

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

８月 ８月 ８月

１２月 １２月 １２月

16,173 16,873 16,873

同条例施行規則

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

児扶、町手当現況届・県遺児所
得状況届　児扶、県遺児、町手
当支給（４～７月分）

児扶、町手当現況届・県遺児所
得状況届　児扶、県遺児、町手
当支給（４～７月分）

児扶、県遺児、町手当支給（８～
１１月分）

認定等の事務については随時対
応。児扶、県遺児、町手当支給
（１２～３月分）

事業費計（平成29年度）

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）

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

役務費

認定等の事務については随時対
応。児扶、県遺児、町手当支給
（１２～３月分）

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

ひとり親家庭が安定した生活を送り、豊かな社会関係が築けるよう経済的自立の支援に努
める。

－

－

児童扶養・子ども福祉手当認定給付事業

１８歳未満の児童がいるひとり親

児扶、県遺児、町手当支給（８～
１１月分）

児童扶養手当法

児扶、県遺児、町手当支給（８～
１１月分）

実施スケジュール
認定等の事務については随時対
応。児扶、県遺児、町手当支給
（１２～３月分）

児扶、町手当現況届・県遺児所
得状況届　児扶、県遺児、町手
当支給（４～７月分）

支給対象者の増加により、増額した。

事業目的

ひとり親支援サービスの充実

豊山町子ども福祉手当支給条例

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭（ひとり親家
庭等）の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の健全育成と福祉の増進を図ることを目
的として支給される手当（国制度）で､愛知県遺児手当（県制度）及び豊山町子ども福祉手
当などに関する事務を行う。

主な関連計
画・法令

役務費 需用費 需用費

子育て支援

遺児及び身体又は精神に障害を有する児童の健全育成・福祉の推進を図る。 主な協働・関
連団体

尾張福祉相談センター

平成31年度

愛知県遺児手当支給規則事業概要

平成29年度 平成30年度

扶助費 役務費

内訳（具体的な内容）

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

535 -1 Ａ　 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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）

児童扶養・子ども福祉手当認定給付事業

■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 16,873 16,873 16,873

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

3,335 3,363 3,363 3,363 3,363 3,363

28年度 3,336 3,335 3,091

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ 効率的に支給することができた。

８月に対象者１７０名に現況届を送付し、受給者と扶養義務者の所得確認
を行った。子ども福祉手当現況届の未提出者は３人であり、電話や通知文
書による催促を継続している。離婚や死亡等の届出に来られた方に対し、
窓口での相談・制度説明、広報への掲載により、手当受給に結び付けてい
る。

事業は、適正に実施されている。各課との連携をとり、情報共有をすること
で適正な手当の支給に努める。

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年度の新規申請件数は３１件、転出等に伴う資格喪
失は１２件であった。受給者数は１６７人となった。現況届未
提出者１人に対しては、提出依頼を継続している。

スケジュールに沿って計画的に事務処理を行った。

計画的に支給することができた。

目標を上回る成果を上げ、ひとり親家庭の経済的自立の支
援を行った。

児童の健全育成・福祉の推進を図ることができた。

効率的に事務処理を実施し支給事務を行った。

その他財源の名称 その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

特定財源の増
減理由

備考

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

進行管理

その他財源の名称

備考備考

平成31年度以
降の展望

離婚や死亡等による受給資格者の把握に努
めており受給漏れはなく、現況届により適正
な支給ができている。

現状値
（下段：時点）

町遺児手当延児童数 人

指標名 単位
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

手当申請受付時に住民課と連携をとり、離婚や死亡等によ
る受給資格者の把握に努めてきた。８月に対象者１８８名に
現況届を送付・受付をした。所得制限の調査を行うことで、
より適正な支給に努めた。

事務事業評価
指標



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

535 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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 5

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 5

予算体系 款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 2 児童措置費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

100 100 100

1 1 1

101 101 101

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

100 101 101

豊山町遺児高校入学祝金支給要綱

事業概要

平成29年度 平成30年度

積立金 積立金

内訳（具体的な内容）

子育て支援

遺児の高校入学を支援し、良質な教育を受けることを奨励する。 主な協働・関
連団体

平成31年度

事業目的

ひとり親支援サービスの充実

本町在住の遺児が高校に入学した際に祝金を支給する。 主な関連計
画・法令

報償費 報償費 報償費

豊山町遺児高校入学祝金支給事業基金条例

遺児高校入学祝金支給事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

遺児の高校入学を支援し、良質な教育を受けることを奨励する。

－

－

遺児

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

基金積立金を計上したため、増額した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

申請受付・支給

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度）

積立金

申請受付・支給申請受付・支給

事業費計（平成28年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

535 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 係 作成者

遺児高校入学祝金支給事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 101 101 101

一般財源

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

3 5 5 5 5 5

27年度 3 0 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

目標値
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

支給遺児数 人

その他財源の名称

備考

遺児支援に対する指定寄付金

その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

進行管理
平成２７年度には、対象者３人からの申請を受け付け、祝金
を支給した。平成２８年度は、対象者０名となっている。

備考

特定財源の増
減理由

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

４月中に、全対象者２名から申請を受け、祝金を支給した。
今後も、全対象者から早期申請が受け付けられるよう、制度の周知を継続
していく必要がある。

備考

遺児支援に対する指定寄付金 遺児支援に対する指定寄付金

その他財源の名称

高校に進学し、いきいきと学び成長してい
る。

対象者全員に支給することができた。

広報紙への記事掲載、対象者への個別案内を行い、効率
的に事務を遂行した。

適切な対応を行うことができた。

２９年度は対象者２名である。今後の課題は、対象者全員か
らの早期申請受付である。広報への掲載等をすることで、制
度の周知を図り、申請漏れをなくす。

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

目標値を下回った。

制度上、年度によって支給遺児数に変動が生じる。

対象者に速やかな申請を促した。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

535 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

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 5

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

毎月 毎月 毎月

毎月 毎月 毎月 第３金曜日（家庭相談）

事業概要

平成29年度 平成30年度

子育て支援

母子家庭や寡婦の方の自立支援として、就業をはじめ生活全般にわたる相談･指導を実施
することにより、安心して子育てできるサービスと生活の場を整備することにより、自立でき
るようにする。

主な協働・関
連団体

尾張福祉相談センター

平成31年度

配偶者からの暴力の防止及び

事業目的

ひとり親支援サービスの充実

被害者の保護に関する法律

県福祉相談センター母子自立･就業相談員・女性相談員・家庭相談員により、母や寡婦就
業に関する相談やＤＶに関する相談、女性を取り巻く家庭問題、人間関係の相談および家
庭における児童の養育、児童問題などの相談を総合的に行う。

主な関連計
画・法令

母子･寡婦、女性、児童

第３金曜日（家庭相談）

母子及び寡婦福祉法

ひとり親相談事業（家庭児童相談･母子家庭等
自立支援相談･母子就業相談）

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

ひとり親家庭が安定した生活を送り、豊かな社会関係が築けるよう就業相談等の拡充に努
める。

－

－

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 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール
第２火曜日
（母子自立支援、就業相談）

第３木曜日（女性相談）

内訳（具体的な内容）

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)事業費計（平成29年度)

実施スケジュール

第３木曜日（女性相談）第３木曜日（女性相談）

第３金曜日（家庭相談）

第２火曜日
（母子自立支援、就業相談）

第２火曜日
（母子自立支援、就業相談）

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

児童虐待の防止等に関する法律



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

535 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

ひとり親相談事業（家庭児童相談･母子家庭等
自立支援相談･母子就業相談）

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

9 43 45 47 49 51

27年度 9 6 15

12 16 18 20 22 24

27年度 12 4 2

2 2 3 4 5 6

27年度 2 2 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

事務事業評価
指標 母子家庭就業支援講習会へ

の応募人数
人

目標値
指標名

毎月、家庭児童相談、女性相談や母子家庭自立支援・就業
相談を実施し、相談日は、毎月広報で案内した。
相談日以外の日の相談については、電話や面談により対応
している。

引き続き、各種相談に対応していく。

単位
現状値

（下段：時点）

母子家庭等自立支援･母子
就業の相談者数

人

家庭児童の相談者数 人

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

その他財源の名称

備考

毎月、県相談員により第２火曜日に母子家庭自立支援・就
業相談を、第３木曜日に女性相談を、第３金曜日に家庭児
童相談を実施した。相談日は、毎月広報で案内した。ひとり
親手当の新規申請時や転入時に、就業の有無、就労意欲
を確認し、必要に応じて母子寡婦連合会において実施され
る無料職業紹介への案内を行った。相談日以外の日の相
談については、福祉係員が、電話や面談により対応する体
制を整えた。今後は、利用者が増えるよう、様々な場面で情
報提供をする。

目標値に達していない。昨年度よりも減少した。

目標値に達していない。昨年度よりも減少した。

事業目的に沿って相談窓口や指導体制を取っているが、相
談者が増えていない。

事業目的に沿って相談窓口や指導体制を取っているが、相談者が増えていない。

事業費をかけずに事業を実施した。

事業費をかけずに事業を実施した。

その他財源の名称

進行管理

その他財源の名称

備考

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

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

毎月、女性相談や母子家庭自立支援・就業相談を実施し、相談日は広報で
案内した。９月末累計で女性相談は８件、母子家庭自立支援・就業相談は
２件の相談があった。

広報以外での周知方法を検討していく必要がある。

備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -1 A 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 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 5

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 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 2 高齢者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 15,216 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容
事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

54 54 54

12 12 12

665 665 665

838 838 838

3,503 3,503 3,503

5,072 5,072 5,072

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

随時 随時 随時

毎月 毎月 毎月

5,670 5,072 5,072

委託料の支払い

事業費計（平成30年度）事業費計（平成29年度）

扶助費扶助費

実施スケジュール

事業実施スケ
ジュール

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

高齢者日常生活支援事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

高齢者の日常生活を支える各種サービスを提供し、高齢者が安心して自立した生活が続
けられる環境を整備する。

－

－

実施スケジュール

契約 契約

緊急通報システムの対象者減少に伴い、減
額した。

申請受付、決定申請受付、決定

委託料

実施スケジュール

契約

扶助費

平成31年度

役務費

負担金補助及び交付金

内訳（具体的な内容）

委託料の支払い

要介護者、家族介護者

高齢者の生活支援の充実

豊山町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の実施及び運営に

関する要綱、豊山町軽度生活支援助成事業の実施及び運

営に関する要綱

家族介護用品（オムツ）の支給、緊急通報システムの設置、日常生活用具（ガス警報機、電
磁調理器）の貸与、移送（通院、施設入所）サービスの助成、配食サービスの提供、寝具の
洗濯乾燥消毒サービスの提供、軽度の生活支援（軽微な庭木の剪定や、家屋の修繕）、タク
シーチケットの支給,ホームヘルプ事業を通じて、高齢者の在宅での日常生活を支援する。

豊山町緊急通報システム事業の実施及び運営に関する要

綱、豊山町高齢者のタクシー利用助成に関する要綱主な関連計
画・法令

豊山町家族介護用品購入費助成に関する要綱、豊山町配

食サービス利用助成に関する要綱

豊山町高齢者ホームヘルプサービス事業の実施及び運営

に関する要綱

事業目的

役務費 役務費

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

委託料

事業の内訳と
事業費

需用費

高齢者福祉

負担金補助及び交付金

高齢者の日常生活を支える各種サービスを提供し、高齢者が安心して自立した生活が続け
られるように支援する。

主な協働・関
連団体

負担金補助及び交付金

事業概要

平成29年度 平成30年度

委託料

内訳（具体的な内容）

需用費 需用費

内訳（具体的な内容）

委託料の支払い

申請受付、決定

事業費計（平成31年度）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -1 A 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 係 作成者

高齢者日常生活支援事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 5,072 5,072 5,072

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

131 120 125 130 135 140

27年度 131 143 177

28 29 30 31 32 33

27年度 28 19 17

52 40 45 50 55 60

27年度 52 26 31

1 2 3 4 5 6

27年度 1 2 4

3 1 2 3 4 5

27年度 3 6 11

2 1 1 1 1 1

27年度 2 0 0

101 100 110 120 130 140

27年度 101 82 122

0 1 1 1 1 1

27年度 0 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

家族介護用品購入費助成事業とタクシー利用助成事業、軽
度生活支援サービスは利用者が大きく増加した。その他の
サービスにおいては、利用者数の伸びがわずかであり、利用
促進につながるよう周知していく必要がある。

事業実施上の問題点と対応策

家族介護用品購入費助成事業とタクシー利用助成事業は申請者が増えて
いるが、その他の事業は利用がなかなか増えない。軽度生活支援サービス
は同じ利用者が複数回利用していることから、事業の周知が広がれば利用
者が増えると思われる。周知を図り、利用促進につなげていく必要がある。

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

人

その他財源の名称

備考

家族介護用品購入費助成事業は、申請者が147名おり、すでに29年度の目
標値を上回っている。また、タクシー利用助成事業においても、29年度の目
標値に迫る申請者数となり、すでに28年度の実績値を上回っている。家族介
護用品購入費助成事業とタクシー利用助成事業は徐々に利用者数が増え
てきている。

事務事業評価
指標

その他財源の名称

これまでの主な成果

ホームヘルプサービス利用者数

その他財源の名称

単位

特定財源の増
減理由

備考

効果的である。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

費用に対して十分効果的な事業である。

十分な成果を上げている。

　平成３０年度以降も要介護認定者が増加
すると見込まれる中で、本事業の必要性が
高まる。利用者の要望に対応できるよう、必
要に応じて要綱の改正等を行う。

平成31年度以
降の展望

　家族介護用品助成事業では平成２４年度に所得制限を設
け、助成要件を改めた。配食サービス利用助成事業において
も介護保険料滞納の有無の要件を改め、助成要件を明確に
した。平成２７年より介護保険法の改正に合わせ、該当サー
ビスのみ所得の高い利用者は２割負担とした。平成２８年度
に要支援者等向けに開始した総合事業内における宅配サー
ビスの実施に伴い、配食サービス利用助成に関する要綱の
改正を行い、対象者要件より要支援者を除いた。

タクシーチケット利用者数 人

移送サービス利用者数

配食サービス利用者数 人

人

人

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

８事業中４事業については、目標を達成した。。

概ね計画どおり推移している。

高齢者の在宅での日常生活に寄与している。

備考

寝具洗濯乾燥消毒サービス利用者数

指標名

緊急通報装置利用者数 人

家族介護用品利用者数

現状値
（下段：時点）

人

軽度生活支援サービス利用
者数

人



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 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 5

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 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 2 高齢者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 12,840 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

3,338 3,338 3,338

185 185 185

34 34 34

723 723 723

4,280 4,280 4,280

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

７～８月 契約事務 ７～８月 契約事務 ７～８月 契約事務

８月 案内発送 ８月 案内発送 ８月 案内発送

９月 ９月 ９月

3,703 4,280 4,280

事業費計（平成29度）

長寿祝金支給、敬老会（金婚
式）開催

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

実施要領作成実施要領作成

需用費

役務費

委託料

実施スケジュール

実施要領作成

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

長寿祝金及び敬老会対象者数の増加並び
に、傷害保険料及び会場設営委託料を計
上したことにより、増額した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

高齢者生きがい事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

長寿祝金支給を通じて高齢者の労苦を労い、敬老会・金婚祝賀式の開催を通じて、高齢
者の交流を図る。

－

－

高齢者の生活支援の充実

豊山町金婚祝品支給要綱

満７７歳、満８８歳、満９９歳、満１００歳、満１０１歳以上の方に長寿祝金を支給する。ま
た、敬老会を開催し、７５歳以上の方と結婚５０周年を迎えられるご夫婦をお祝いする。 主な関連計

画・法令

報償費 報償費

７５歳以上の方、結婚５０周年を迎えられるご夫婦

平成31年度

豊山町長寿祝金支給要綱

内訳（具体的な内容）

委託料

長寿祝金支給、敬老会（金婚
式）開催

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）

事業目的

長寿祝金支給、敬老会（金婚
式）開催

内訳（具体的な内容）

高齢者福祉

役務費

多年にわたり社会の進展に寄与した老年者に対して感謝の意を表す。 主な協働・関
連団体

報償費

豊山町敬老会実施要領

赤十字奉仕団

豊山町社会福祉協議会

事業概要

平成29年度 平成30年度

需用費 需用費

役務費

委託料

事業の内訳と
事業費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 係 作成者

高齢者生きがい事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 4,280 4,280 4,280

■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

29年度 100 100 100

64 80 81 82 84 85

29年度 70 70 64

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ 効果的である。

その他財源の名称

【 敬老会 】
９月８日に敬老会を開催し、１，０２９名の方が参加した。
会場の座席を全てパイプ椅子に変更することで、段差を無くし、転倒事故
防止等の安全確保に努めることができた。
【 結婚５０周年夫婦 】
敬老会式典内で、７組のご夫婦の結婚５０周年をお祝いした。
【 長寿祝金 】
９月２日から２７日にかけて、２０４名の対象者に長寿の祝い金を支給し
た。

敬老会アトラクションの参加者が会場の半数ほどしかなかった。アトラク
ションの出演者を広報で募集していて、年によってアトラクションの内容に
偏りがある。保育園児もアトラクションを観覧することから、参加者も一緒
に参加できる等魅力ある内容とすることで、アトラクションの参加者を増や
すよう検討する。

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

特定財源の
増減理由

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

65歳以上人口の増加に伴い、長寿祝金や
敬老会の対象者数増加が予想される。
開催内容や周知方法を工夫することで、本
事業への参加を促し、多くの高齢者の生き
がいに繋げる。

敬老会が高齢者の交流の場として成果をあげている。

敬老会参加者率について、前年度より減少した。

概ね計画どおり推移している。　長寿祝金について、対象者全２０４名全員に支給すること
ができた。
　敬老会会場にパイプイスを２８６脚用意したが、通路が狭
く、空席も目立った為、通路確保のためパイプイスを減ら
す。記念品は、内容に変化をつけることで住民の満足度を
上げるようにしていく。

事務事業評
価指標

十分な成果を上げている。

事業予算の範囲内で、効果的な事業執行を行った。

その他財源の名称 その他財源の名称

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

有識者懇談会の結果等を踏まえ、平成２４年度に長寿祝金
の支給内容の見直しを行った。対象者を、満７７歳、満８８
歳、満９９歳、満１００歳、満１０１歳以上とし、支給金額を、
満１００歳は７万円、その他は１万円に変更した。
平成２６年度から、事業の円滑化のために、結婚５０周年
夫婦のお祝いを敬老会式典内で行うこととした。
平成２９年度は会場内の座席を全てパイプ椅子に変更する
ことで段差を無くし、転倒事故等の安全確保に努めること
ができた。

備考

現状値
（下段：時点）

敬老会参加率 ％

長寿祝金支給率 ％

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
単位指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -3 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者･介護 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 5

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 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,236 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

12 12 12

400 400 400

412 412 412

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

412 412 412前年度実施計画の事業費

第６次介護保険事業計画

交付決定

事業完了報告

実施スケジュール

前年度実施計画の事業費

事業費計（平成30年度）

報償費

平成31年度

事業費計（平成31年度）

平成30年度

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

内訳（具体的な内容）

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

高齢者の生活支援の充実

豊山町リフォームヘルパー派遣事業の実施及び運営に関する要綱

介護を必要とする高齢者、障害者等の所有する住宅のバリアフリー化に対する補助を行
う。補助額は工事費の2分の1とし、上限を課税世帯１０万円、非課税世帯30万円としてい
る。改修工事にあたっては、建築士、保険医療関係者（理学療法士、保健師）、福祉関係者
（介護福祉士）、行政関係者で構成するリフォームヘルパーが専門的な相談及び助言を行
う。

主な関連計
画・法令

報償費

介護保険の適用をうける者及
び介護保険適用以外の身体
障がい者、知的障がい児、難
病患者

事業概要

平成29年度

事業の内訳と
事業費

事業完了報告

審査、請求、支払

事業目的

報償費

交付決定

第７次豊山町高齢者福祉計画

実施スケジュール

高齢者福祉

住宅をバリアフリー化することによって、住民が自宅において可能な限り自立した日常生活
ができる手段を支援する。

主な協働・関
連団体

負担金補助及び交付金

豊山町高齢者居宅改修費補助金交付要綱

リフォームヘルパー

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

介護保険の適用をうける者及び介護保険適用以外の身体障がい者、知的障がい児、難病
患者に対して、住宅及びその付随箇所を改造し、在宅での自立及び生活向上を目指す。

－

－

住宅バリアフリー化支援事業

申請

リフォームヘルパー派遣

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

リフォームヘルパー派遣リフォームヘルパー派遣

申請

審査、請求、支払

申請

事業費計（平成29年度）

事業完了報告

実施スケジュール

助言・審査

審査、請求、支払

助言・審査

交付決定

助言・審査

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

541 -3 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者･介護 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）

住宅バリアフリー化支援事業

■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 412 412 412

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

0 2 2 2 2 2

28年度 1 0 5

0 2 2 2 2 2

28年度 1 0 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

進行管理

指標名

リフォームヘルパー派遣件数

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

住宅改修費補助件数 件

備考 備考

その他財源の名称

平成２３年度より有識者懇談会の提言を受け、補助額を工
事費の２分の１とし、補助上限額を町民税課税世帯１０万
円、町民税非課税世帯３０万円とする所得要件を設けた。介
護保険制度の限度額を超える大規模な改修が多く、高齢者
の在宅生活の支援に繋がった。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

その他財源の名称

前年度から町独自サービス案内の普及啓発に努めてきた効果もあり、９月
末現在において、住宅改修の利用件数の目標を達成した。

申請件数５件中、要介護１，２が４名、要介護４が１名であった。制度内容を
わかりやすく広報等で周知し、軽度の認定者に対する利用を進め、認定の
重度化を抑制する必要がある。

高齢社会に伴い、在宅生活の高齢者が増
え、本事業の需要が高まる。
併せて、介護保険制度上認められる改修内
容の拡大等も想定される。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

単位
現状値

（下段：時点）

件

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

備考

高齢者の在宅での日常生活に寄与している。

十分な成果を上げている。

費用に対して十分効果的な事業である。

効果的である。

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

計画を上回る申請があった。

利用者数は目標値を上回った。

介護保険サービスにおける住宅改修は要支援者が行う手す
りの取り付け等軽微な改修が増えている。介護保険サービ
ス給付の限度額を上回る住宅改修についても、予防の段階
からの制度普及に努め、高齢者の身体状況の悪化防止の
ために制度利用の普及に努めていく必要がある。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -5 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者･介護 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 5

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 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 2 高齢者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 66 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

22 22 22

22 22 22

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時業務 随時業務 随時業務

更新業務 更新業務 更新業務

6月 6月 6月

3月 3月 3月

12 22 22

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

軽減確認証更新事務

軽減対象者確認申請受付、
確認証発行

県補助金申請

軽減対象者確認申請受付、
確認証発行

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール 実施スケジュール

県補助金申請

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール
軽減対象者確認申請受付、
確認証発行

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

補助金支給決定

軽減法人等による補助金申
請受付

平成２８年８月に対象者２名に軽減確認証を
交付したことに伴い増額した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業費計（平成30年度）

軽減法人等による補助金申
請受付

高齢者の生活支援の充実

特別対策として実施する低所得者に対する社会福祉法人等による利用者負担額の軽減及
び軽減措置を行った社会福祉法人等に対し、補助金の交付を行う。 主な関連計

画・法令

高齢者福祉

介護保険事業費補助金(低所得者関係事業分）

低所得者へ軽減を行う社会福祉法人等への財政支援を強化する。

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担を軽減することにより、安心して生
活できることを目指す。

－

－

介護保険低所得者対策事業

事業目的

扶助費 扶助費

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

事業概要

扶助費

社会福祉法人等

平成29年度 平成30年度

県補助金申請

軽減確認証更新事務

軽減法人等による補助金申
請受付

軽減確認証更新事務

補助金支給決定 補助金支給決定

豊山町社会福祉法人等によ
る利用者負担額軽減実施要
綱

平成31年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -5 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者･介護 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）

介護保険低所得者対策事業

■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 16 補助率 16 補助率 16 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 6 6 6

■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

28年度 1 2 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

9月末現在で1名に対して利用者負担軽減確認証を交付した。

特定財源の増
減理由

平成２８年８月に対象者２名に軽減確認証を
交付したことに伴い増額した。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

軽減受給者数

年度末に社会福祉法人からの申請に基づき、町負担金の支払いを行うとと
もに、県への負担金申請を適切に行う。

指標名

進行管理

備考

平成２３年度は１名に軽減確認証を交付し、該当施設に１
０，０４０円を交付した。平成２４年５月に同対象者死亡によ
り交付者は０名となった。制度面では、平成２３年に国が実
施内容を改正し、生活保護受給者の個室居住費に係る軽減
事業が拡大されたため、本町の要綱を改正した。また、生活
扶助基準等の改正に伴い、平成２５年９月付けで生活保護
が廃止された場合でも活用資産がない者については引き続
き軽減できるよう要綱を改正した。平成２８年８月に、対象者
２名に対して軽減確認証の交付を行った。

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

備考

現状値
（下段：時点）

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成２７年度より設けられた特別養護老人
ホームにおける相部屋の部屋代徴収に伴
い、利用者負担軽減を実施する社会福祉法
人等及び対象者の増加が予測される。
社会福祉法人等と連携し、継続的に情報交
換及び事業の周知活動を実施する。

平成31年度以
降の展望

１名の対象者に「利用者負担軽減確認証」を交付した。年度
末に、軽減法人より補助金の申請はなかったことから、実績
は０円であったが。今後も、低所得者が安心して介護サービ
スが受けれるように施設入所者、短期入所利用者に対して
制度の普及に努める必要がある。

計画どおり推移している。

計画どおり推移している。

低所得で入所している１名に対して、利用者負担額軽減確
認証を交付した。

十分な成果を上げている。

費用に対して、十分効果的な事業である。

効果的である。

事務事業評価
指標

件

単位



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -7 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 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 5

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 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 2 高齢者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 21,495 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

7,165 7,165 7,165

7,165 7,165 7,165

時期（月） 時期（月） 時期（月）

５月 ５月 ５月

〃 〃 〃

随時 随時 随時

7,165 7,165 7,165

広報に啓発記事の掲載

（公社）豊山町シルバー人材センター

負担金補助及び交付金

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

豊山町高年齢者就業機会確
保事業（シルバー人材セン
ター事業）費等補助金交付要
綱

平成31年度

定年退職後等において、臨時的・短期的就業やその他軽易な業務に係る就業を通じて、
自己の労働能力を活用し、生きがいの充実、社会参加を希望する高齢者の就業機会の増
大及び福祉の増進を図る。また、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与
する。

主な協働・関
連団体

事業概要

平成29年度 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

事業目的

高齢者の生活支援の充実

豊山町高年齢者就業機会確保事業（シルバー人材センター事業）費等補助金交付要綱に
基づき、シルバー人材センターの活動を支援する。また、広報活動等を通じて、事業の拡
大を支援する。

主な関連計
画・法令

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

広報に啓発記事の掲載

前年度実績報告前年度実績報告

高齢者福祉

高齢者能力活用推進事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

高齢者の職能を活用することで生きがいづくり、収入の確保を図り、高齢者の生活向上、
安定を目指す。

－

－

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

前年度実績報告

当該年度補助金交付

内訳（具体的な内容）

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）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

当該年度補助金交付当該年度補助金交付

広報に啓発記事の掲載

事業費計（平成29年度）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -7 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 係 作成者

高齢者能力活用推進事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 7,165 7,165 7,165

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

220 225 230 235 240 245

28年度 215 220 221

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評
価指標

指標名

　昨年度より１人ではあるが会員数が増加した。広報とよや
まに記事の掲載等を実施し、活動の周知を行なってきた。
　長期的展望として、県、町の補助金頼りの運営体制から
の脱却が必要になるが,経営状態を上向きにするためには、
会員の獲得に向け、継続的に広報等でのＰＲを支援してい
く必要がある。

単位
現状値

（下段：時点）

会員数 人

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

補助金の交付や広報とよやまに記事の掲載を行うことで、シルバー人材セ
ンターの活動を支援した。

平成２６年度から開始されたふれあい農園事業において、収益をあげてい
るものの、依然として国や町からの補助金への依存度が高く、自立的・安
定的な運営基盤の確立が求められることから、事業の合理化や拡大を支
援していく必要がある。
また、作業に技術を要する剪定や刃物研ぎを行える会員が、高齢化に伴う
退会により不足しているため、広報活動を支援し、会員の確保に努める。

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

特定財源の
増減理由

効果的である。

十分な成果を上げている。

補助金交付要綱に基づき効果的に執行した。

目標値は達成していないが、会員数を伸ばしている。

概ね計画どおり推移している。

町からの補助金が、安定した運営の基盤となり、高年齢者
の能力を生かした活力ある地域社会づくりに成果をあげて
いる。

平成31年度
以降の展望

これまでシルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定に関
する法律第４２条に定められている適正業務への転換作業を進め
てきた。町は、特に公務業務部門の適正就業において、課題解決
に向けた支援を行ってきた。法人運営面では、事務費の引上げに
よる自主財源の安定確保、運営経費の削減等をシルバー人材セン
ターに協議・要請しながら、財政基盤の確立が図られるよう補助金
を交付してきた。平成２３年度と平成２５年度には、シルバー人材セ
ンターの自立的・安定的な運営基盤の確立を図るため、補助金交
付要綱の見直しを行い、平成２６年度には、新規事業である「ふれ
あい農園事業」の立ち上げを支援した。

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

備考

その他財源の名称

シルバー人材センターの運営は、国と町から
の補助金対する依存度が高い。今後は、運
営基盤の確立を図り、補助金頼りの運営体
制から脱却していく。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -8 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 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 5

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 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 2 高齢者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 7,962 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2,654 2,654 2,654

2,654 2,654 2,654

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

5月 5月 5月

6月 6月 6月

７月 ７月 ７月

8月 8月 8月

9月 9月 9月

10月 10月 10月

11月 11月 11月

12月 12月 12月

2月 2月 2月

2,655 2,654 2,654

日帰り社会見学開催 日帰り社会見学開催 日帰り社会見学開催

老人クラブ大学講座参加、役員会開
催

老人クラブ大学講座参加、役員会開
催

西枇杷島警察管内交通安全大会参
加、夏祭り出店

県グラウンド・ゴルフ大会、スポーツ大会参加、グラウ
ンド・ゴルフ大会開催、町民体育大会参加

老人クラブ大学講座参加、役員会開
催

西枇杷島警察管内交通安全大会参
加、夏祭り出店

県グラウンド・ゴルフ大会、スポーツ大会参加、グラウ
ンド・ゴルフ大会開催、町民体育大会参加

事業費計（平成29年度）

前年度実績報告、会員募集、役員会
開催、ゲートボール大会開催

一泊社会見学開催、東海北陸ブロック
研修記参加

前年度実績報告、会員募集、役員会
開催、ゲートボール大会開催

補助金交付、連合会総会開催、見守り
活動顔見せ式

西枇杷島警察管内交通安全大会参
加、夏祭り出店

県グラウンド・ゴルフ大会、スポーツ大会参加、グラウ
ンド・ゴルフ大会開催、町民体育大会参加

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

前年度実績報告、会員募集、役員会
開催、ゲートボール大会開催

補助金交付、連合会総会開催、見守り
活動顔見せ式

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）

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

平成27年度実績及び平成28年度見込みに
基づき減額した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

老人クラブ助成事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

高齢者が生きがいと健康づくりのための社会活動を行うことにより、明るい長寿社会になる
ことを目指す。

－

－

救急医療情報キット普及、役員会開
催、広報誌の発行

社会奉仕活動実施、県ゲートボール
大会参加

役員会開催、県老人福祉大会参加、
広報紙の発行

高齢者の生活支援の充実

老人クラブ連合会及び地域老人クラブ（１８クラブ）が行う社会奉仕活動、教養活動、レクリ
エーション活動などに対して支援を行う。 主な関連計

画・法令

負担金補助及び交付金

救急医療情報キット普及、役員会開
催、広報誌の発行

内訳（具体的な内容）
平成31年度

豊山町社会福祉関係団体補助金交付要綱

社会奉仕活動実施、県ゲートボール
大会参加

役員会開催、県老人福祉大会参加、
広報紙の発行

実施スケジュール

役員会開催、県老人福祉大会参加、
広報紙の発行

事業目的

一泊社会見学開催、東海北陸ブロック
研修記参加

内訳（具体的な内容）

高齢者福祉

在宅福祉事業費補助金

高齢者の生きがいや健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉
の向上に資する。 主な協働・関

連団体

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

豊山町地域老人クラブ事業費補助金交付要綱

老人クラブ連合会、地域老人クラブ

救急医療情報キット普及、役員会開
催、広報誌の発行

事業概要

平成29年度 平成30年度

補助金交付、連合会総会開催、見守り
活動顔見せ式

一泊社会見学開催、東海北陸ブロック
研修記参加

社会奉仕活動実施、県ゲートボール
大会参加



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -8 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 係 作成者

老人クラブ助成事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 519 補助率
県基準額の
2/3

519 補助率
県基準額の
2/3

519 補助率
県基準額の
2/3

起債 充当率 充当率 充当率

その他 4 4 4

一般財源 2,131 2,131 2,131

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1,624 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675

28年度 1,673 1,624 1,583

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

補助金交付要綱に基づき効率的に執行した。

効果的である。

これまでの主な成果

補助金交付、行事準備、各種書類作成及び各相談業務を通じて活動を支
援した。
自発的な活動に向け、組織作り等積極的に取り組んでいる。

会員数が減少している。未加入者に対する事業内容の周知のため広報誌
「元気倶楽部」を学習等供用施設等で配布し、活動の周知を図る。自発的
な活動に向け積極的ではあるものの、事務局として町の事務の負担はて大
きい。新規活動事業が少ないことにより、事業がマンネリ化傾向にある。ま
た、役員の成り手に関しても、役員の就任に消極的な方が多い。役員自身
がやりがいを持てるよう、相談業務等を通じて活動を支援していく。

特定財源の増
減理由

その他財源の名称

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

老人クラブ連合会において、社会奉仕活動、見守り活動、レ
クリエーション活動など各種活動を支援した。平成２６年度に
は、新規事業として児童の下校時見守り活動が開始され、
事業周知を始め、適切な支援を行った。平成２７年度には、
連合会において地域交流の場であるサロンが開設された。
平成２８年度は、サロン事業を充実させるため、町が窓口と
なり、県老人クラブ連合会への補助金（モデル指定）申請を
行った。老人クラブは、本町において、最大規模の高齢者団
体となっている。

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

老人クラブ連合会での広報誌の配布、友愛サロン開催を行
い老人クラブ活動の啓発を行っているにもかかわらず、会員
数が減少してている。

上記に同じ。

友愛サロン事業、下校時見守り活動等一定の成果を上げ
た。

その他財源の名称

備考

平成29年度の地域老人クラブ数は、18地区と前年度と同数
であるが、会員数は、1,583名に減少となった。
平成28年度より2年間、県老人クラブ連合会より、友愛サロ
ン関連のモデル指定及び補助金交付を受けることとなり、友
愛サロン事業の充実に繋げることができた。
会員数は年々減少傾向にあるため、高齢者の転入時に窓
口で老人クラブ案内チラシを配布し、会員募集の支援を行
う。また、執行部役員と協力して、会員数が減少している地
域老人クラブでの友愛サロンを実施するなど支援していくこ
とが必要がある。

備考

その他財源の名称

指標名

補助対象会員数（60歳以上） 人

十分な成果を上げている。

事業実施上の問題点と対応策

補助対象である60歳以上人口が減少すると
ともに、加入率（60歳以上人口に対する補助
対象会員数）は減少していくと想定される。
加入率を改善するために、事業提案等を行
い、新規加入に繋げる施策が計画・実施され
るよう、必要な支援を行う。また、補助金の適
正利用について継続して指導を行う。

事務事業評価
指標



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -9 B 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者･介護 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 5

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 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 2 高齢者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 6,534 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

6 6 6

2,172 2,172 2,172

2,178 2,178 2,178

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

６月 ６月 ６月

７月 ７月 ７月

2,178 2,178 2,178

高齢者の虐待の防止、高齢
者の養護者に対する支援等
に関する法律

豊山町老人ホーム入所措置
等に関する要綱

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

入所判定委員会開催入所判定委員会開催

被措置者の徴収額決定

措置費の請求、支払い措置費の請求、支払い

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

措置費の請求、支払い

入所判定委員会開催

内訳（具体的な内容）

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）

扶助費

要件を満たす高齢者

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 前年度実施計画の事業費

老人保護措置事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

高齢者虐待等の被害を受けた高齢者を保護し、その生活の安定を図る。

―

―

老人福祉法

被措置者の徴収額決定

事業目的

高齢者の生活支援の充実

老人福祉法に基づく行政措置により、家庭での生活が困難な高齢者を保護するため、養護
老人ホーム等の入所に必要な入所判定委員会を開催するなど、必要な事務を行なう。措
置入所後に本人から毎月、負担金を徴収する。１年以上継続して入所する場合は入所継
続のため、入所判定委員会を毎年開催し、入所継続の適否について判定する。入所者が
亡くなった場合は、遺品の管理を行なう。

主な関連計
画・法令

報償費 報償費 報償費

高齢者福祉

身体上、精神上又は環境上の理由により家庭で生活することが困難な６５歳以上の者で、
一定の経済事情があり、かつ介護保険制度の施設入所サービス提供の対象外の者を行
政措置により養護老人ホーム等に入所させることで保護する。

主な協働・関
連団体

平成31年度

豊山町老人福祉法施行規則

事業概要

平成29年度 平成30年度

扶助費 扶助費

被措置者の徴収額決定



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -9 B 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者･介護 係 作成者

老人保護措置事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 90 90 90

一般財源 2,088 2,088 2,088

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1 1 0 0 0 0

28年度 1 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

本人に措置解除の方向で検討していることを説明し、理解を
得た。措置解除後の居所について、平成３０年２月に見学・
申込みを行った。次年度中の措置解除を目指し、引き続き
連絡を取り合い、本人の意向を確認しながら進めていく。

法令に基づき、適正に措置を継続した。また、金銭的虐待の
介助に伴い、措置解除に向けて積極的に働きかけを行って
いる。

上記に同じ。

措置が必要な高齢者に対して成果をあげている。

十分な成果を上げている。

予算の範囲内で、効果的に執行した。

効果的である。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成２９年６月に入所継続判定委員会を開催し、被措置者１名の入所継続
を決定した。

措置解除に向けて、関係機関との連携や情報収集、家族への働きかけを
行う必要がある。

備考

老人保護措置費負担金 老人保護措置費負担金

その他財源の名称

高齢社会に伴い、一人暮らし世帯、高齢者
世帯、認知症の高齢者、虐待による保護の
必要性が高い高齢者など支援が必要な対象
者の増加が予測される。地域の支援体制等
を強化することで、措置入所者を抑制してい
く。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

平成１８年度から経済的等の理由により春日井市老人ホー
ムへ入所継続していた被措置者１名を入所判定委員会の判
定結果を受け、平成２４年７月末に措置を解除した。また、
平成２４年６月に施行した豊山町老人ホーム入所措置設置
要綱を１１月に改正したことで、町における入所措置の基準
や取扱いを明確にした。平成２５年７月には、虐待により入
所措置が必要と判断された新規１名の入所措置を行い、現
在も入所措置を行っている。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

老人保護措置費負担金

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

単位
現状値

（下段：時点）

措置入所者数 人

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -10 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 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 5

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 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 2 高齢者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 416 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

192 96 96

12 6 6

4 2 2

208 104 104

時期（月） 時期（月） 時期（月）

6月 8月 8月

10月 3月 3月

12月

2月

104 208 104

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

審議会開催

審議会開催

審議会開催審議会開催

需用費

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

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

需用費

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

第８次高齢者福祉計画・第７次介護保険事
業計画策定に伴い、審議会の開催回数を増
やしたため、増額した。

第８次高齢者福祉計画・第７次介護保険事
業計画策定終了に伴い、審議会の開催回数
を減らしたため、減額した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

高齢者保健福祉審議会運営事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

長寿を称えることにより、高齢者が生きがいをもって過ごせるまちになることを目指す。

－

－

豊山町地域福祉計画

審議会開催

審議会開催

事業目的

高齢者の生活支援の充実

豊山町高齢者福祉計画・介護保険事業計画

豊山町高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づく高齢者福祉施策の点検・評価、高齢
者福祉施設の運営評価等を審議する。３年に１度の計画の策定年度には、計画内容や保
険料の改定について、町長から諮問を受け、答申を行う。

主な関連計
画・法令

報酬 報酬 報酬

高齢者福祉

需用費

高齢者の保健及び福祉に関する施策を総合的、体系的に企画立案し、かつ、計画的な推
進を図り、もって高齢者の福祉の増進に資するため、町長の附属機関として豊山町高齢者
保健福祉審議会を置く。

主な協働・関
連団体

平成31年度

高齢者保健福祉審議会条例

事業概要

平成29年度 平成30年度

旅費 旅費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

審議会開催

審議会開催



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -10 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 係 作成者

高齢者保健福祉審議会運営事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 208 104 104

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 2 2 4 2 2

28年度 2 2 4

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

審議会開催回数

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

審議会開催日：　H29年9月26日、H29年12月11日、H30年1
月30日、H30年3月5日

第８次豊山町高齢者福祉計画第７次介護保険事業計画策
定年度であるため、高齢者福祉施策、介護保険事業計画に
関して、多様な意見を聴取,し、計画策定に反映することがで
きた。

平成２９年９月２６日に第１回審議会を開催し、平成２８年度事業報告及び
次期計画策定の現状報告を行い、委員より意見聴取した。

現状では、計画策定年の審議会開催時期を１０・１２・１・２月としているが、
次期ニーズ調査の実施時期等を考慮し、平成３２年（次期計画策定年）の
審議会開催時期を８・９・１２・２月に改める等検討する必要がある。

計画について進捗状況等を報告し、事業の点検・評価を受
けた。

計画どおり推移している。

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

費用に対して効果的である。

介護保険事業計画の策定を行った。

十分な成果を上げている。

効果的である。

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成２９年度に策定する第８次高齢者福祉
計画･第７次介護保険事業計画に基づき、実
施していく。

特定財源の増
減理由

備考

その他財源の名称

平成31年度以
降の展望

毎年度、審議会を開催し、高齢者福祉計画･介護保険事業
計画の進捗状況の報告や分析・評価を実施している。また、
３年に１度の計画の策定年度には、社会情勢や介護保険制
度の改正などを踏まえながら、計画内容の見直しを行ってい
る。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

備考

指標名

事務事業評価
指標

回



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -11 Ａ 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 －

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 2 高齢者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,859 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

953 953 953

953 953 953

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 4月～3月 4月～3月

1,284 953 953

事業費計（平成29年度）

連携システムの運用

実施スケジュール

連携システムの運用

事業費計（平成30年度）

内訳（具体的な内容）

－

在宅医療連携システム整備事業補助金

内訳（具体的な内容）

－

事業概要

住民の在宅療養に必要な情報を共有する仕組みを整備し、在宅医療・介護関係者の活動
支援、負担軽減をするために、在宅患者情報を共有するシステムの導入をし地域における
在宅療養を推進する。

主な協働・関
連団体

西名古屋医師会、歯科医師会、薬剤師会

居宅介護支援事業所

平成30年度

介護保険法

平成28年度 平成29年度

インターネット上で関係者が在宅患者情報を共有するシステム（電子連絡帳）や地域の医
療・介護の資源に関する情報提供システム（地域資源マップ）を整備し、医療・介護の連携
や、地域住民に医療・介護へのアクセス向上を支援する。

主な関連計
画・法令

負担金補助及び交付金

在宅医療連携システム整備事業

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

－

在宅療養をする住民への支援体制システムを構築する。

－

－

事業目的

実施スケジュール

６５歳以上

事業費計（平成28年度）

事業の内訳と
事業費

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

システム導入費の計上が不要のため、減
額。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

連携システムの運用

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

541 -11 Ａ 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

在宅医療連携システム整備事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 75.0% 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 953 953 953

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

5 10 10 15

1 4

500 800 1000 1200

31939 38343

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

事務事業評価
指標

指標名

地域資源マップの閲覧件数 件

電子連絡帳の利用件数 件

備考

その他財源の名称その他財源の名称

在宅医療連携システムが関係者に周知・利
用され、連携をとりながら在宅療養をする住
民の支援が円滑に行われている。

備考 備考

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

在宅療養に係る医療と介護の連携を支援し、よりよいサービ
スを療養者に提供することを目的に、平成28年8月より在宅
医療システム（電子連絡帳・地域資源マップ）を導入した。西
名古屋医師会・薬剤師会・歯科医師会、居宅介護支援事業
所・訪問介護事業所、保健所、清須市・北名古屋市・豊山町
からなる尾張中部医療圏在宅医療・介護連携推進協議会が
H28.7月より発足した。協議会がシステムの契約・運用等を
担うため、各市町よりシステムの利用料等を負担している。

初年度のみであるH28年度のみ県の在宅医
療連携システム整備事業助成金の利用対象
となるため。

その他財源の名称

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

昨年8月より電子連絡帳を導入しＨ29年9月末までに利用者は計4人であ
る。
昨年度電子連絡帳の利用を普及するため研修会などを通し周知をしたこと
もあり、関係機関より利用の開始を希望する連絡が入ることが増えてきてい
る。

電子連絡帳の利用を普及するためには運用上の問題点もある。電子連絡
帳は清須市・北名古屋市・豊山町が共通のシステムを利用し、医師会等の
関係機関と協働しながら運用しているシステムのため、関係機関と協議し、
関係者が利用しやすいシステムを構築していく必要がある。

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

3月末時点で利用者は4名であり、目標は達成できなかっ
た。
利用に関して医療・介護関係者より運用の改善を求める意
見があったため、各関係者と連携をとり改善策を検討し、次
年度より運用ルールを変更できるように取り組んでいる。
資源マップの閲覧件数は38343件であり、目標を達成した。
資源の情報を今後も住民や関係機関に普及していく。

電子連絡帳の使用件数は、目標に達成できなかった。地域
資源閲覧回数は目標を大幅に上回ったことで、ほぼ計画ど
おりに推移している。

同上

電子連絡票について、運用改善の意見が多く、事業目標に
照らして一定の成果が上がっている。

同上

費用に対して、概ね効果的であるが、一部改善の余地があ
る。

同上



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

542 -2 A 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 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 5

人 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 2

予算体系 款 2 保険給付費 項 1
介護・予防サービス
等諸費 目 1

介護・予防サービス
給付費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,209,000 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

724,000 732,500 752,500

724,000 732,500 752,500

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

毎月 毎月 毎月

712,354 724,000 732,500前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業の内訳と
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

事業実施スケ
ジュール

平成29年度

高齢者福祉

国庫・県費負担金、支払基金交付金

介護保険事業の法定介護サービス給付として、介護給付及び予防給付を行う。 主な協働・関
連団体

平成31年度平成30年度

事業目的

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

介護サービス基盤の整備

高齢者福祉計画・介護保険事業計画

保険者として介護給付の適正化や不正請求の防止等を図りながら、被保険者等に給付費
を支給する。 主な関連計

画・法令

介護給付：介護保険法第４０条～５１条

４０歳以上の町民で要介護認定者

事業概要

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

予防給付：介護保険法第５２条～６１条

介護・予防サービス給付事業
(地域密着型介護・予防サービス給付事業）

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

助け合い、支えあう健康であたたかなまち

要介護状態になっても、家族や地域の人と支え合いながら自宅で過ごせることを目指すた
め、保険者として介護保険特別会計の管理事務を行う。

―

―

内訳（具体的な内容）

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）

負担金補助及び交付金

国保連合会からの請求に基
づき支払い

要介護認定者数の増加に伴い、サービス受
給者数及び介護給付費が増額することによ
る。

実施スケジュール

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール
国保連合会からの請求に基
づき支払い

償還払い請求分に対する支
払い

国保連合会からの請求に基
づき支払い

償還払い請求分に対する支
払い

償還払い請求分に対する支
払い



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

542 -2 A 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 係 作成者

介護・予防サービス給付事業
(地域密着型介護・予防サービス給付事業）

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 124,855 補助率
施設等分１５%、その
他分２０% 129,000 補助率

施設等分１５%、その
他分２０% 133,000 補助率

施設等分１５%、その
他分２０%

県費 104,762 補助率
施設等分１７．５%、そ
の他分１２．５% 107,000 補助率

施設等分１７．５%、そ
の他分１２．５% 109,000 補助率

施設等分１７．５%、そ
の他分１２．５%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 476,905 496,500 510,500

一般財源

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

661,439 670,000 712,354 742,000 772,000 800,000

26年度 671,545 685,489 712,287

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

現状値
（下段：時点）

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

第1号保険料２２％、支払基金２８%等

事務事業評
価指標

単位

その他財源の名称

備考備考

その他財源の名称

平成２８年度から、介護予防・生活支援総合事業を開始し、
総合事業対象者、要支援１・２の方が利用する訪問介護・通
所介護サービス費が地域支援事業費に移行したことで介護
給付費の抑制につながった。第７次介護保険事業計画（平
成３０年度から平成３２年）では、今後も、訪問・通所系とも
認定者数の増加により給付費が増加する見込みであること
から、介護サービス以外のサービスを充実させ、さらなる介
護給付費の抑制を目指していく必要がある。

平成２８年度から実施した介護予防・生活支援総合事業に
より、介護給付費の抑制につながっている。

同上

適正に給付し、要介護者等の日常生活の支援として成果を
あげている。

十分な成果を上げることができた。

予算の範囲内で効果的に事務処理を行った。

効果的である。

第1号保険料２２％、支払基金２８%等 第1号保険料２２％、支払基金２８%等

その他財源の名称

備考

進行管理

第５次介護保険事業計画期間（平成２４年度～平成２６年
度）において、要介護認定者数の伸びが緩やかであったこ
とにより、介護給付費については計画値と大きな差異はな
かった。しかしながら、第１号被保険者の保険料を補填する
ため、介護保険準備基金３３，０００千円を全て取り崩したこ
と、愛知県の財政安定化基金から４，７７６千円の貸付を受
けたことは、次期計画における保険料の上昇につながる結
果となった。

特定財源の
増減理由

要介護認定者数の増加に伴い、介護給付費
が増額したことにより特定財源も増額した。

指標名

給付費見込み 千円

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

今後とも介護保険法に基づき、被保険者等
に対する適正な給付を実施していく。また、
介護給付費を抑制していくため、給付の適
正化、介護予防の推進などに取り組んでい
く。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

第6次介護保険計画期間において、給付費の伸びは、計画値を大きく下
回った結果となったものの、H29年10月現在の要介護認定者数は478人
で、サービス受給率は、410人、給付費の支払額はひと月6千万円を超える
ほどとなった。給付費の増加が少なかった要因は、平成28年度から実施し
た介護予防・生活支援総合事業の成果もあると考える。

平成28年度から地域密着型通所介護事業所2ヶ所ができたことで、保険者
のサービス事業所の指定・更新事務及び監査指導の事務負担が増した。
今後は、サービス事業所の適正な運営を指導するとともに、住民のニーズ
を把握し、介護サービスのみでなく、在宅生活の施策支援を構築していくこ
とが、介護給付費を抑制し、在宅生活を支えることになると考える。

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

542 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 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 5

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 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 2 高齢者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 57,579 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

19,193 19,193 19,193

19,193 19,193 19,193

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

〃 〃 〃

19,194 19,193 19,193前年度実施計画の事業費

前年度の実績報告書提出

補助金交付

前年度の実績報告書提出前年度の実績報告書提出

事業概要

平成29年度 平成30年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容）

高齢者福祉

特別養護老人ホーム「平安の里」の建設費、用地取得費及び特別養護老人ホーム「五条の
里」の借地料に係る費用を補助することで、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び
療養上の管理サービスを提供できる体制を整備する。

主な協働・関
連団体

西春日井福祉会

清須市・北名古屋市

平成31年度

豊山町社会福祉法人の助成に
関する条例

事業目的

介護サービス基盤の整備

豊山町介護ロボット導入促進事
業補助金交付要綱

特別養護老人ホーム「平安の里」の建設費、用地取得費及び特別養護老人ホーム「五条の
里」の借地料に係る費用を補助する。「五条の里」の借地料は、２市１町の前年度当初の推
計人口の割合で負担し、借入償還金は建設当初の負担割合に乗じて負担する。「平安の
里」の用地購入費・建設費に係る借入償還金は、２市１町が均等割２５％、人口割３５％、
基準財政需要額割３５％、高齢化率割５％の割合に乗じて負担する。
また、平成２８年度に、地域介護・福祉空間整備推進交付金を介護ロボットを導入した介護
サービス事業者に補助金として交付した。

主な関連計
画・法令

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

広域的介護保険施設整備負担事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

重度要介護者の受け皿となる施設サービスを確保する。

－

－

特別養護老人ホーム「五条の里」、特別養護老人
ホーム「平安の里」、介護サービス事業者

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

豊山町介護ロボット導入促進事業補助金交
付要綱に基づく補助金交付を行わないた
め、減額した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

豊山町社会福祉法人の助成に
関する施行規則

内訳（具体的な内容）

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）

実施スケジュール

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

補助金交付補助金交付

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

542 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 係 作成者

広域的介護保険施設整備負担事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 19,193 19,193 19,193

■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 0 0

22,582 30,109 22,582 15,056 7,529 0

28年度 30,109 22,582 15,056

45,001 56,250 45,001 33,751 22,502 11,252

28年度 56,250 45,001 33,751

1,620 0 1,620 0 0 0

28年度 0 1,620 0

0 0 0 896 0 0

平成28年度 0 0 896

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

防犯対策強化事業に係る補
助金交付

千円

介護ロボット導入促進事業に
係る補助金交付

千円

特別養護老人ホーム「平安の
里」の建設に係る借入金残高
（建設費）

千円

指標名

千円

特別養護老人ホーム「五条の
里」の医療事業団福祉貸付
資金からの借入金残高

その他財源の名称 その他財源の名称

備考備考

単位
現状値

（下段：時点）

その他財源の名称

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

特別養護老人ホーム「五条の里」の借入償
還金の負担は、平成２５年度に終了してい
る。特別養護老人ホーム「平安の里」の借入
償還金のうち、用地購入費は平成３１年度、
建設費は平成３２年度に負担が終了する。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

借入償還金計画等に沿って、特別養護老人ホーム「平安の
里」の建設費、用地取得費及び「五条の里」の借地料に係る
費用を補助している。要介護・要支援認定者の増加に伴い、
施設入所を希望する方も増加しており、平成２４年４月に開
所した「平安の里」は、入所希望者の新たな受入先となって
いる。
また、平成２８年度に、豊山町介護ロボット導入促進事業補
助金交付要綱を制定し、介護ロボットを導入する介護サービ
ス事業者に補助金を交付した。

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

特別養護老人ホーム「平安の
里」の建設に係る借入金残高
（用地購入費）

千円

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

　借入償還金計画等に沿って、特別養護老人ホーム「平安
の里」の建設費、用地取得費及び「五条の里」の借地料に係
る費用を補助した。
　西春日井福祉会の理事会・評議員会などに出席し、清須
市、北名古屋市や西春日井福祉会との連携を図るととも
に、計画に沿った借入金の償還を行う必要がある。また,平
成２９年度に繰越明許を行った既存高齢者施設等の防犯対
策強化事業補助金について、要綱制定を行い執行した。

借入償還金計画に沿って、特別養護老人ホーム「平安の里」の建設費、用
地取得費及び「五条の里」の借地料に係る費用を補助した。
また、豊山町介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱に基づき提出され
た使用状況報告書により、介護ロボット導入の効果・課題等を確認した。

昨年度に繰越明許を行った既存高齢者施設等の防犯対策強化事業補助
金について、現在、要綱が未整備であるため、今年度中に要綱制定を行
い、適切に執行する。

計画どおり、実施している。

同上

事業目的に照らして十分な成果が上がっている。

十分な成果を上げている。

予算の範囲内で効果的に執行した。

効果的である。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

542 -4 A 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 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 5

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 1 総務費 項 2 徴収費 目 1 賦課徴収費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,023 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

316 316 316

25 25 25

341 341 341

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

毎日 毎日 毎日

４月 ４月 ４月

７月 ７月 ７月

毎期 毎期 毎期

４月、７～３月 ４月、７～３月 ４月、７～３月

442 341 341

口座振替処理

仮徴収処理による通知書発
行

豊山町介護保険条例

実施スケジュール

異動に係る月次賦課処理

収入日計処理

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

督促状の発送・滞納整理

事業費計（平成31年度）

役務費

事業費計（平成30年度）

事業概要

平成29年度 平成30度

役務費 役務費

高齢者福祉

第1号被保険者の介護保険料の賦課徴収事務を実施する。 主な協働・関
連団体

介護保険法第１２９条～１４４条

介護サービス基盤の整備

高齢者福祉計画・介護保険事業計画

事業目的

仮徴収処理による通知書発
行

内訳（具体的な内容）

第１号被保険者に対して、賦課計算を行い、保険料の案内や納付書の送付等を行う。ま
た、住民異動（資格取得・喪失者、所得更正など）があった者に対して、改めて賦課計算を
行い、対象者に通知等を行う。その他、保険料滞納者に対して、督促状の送付、訪問によ
る滞納整理を行う。

主な関連計
画・法令

需用費 需用費 需用費

平成31年度

本算定処理による通知書発
行

督促状の発送・滞納整理

口座振替処理

督促状の発送・滞納整理

本算定処理による通知書発
行

介護保険料賦課徴収一般事業

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

助け合い・支えあう健康であたたかなまち

要介護状態になっても、家族や地域の人と支えあいながら自宅で過ごせることを目指すた
め、保険者として介護保険特別会計の管理事務を行う。

―

―

６５歳以上の町民

本算定処理による通知書発
行

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

本算定に係る封入封緘の予算を加えたが、
在庫管理による印刷製本費を削減した結果
減額した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

口座振替処理

異動に係る月次賦課処理

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

収入日計処理収入日計処理

仮徴収処理による通知書発
行

異動に係る月次賦課処理



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

542 -4 A 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 係 作成者

介護保険料賦課徴収一般事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 341 341 341

一般財源

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

94.17 95.00 95.50 96.00 96.50 97.00

26年度 95.72 95.69 94.21

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

指標名

％

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

事務事業評価
指標

事務費繰入金

　毎期、督促状を発送し、納付を促すとともに、滞納整理を
年4回（8月、10月、12月,2月）、現年度未納分を中心に訪問
を実施した。
　引き続き、介護保険サービスが必要になったときに介護給
付の制限を設ける人を減らすために収納率の向上を目指
す。

単位
現状値

（下段：時点）

上記に同じ。

滞納整理を実施することにより、未納者対策として成果はあ
る。

進行管理
平成28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27年度に第6次介護保険事業計画期間における介護
保険料の改定を行った。平成26年12月から平成27年3月ま
で広報において、介護給付費の増加及び保険料改定に対し
て住民への理解及び周知を行ってきた。本算定通知以降（7
月）、窓口における大きな混乱はなかった。

備考 備考

特定財源の増
減理由

在庫管理により印刷製本費を削減した。.

成果は上がっている。

事務費繰入金 事務費繰入金

その他財源の名称

介護保険法に基づき、適正な賦課徴収を実
施していく。また、介護保険料の負担増に伴
い、保険料滞納者がに対して納付確約書を
もらい、計画的に納付勧奨を行う。

その他財源の名称 その他財源の名称

徴収率

目標値に達せなかった

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

予算の範囲内で効率的に事務処理を行った。

効果的である。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

　９月時点で、現年分、滞納繰越分とも収納率が前年度同月より減少してい
る。今後は今以上に納付勧奨を行う必要がある。

　督促状送付により未納者の減少を図っている。また、現年を中心とした訪
問、電話による納付勧奨を実施した。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

542 --5 A 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 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 5

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 1 総務費 項 3 介護認定審査会費目 1 介護認定審査会費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 17,786 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

3,600 3,600 3,600

15 15 15

57 57 57

2,256 2,206 2,206

25 25 25

9 9 9

5,962 5,912 5,912

時期（月） 時期（月） 時期（月）

年間２８回 年間２８回 年間２８回

5,988 5,962 5,912

役務費

前年度実施計画の事業費

委託料

前年度実施計画の事業費

介護が必要となった方や家族等からの申請に基づき、介護認定審査会（年２４回）を開催
し、要介護度の判定を行う。 主な関連計

画・法令

平成29年度

介護認定審査会の開催

使用料及び賃借料

実施スケジュール

介護認定審査会運営事業

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度）

実施スケジュール

事業概要

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

介護が必要になったときに家族に過度の介護負担をかけることなく質の高い生活を送るこ
とを目指す。

＿

＿

旅費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

需用費

報酬

委託料

旅費

役務費

事業目的

役務費

委託料

使用料及び賃借料使用料及び賃借料

介護保険法第２７条

４０歳以上の町民

需用費

介護が必要となった方に対して、介護保険法に基づき、適正な要介護認定を行う。

高齢者福祉

審査判定委託料

介護サービス基盤の整備

平成30年度
内訳（具体的な内容）

豊山町介護保険条例

介護認定審査会の開催介護認定審査会の開催

実施スケジュール

主な協働・関
連団体

平成31年度

報酬 報酬

高齢者福祉計画・介護保険事業計画

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

旅費

需用費

前年度実施計画の事業費

調査委託のために、パート雇用の要求を出
し、遠方のみの委託料にした減額した。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

542 --5 A 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 係 作成者

介護認定審査会運営事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 27 補助率 ― 27 補助率 ― 27 補助率 ―

起債 充当率 充当率 充当率

その他 5,885 5,885 5,885

一般財源

■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

27年度 0 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） A

（二次評価） A

■成果 判定理由⇒

（一次評価） A

（二次評価） A

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） A

（二次評価） A

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

認定審査会を円滑に行えるように、資料作成をしている。認定審査が適正
に行えるよう、必要に応じて認定調査員への注意喚起や指導を行う。総合
事業の開始により、現行の要支援認定者、新規申請者が適切なサービスを
受けることができるように、地域包括支援センターでの相談対応が重要と
なってくる。

平成27年度は、認定審査会委員の改正年度であったため、
要介護認定審査会委員には、愛知県の主催する要介護認
定審査新任研修会に参加してもらい、知識を得ていただい
た。また、事務局が作成した認定審査の手引きを参考に4，5
月の認定審査前には模擬審査を実施してきた事で、認定審
査会に大きな支障をきたす事はなかった。また適正な認定
調査の実施のために調査員への記入の手引きを作成し配
布した。

平成31年度以
降の展望

備考

事務費繰入金

要介護認定者の増加により、審査会回数等
の増加に伴い、増額した。

特定財源の増
減理由

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

H29年度10月1日現在の認定者数は478人（9月末までの判定件数は242件）
である。認定者数が増加していることから、今年度からは審査会の開催回
数を増やした。

同上

審査判定件数は増加しているが、公正で適正な審査により
成果が上がっている。

現状値
（下段：時点）

今後とも介護保険法に基づき、要介護認定
審査会を介して、適正な審査判定を実施して
いく。また、適正な審査判定を継続して実施
していくため、県等の研修会を活用しながら
審査会委員や事務担当者及び認定調査員
の知識向上に努めていくことで、認定調査の
均一化を図れるようになる。

進行管理

十分な成果が上がっている。

その他財源の名称

備考

事務費繰入金

審査会での適正な審査判定により、審査に対する不服申し
立てはない。

認定者数の増加に伴い、審査会を２７回開催した。認定審
査が適正に行われるよう、事務局において委託認定調査
票、主治医意見書の確認を行い審査資料作成を行ってき
た。今後も、県開催の認定調査員研修に参加し、保険者とし
ての認定調査員知識を深め、適正な認定調査及び審査会
開催に努めて行く。

不服申し立て件数 件

予算の範囲内で、効率的に事務処理を行った。

効果的である。

事務事業評価
指標

指標名 単位

備考

事務費繰入金

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

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

542 -6 A 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 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 5

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 1 総務費 項 4 趣旨普及費 目 1 趣旨普及費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 219 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

73 73 73

73 73 73

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

年2回 年2回 年2回

52 73 73

広報紙への掲載

内訳（具体的な内容）

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）

要介護認定者数の増加のため

事業費計（平成29年度）

需用費

事業費計（平成30年度）

実施スケジュール

平成30年度

事業目的

事業概要

主な協働・関
連団体

介護保険制度や町が独自で実施している介護サービスの情報を、広く町民に提供すること
で制度への理解を深める。

事業の内訳と
事業費

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

介護保険情報を充実させることにより、町民の介護に対する知識の向上をはかり、最後ま
で住み慣れた家庭や地域で暮らし続けることができることを目指します。

―

趣旨普及事業

高齢者福祉

内訳（具体的な内容）

豊山町介護保険条例

パンフレットの配布

実施スケジュール

平成29年度

主な関連計
画・法令

需用費

介護保険法

需用費

―

主に６５歳以上の町民

平成31年度
内訳（具体的な内容）

介護サービス基盤の整備

高齢者福祉計画・介護保険事業計画

窓口来庁者や６５歳到達者等に、介護サービスを簡潔にまとめたパンフレットを配布する。
また、町広報紙や公式ホームページなどに制度案内を掲載する。

前年度実施計画の事業費

事業費計（平成31年度）

広報紙への掲載

パンフレットの配布

広報紙への掲載

実施スケジュール

前年度実施計画の事業費

パンフレットの配布

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

542 -6 A 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 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）

趣旨普及事業

■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 73 73 73

一般財源

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

0 2 3 4 5 6

27年度 24 26 27

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

これまでの主な成果

事務事業評価
指標

単位
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

窓口相談の対応には、パンフレット及び町独自サービス案
内を用いて説明を行った。また、６５歳到達時の被保険者証
の発送時には、介護保険制度の案内冊子を同封し、周知に
努めた。今後も継続して行うとともに、広報誌により高齢者
のみならず、住民に対して介護保険制度の周知について啓
発を行っていく。

65歳到達時の被保険者証の発送時、窓口説明などで制度
案内を啓発した。

計画どおり推移している。

窓口相談などで説明を行うことで、制度の理解を深めること
ができた。

十分な成果を上げることができた。

予算の範囲内で効率的に事業を行っている。

効果的である。

特定財源の増
減理由

介護保険制度普及広報活動

事業実施上の問題点と対応策

備考

事務費繰入金 事務費繰入金

その他財源の名称

事務費繰入金

平成31年度以
降の展望

窓口でのパンフレットの配布、制度案内の広報紙やホーム
ページへの掲載等を通じて、ＰＲを実施してきた。介護が必
要になりそうで、地域包括支援センターや保険課窓口に相
談に来るケースも増えてきた。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

回

平成30年度を目途に、要支援の方が利用す
る介護給付内容が大きく変わっていくことを
踏まえて、住民の大半が介護保険制度と介
護予防の重要性を理解し、65歳以上の方の
予防事業への自主参加が増加している。

住民にとって必要なサービスの構築するとともに、現状のサービスを含めて
住民が気軽にサービスを利用できるよう啓蒙する必要がある。

介護の窓口相談が増えているため、説明資
料としてパンフレットの購入数を増やしたた
め。

その他財源の名称

備考

進行管理

高齢者・介護係及び地域包括支援センターでの窓口において、住民及び地
域のケアマネジャーに対して説明と相談を行っている。

その他財源の名称

備考

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



枝番 事業名 優先度 区分 検印

542 -7 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 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 5

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 2 保険給付費 項 2 その他諸費 目 1 審査支払事務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,480 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

498 491 491

498 491 491

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

489 498 491

事務手数料の支払い

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29年度）

事務手数料の支払い

実施スケジュール実施スケジュール

事務手数料の支払い

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

主な協働・関
連団体

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

介護保険法第１７６条

高齢者福祉

国庫・県費負担金、支払基金

審査支払一般事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

要介護状態になっても、家族や地域の人と支え合いながら自宅で過ごせることを目指すた
め、保険者として介護保険特別会計の管理事務を行う。

―

―

内訳（具体的な内容）

事業目的

介護サービス基盤の整備

サービス事業所・施設は、国保連合会に対して、サービス提供月の翌月１０日までに介護
給付費の請求を行う。国保連合会では、請求内容の点検・審査を行い、請求月の翌月末に
サービス事業所・施設に支払いを行う。これらの事務を国保連合会に委託した場合に発生
する事務手数料を支払う。

主な関連計
画・法令

役務費

愛知県国民健康保険団体連合会

国保連合会に委託している介護サービスの審査支払事務に係る手数料を支払う。

平成31年度

高齢者福祉計画・介護保険事業計画事業概要

平成29年度 平成30年度

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

要介護認定者数の増加に伴い、増額した。

前年度実施計画の事業費前年度実施計画の事業費

役務費 役務費



枝番 事業名 優先度 区分 検印

542 -7 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 係 作成者

審査支払一般事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳 　
事業費 事業費 事業費

国費 77 補助率 20% 77 補助率 20% 77 補助率 20%

県費 48 補助率 12.5% 48 補助率 12.5% 48 補助率 12.5%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 366 366 366

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 1 1 1 1 1

26年度 1 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

リスト

■達成度 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

第1号保険料２２％、支払基金２８%等

その他財源の名称

単位
現状値

（下段：時点）

サービス事業所における返
還件数

件

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

　国保連合会に介護給付費における審査支払委託を行って
おり、送られてくるリストを基に、介護給付費適正化事業で
毎月、チェック管理を行っている。
　過誤取り下げ請求件数は、事業所の請求誤りによるもの
に加え、県事業所監査指導によるサービス事業所からの返
還もあり、事業所からの返還金は、同月過誤で行われるも
のが多い。
保険者として今後も、毎月、国保連合会から送られてくる介
護給付費適正化に関するデータをもとに、不適切なサービ
ス提供を行っている介護サービス事業所への指導・助言と
返還を求めていく必要がある。

国保連合会からの情報連携により、事務処理を適正に行っ
た。

計画どおり推移している。

適正化事業において、1件の過誤請求の指摘をすることがで
きた。

十分な成果を上げることができた。

予算の範囲内で効率的に審査支払事務を行った。

効果的である。

備考

その他財源の名称

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

第1号保険料２２％、支払基金２８%等

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
,

毎月、国保連合会からの審査結果をもとに、サービス事業所への確認を
行っている。今年度は、第三者行為求償返還金請求事務を行い、返還金を
受け入れた。

毎月、国保連合会から送られてくる審査結果を確認し、介護サービス事業
所の把握をすることが必要になる。特に軽度者の福祉用具貸与、居宅療養
管理指導料については、ケアマネジャーのケアプラン点検等により、真に
サービスが必要な人についてサービス提供がなされるようにチェックが必要
である。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成31年度以
降の展望

介護サービスの審査支払事務を国保連合会に委託してお
り、審査支払事務に係る手数料を支払っている。国保連合
会に一部事務を委託することにより、保険者の事務負担の
軽減につながっている。また、国保連合会の審査結果デー
タを基に、毎月、不正請求や過誤請求がないか保険者で確
認を行い、介護給付費の適正化を図っている。

今後も国保連合会に審査支払事務の委託を
予定しているため、手数料の支払いを継続し
ていく。また、併せて審査結果データを活用
した介護給付費の適正化を実施していくこと
で、介護サービス事業所の請求誤りが減少
していく。

第1号保険料２２％、支払基金２８%等

特定財源の増
減理由

要介護認定者数の増加に伴い、増額した。

進行管理

その他財源の名称

備考備考

事務事業評価
指標



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

542 -8 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 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 5

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 4 基金積立金 項 1 基金積立金 目 1 介護保険基金積立金

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 42,720 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

42,720 0 0

42,720 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

９月 ９月 ９月

３月 ３月 ３月

15,626 42,720 0

実施スケジュール

前年度決算による積立

預金利息による積立

内訳（具体的な内容）

積立金

事業費計（平成31年度）

事業概要

平成29年度 平成30年度
内訳（具体的な内容）

積立金

介護保険法

豊山町介護保険基金条例

介護保険財政の安定的な運用を図るため、介護保険準備基金に積み立てを行う。 主な協働・関
連団体

事業目的

介護サービス基盤の整備

高齢者福祉計画・介護保険事業計画

決算時における余剰金と基金運用利子を介護保険準備基金に積み立てる。 主な関連計
画・法令

積立金

平成31年度

高齢者福祉

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

助け合い、支え合う健康であたたかな町

高齢者が、地域の人たちと交流を深め、生き生きと心豊かに暮らすことが出来る。

―

―

介護保険基金積立事業

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

Ｈ28年度実績推計から見たＨ29年度推計額
は、Ｈ28年度を下回る推計のため保険料収
入金にフロー金が出るため増額

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実施計画の事業費

実施スケジュール

前年度決算による積立前年度決算による積立

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

預金利息による積立預金利息による積立

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

542 -8 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 高齢者・介護 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）

介護保険基金積立事業

■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 26,107 5 3

一般財源

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

0 15,626 27,000 30,000 0 5,000

26年度 31,362 62,431 98,049

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

指標名

第6次介護保険計画における介護給付費推計の増加が抑
制されたたため、介護保険基金積立金が増額した。第7次介
護保険計画期間の介護保険料を抑制するために介護保険
基金積立金を使用する。

計画どおり推移している。

同上

３年間の計画期間の安定的な財政運営に備え、基金積立を
行っている。

十分な成果を上げることができた。

適切に事務を執行した。

効果的である。

その他財源の名称

介護保険基金預金利子　前年度繰越金等 介護保険基金預金利子　前年度繰越金等

その他財源の名称

介護保険基金預金利子　前年度繰越金等

備考

単位
現状値

（下段：時点）

その他財源の名称

備考

進行管理

備考

積立金の増額は、平成28年度から開始した介護予防・生活支援総合事業
の影響と、介護保険制度改正により利用者負担割合が2割になる方が追加
になったことで、介護給付費が計画値を大幅に下回った結果、基金増額し
たと考える。

積み立てた基金は、３年ごとに改正する介護保険料の増額抑制に使用す
る。

特定財源の増
減理由

介護保険給付費減額によりフロー金が増額
した為。

基金積立残額 千円

県の財政安定化基金から借入を受けなくて
も、介護保険財政が運用できるよう、人口構
造や社会情勢等を踏まえ、保険料の改定を
行っていく必要がある。また、決算に余剰金
が生じる場合は、介護準備基金に積み立て
を行う。

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

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

平成31年度以
降の展望

第5次介護保険事業計画期間内（平成24年度～平成26年度）に、
第１号被保険者の保険料負担の軽減を図るため、平成24年度に
25,334千円（県の介護従事者処遇改善臨時特例交付金2,989千円
含む）、平成25年度に6,992千円、平成26年度に6千円を介護準備
基金から取り崩し対応した結果、基金残高は0円となった。併せて、
介護保険財政に不安が生じたことから、愛知県の財政安定化基金
から、4,776千円の貸付を行った。しかし、平成27年度の介護保険
料改正を行い、介護給付費の支払いに余剰金が出たことにより、当
初予算及び補正第1号において15,626千円の積立を行った。

平成28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

543 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 5

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 3

予算体系 款 3 地域支援事業費 項 3
包括的支援事業・任
意事業費 目 1 総合相談事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 87 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

29 29 29

29 29 29

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

29 29 29

事業概要

平成29年度 平成30年度

高齢者福祉

地域支援事業交付金等

高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるように、
総合相談窓口を設ける。 主な協働・関

連団体

平成31年度

介護保険法

事業目的

地域ケア体制の推進

本人、家族、近隣の住民、地域のネットワーク等を通じた様々な相談を受けて、的確な状況
把握等を行い、専門的・継続的な関与又は緊急の対応の必要性を判断する。 主な関連計

画・法令

需用費 需用費 需用費

総合相談事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

地域の高齢者に様々な相談ができる窓口を提供し、安心して生活ができる。

－

－

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 前年度実施計画の事業費

全住民

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

総合相談

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

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）事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

総合相談総合相談



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

543 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

総合相談事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 11 補助率 40% 11 補助率 40% 11 補助率 40%

県費 5 補助率 20% 5 補助率 20% 5 補助率 20%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 13 13 13

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

44 70 70 75 75 80

27年度 44 33 51

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

指標名

総合相談の開催回数 回

事務事業評価
指標

高齢者が困ったことがある時は、ワンストッ
プ窓口として、地域包括支援センターに相談
している。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

効果的である。

目標値は達成できていないが、ワンストップ窓口として有効
である。

概ね計画どおり推移している。

認知症の早期の段階で相談ができるようになっている。

十分な成果を上げることができた。

単位
現状値

（下段：時点）

これまでの主な成果

9月末時点の相談件数は22件となっている。認知症が疑われる方の家族か
らの相談が増えており、継続した支援を行っている。

独居高齢者や認知症高齢者が増加しているため、地域の見守りや関係機
関の協力が必要となる相談があった場合には、協力者や関係機関と適切
に連携をとり、支援していく。

その他財源の名称

備考

費用に対して効果的である。

第１号被保険者保険料

その他財源の名称

事業実施上の問題点と対応策

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

各教室やイベントでの普及、関係機関との連携により住民
に地域包括支援センターの相談窓口としての役割が認識さ
れつつあり、相談件数は増加傾向にある。

備考

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

3月末時点で相談件数は51件であった。相談内容は介護保
険の利用等に関することが多く、必要な方は継続支援を実
施した。
相談件数が増えているが、地域包括支援センターの高齢者
の総合相談窓口の認識は低いと感じるため、今後も普及活
動を実施していく。

備考

第１号被保険者保険料 第１号被保険者保険料

その他財源の名称

平成31年度以
降の展望



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

543 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 5

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 3

予算体系 款 3 地域支援事業費 項 3
包括的支援事業・任
意事業費 目 2 権利擁護事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 180 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

30 30 30

30 30 30

60 60 60

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

60 60 60前年度実施計画の事業費

事業概要

平成29年度 平成30年度

報償費

高齢者福祉

地域支援事業交付金等

高齢者の権利擁護のため必要な支援を行う。 主な協働・関
連団体

平成31年度

介護保険法

事業目的

地域ケア体制の推進

高齢者の権利擁護について啓蒙を目的とする講演活動及びパンフレットの配布を行う。ま
た高齢者に対する虐待の防止やその早期発見のためのネットワーク作りと困難事例への
対応を行う。

主な関連計
画・法令

需用費 需用費

権利擁護事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

高齢者の権利を守り心豊かに暮らすことができる。

－

－

６５歳以上の住民

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）

報償費

報償費の予算計上をしなかったため減額し
た。

前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

パンフレット等の配布

内訳（具体的な内容）

需用費

実施スケジュール

事業費計（平成29年度）

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

パンフレット等の配布パンフレット等の配布

前年度実施計画の事業費

報償費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

543 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

権利擁護事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 23 補助率 40% 23 補助率 40% 23 補助率 40%

県費 11 補助率 20% 11 補助率 20% 11 補助率 20%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 26 26 26

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 10 12 12 15 15

27年度 5 3 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

講演会、会議等の開催回数 回

目標値を大きく下回った。

目標値を下回った。

高齢者の権利擁護のため、一定の成果を上げている。

その他財源の名称

備考

概ね成果が上がっている。

費用に対して概ね効果的である。

第１号被保険者保険料

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

概ね効果的である。

虐待が疑われるケース発生時に高齢者虐待対応会議を開
催し、虐待ケースの状況把握と、虐待予防に努めている。ま
た、健康ほっとサロンや老人クラブの教室参加者に対して、
高齢者虐待防止や消費者被害防止の啓発をおこなってい
る。それにより高齢者虐待や消費者被害に関する相談も入
るようになり、認識が広まっている。

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

備考

第１号被保険者保険料 第１号被保険者保険料

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
成年後見制度について普及するため、住民向けと介護支援
専門員向けに計2回講演会を開催し計62名が参加した。
その他にも、介護予防教室、出前講座等にて、日頃からの
地域の見守り活動の必要性について啓発した。
また、高齢者虐待対応会議を計3回開催し、継続支援が必
要な方に対して訪問、関係機関との連携による見守りや支
援を実施した。
今後さらに独居高齢者、認知症高齢者の増加が予想される
ため、地域の見守りを強化し、虐待や消費者被害等の防止
や早期発見・早期対応ができるように啓発稼働が必要であ
ると考える。
また、平成３３年度までに、成年後見センターの設置が義務
つけられていることから、単独設置、２市１町での共同設置
等 十分な検討 検証を行っていく必要がある

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

虐待が疑われる方の情報が入った際には、高齢者介護係、包括の職員で
高齢者虐待対応会議を開催し、対応を検討した。

全国的高齢者を対象とした消費者被害が増えているため、教室やサロンで
被害防止のための情報提供を行っていく。虐待や消費者被害の予防のた
め地域の見守りが必要であるため、民生委員等の地域住民の支援者に異
変のサイン等を普及していく。

備考

高齢者虐待や消費者被害防止について今
後も普及啓発を図ることで、たとえ被害に
あっても地域包括支援センターに相談するこ
とができる体制ができている。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

543 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 5

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 3

予算体系 款 3
地域支援事業
費

項 3
包括的支援事業・任
意事業費 目 3

包括的・継続的ケア
マネジメント支援事業
費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 666 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

60 60 60

67 67 67

95 95 95

222 222 222

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

８月 ８月 ８月

２月 ２月 ２月

222 222 222

ケアマネジメント

包括支援センター運営協議
会

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

賃金

負担金補助及び交付金

旅費 賃金

内訳（具体的な内容）

負担金補助及び交付金

高齢者福祉

地域支援事業交付金等

負担金補助及び交付金

包括支援センターの機能強化や、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援
専門員に対する支援等を行う。 主な協働・関

連団体

平成31年度

介護保険法

地域ケア体制の推進

地域包括支援センター運営協議会の実施、介護予防ケアマネジメント業務、介護予防支
援、介護給付のケアマネジメントの相互の連携を図り、包括的・継続的なケアを提供する。 主な関連計

画・法令

報酬費 報償費 報償費

内訳（具体的な内容）
平成29年度 平成30年度

事業概要

ケアマネジメント

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

包括支援センターの機能や各関係機関との連携を強化し、適切なサービスが提供できるよ
うにする。

－

－

事業目的

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

共済費を新規の別事業で編成したため減
額。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

65歳以上の住民

実施スケジュール実施スケジュール

包括支援センター運営協議
会

事業費計（平成30年度）

包括支援センター運営協議
会

包括支援センター運営協議
会

包括支援センター運営協議
会

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

ケアマネジメント

包括支援センター運営協議
会



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

543 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 86 補助率 39% 86 補助率 39% 86 補助率 39%

県費 43 補助率 19.5% 43 補助率 19.5% 43 補助率 19.5%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 93 93 93

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

8 20 20 23 23 25

27年度 8 20 28

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

指標名

第１号被保険者保険料 第１号被保険者保険料

その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

事務事業評価
指標

介護予防ケアプラン作成や地域における連携を行い、包括
的・継続的なケアを提供している。

地域包括支援センターの機能強化が図れ、
介護支援専門員、主治医、地域の関係機関
等の連携がとれている。また、個々の介護支
援専門員に対する支援を行っている。

その他財源の名称

進行管理

ケアマネジャーからの相談に対して、目標を超える相談支援
を行った。

備考

ケアーマネージャー支援回数 回

単位
現状値

（下段：時点）

備考

十分な成果を上げることができた。

効果的に事業を実施できた。

備考

第１号被保険者保険料

関係機関と連携をとり、支援をすることができた。

計画どおり推移している。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

特定財源の増
減理由

介護支援専門員より随時相談を受け、情報提供や調整を実
施した。介護支援専門員との連携体制の構築が進み、相談
件数も増加していると考えられる。
また、１月に「豊山町ケアマネ会」を発足した。今後はケアマ
ネ会と連携し、情報共有や事例検討等を行い、各介護支援
専門員の質の向上を図っていく。

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

効果的である。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

豊山町の介護保険サービス利用者に携わる介護支援専門員からの相談支
援を実施した。

在宅医療・介護連携を推進するために専門職同士また多職種連携が課題
である。そのため、介護支援専門員の資質向上や連携強化を目的に、今年
度中にケアマネ会を発足するための立ち上げ支援を行う。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

543 -4 B 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 5

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 3

予算体系 款 3 地域支援事業費 項 3
包括的支援事業・任
意事業費 目 4 任意事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,673 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

120 120 120

231 231 231

132 132 132

72 72 72

336 336 336

891 891 891

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

915 891 891

事業費計（平成30年度）

認知症介護者のつどい

実施スケジュール

認知症介護者のつどい

認知症サポーター養成講座

高齢者福祉

地域支援事業交付金等

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

需用費

役務費

委託料

需用費 需用費

内訳（具体的な内容）

扶助費

事業概要

役務費

要介護高齢者を介護する家族が住み慣れた地域で安心して介護をしながら、その人らしい
生活を継続していくための支援を行う。 主な協働・関

連団体

平成31年度

介護保険法

平成29年度

地域ケア体制の推進

認知症介護者のつどい、認知症サポーター養成講座、成年後見制度支援等を行う。 主な関連計
画・法令

報償費 報償費 報償費

平成30年度

家族介護支援等事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

介護者が、介護を継続しながらも、自分らしく生活する。

－

－

事業目的

実施スケジュール

全住民

扶助費

役務費

事業費計（平成29年度）

委託料

事業の内訳と
事業費

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

需用費が減少したため減額。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

認知症介護者のつどい

委託料

扶助費

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

543 -4 B 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

家族介護支援等事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 347 補助率 39% 347 補助率 39% 347 補助率 39%

県費 173 補助率 19.5% 173 補助率 19.5% 173 補助率 19.5%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 371 371 371

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

21 300 300 300 300 300

27年度 21 620 217

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

指標名

認知症サポーター数 人

備考

その他財源の名称

第１号被保険者保険料 第１号被保険者保険料

その他財源の名称

介護者が介護支援事業を利用して、安心し
て介護ができるようになっている。

備考 備考

新たに講演会を開催したが目標には達成できなかった。

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

家族介護支援事業により、介護負担の軽減を図ってきてい
る。特に「認知症介護者のつどい」では介護者間の仲間意
識が育ち、介護負担の軽減となっている。Ｈ24年度から小中
学校で「認知症サポーター養成講座」を開催できるように
なった。

第１号被保険者保険料

目標値を大きく下回った。

十分な成果を上げることができた。

効率的に事業を行うことができた。

効果的である。

「おかえりネット」会員を開始し、徘徊高齢者の家族支援の
成果が上がっている。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

認知症サポーター養成数は目標値には届かなかったが、新
しい普及方法とし、愛知県介護福祉士会との協賛で認知症
サポーター養成講座を含む認知症理解促進講演会を開催
することができた。
また、H27年に作成した認知症ケアパスの内容を見直し、新
たに冊子を作成し配布をした。
認知症による徘徊のおそれがある方や家族への支援とし
て、町のメール配信サービスを活用した「おかえりネット」を２
月より開始し、地域の協力を基にした見守り体制の構築に
取り組むことができた。

その他財源の名称

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

老人クラブより会員を対象とした認知症サポーター養成講座の依頼を頂き、
計57名の方に養成講座を開催した。

認知症があっても住み慣れた地域で生活することができるように、地域の
見守りや理解、協力が必要となるため、今後も認知症サポーターを養成し
ていく。地域住民だけではなく、町内の店舗・施設等にも認知症サポーター
養成講座を実施できるように取り組んでいく。

特定財源の増
減理由

進行管理



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

543 -5 Ａ 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 5

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 3

予算体系 款 3 地域支援事業費 項 3
包括的支援事業・任
意事業費 目 5

在宅医療・介護連携
推進事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 627 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

172 172 172

37 37 37

209 209 209

時期（月） 時期（月） 時期（月）

7月 7月 7月

12月 12月 12月

2月 2月 2月

9月 9月 9月

318 209 209

医療・介護者向け研修会

事業費計（平成30年度）

地域包括ケアシステム推進
協議会

地域包括ケアシステム推進
協議会

地域包括ケアシステム推進
協議会

医療・介護者向け研修会

実施スケジュール
地域包括ケアシステム推進
協議会

住民向け普及啓発講演会

事業費計（平成31年度）

需用費需用費

内訳（具体的な内容）

高齢者福祉

地域支援事業交付金等

内訳（具体的な内容）

医療と介護の両方の支援を必要とする高齢者が住み慣れた自宅で適切なサービスを利用
しながら生活ができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するための関係機関の連携
や、連携のシステムを構築していく。

主な協働・関
連団体

西名古屋医師会、歯科医師会、薬剤師会

居宅介護支援事業所

平成31年度

介護保険法

平成29年度 平成30年度

需用費

地域ケア体制の推進

地域の医療・介護の関係機関・関係団体等と協力して、地域の医療・介護関係者との会議
の開催し地域課題の共有・検討をする、在宅・介護連携に関する相談の受付、在宅医療・
介護関係者の研修、地域住民への普及啓発等を実施する。

主な関連計
画・法令

報償費 報償費 報償費

事業概要

在宅医療・介護連携推進事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

医療と介護の支援を必要とする高齢者が適切にサービスを利用することができ、住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを続けることができる。

－

事業目的

実施スケジュール

全住民

医療・介護者向け研修会

事業費計（平成29年度）

事業の内訳と
事業費

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

今年度実績より会議開催数を見直したため
報償費・需要費が減額した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

住民向け普及啓発講演会住民向け普及啓発講演会

地域包括ケアシステム推進
協議会

地域包括ケアシステム推進
協議会

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

543 -5 Ａ 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

在宅医療・介護連携推進事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 81 補助率 39% 81 補助率 81 補助率

県費 40 補助率 19.5% 40 補助率 40 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 88 88 88

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

30 40 50 60

26年度 48 29

4 4 4 4

26年度 3 4

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

指標名

在宅医療に関する医療・介護
関係者向け会議・研修会の
開催回数

人

住民への普及啓発に関する
講演会参加人数

人

備考

その他財源の名称

第１号被保険者保険料 第１号被保険者保険料

その他財源の名称

在宅医療についての住民の意識が増し、療
養が必要となった時でも多様なサービスを利
用しながら在宅で生活をすることができる。
連携システムを構築することで、住民を支え
る専門職は各関係機関と円滑に連携がと
れ、より効果的に支援を行うことができる。

備考 備考

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

平成26年度の介護保険法の改正により在宅医療・介護連携
推進事業が地域支援事業に位置付けられたことから、平成
28年4月より本事業を開始した。住民向けの在宅医療に関
する講演会や、専門職向けの多職種連携研修会を実施する
予定となっている。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

第１号被保険者保険料

その他財源の名称

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

地域包括ケアシステム推進協議会を８月に開催し、現在の在宅医療・介護
連携システムの運用について検討をした。
また、住民への在宅医療の普及啓発のため１１月に講演会を開催する予定
となっている。

長期入院が困難な状況であることから自宅で療養が必要とする方が増加し
ており、在宅医療に関する相談が増えてきている。在宅医療に関する相談
体制の強化や、在宅支援に携わる多職種間の専門職の連携体制の構築を
進めていく必要がある。在宅医療に関する住民及び専門職からの相談対応
ができるよう、来年度より清須市・北名古屋市・豊山町より負担金を支出し、
相談対応ができる在宅医療サポートセンターを運営していく。

特定財源の増
減理由

在宅医療推進講演会として11月に「訪問診療」をテーマにし
た講演会を開催した。
在宅医療推進を含む地域包括ケアシステムの構築を図るた
めの協議の場として、8月と3月に地域包括ケアシステム推
進協議会を開催した。連携ツールの利用促進が今後の課題
であるため、各関係者に普及をしていく。
在宅医療に携わる医療・介護専門職の連携を図るため、薬
剤師と介護支援専門員の交流の場を設け、顔の見える関係
性を築くことができた。

講演会参加人数は、目標を達成できなかった。

同上

在宅医療・介護の連携に成果が上がっている。

同上

効率的に事業が実施できた。

効果的である。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

543 -6 Ａ 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 5

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 3

予算体系 款 3 地域支援事業費 項 3
包括的支援事業・任
意事業費 目 6 生活支援体制整備事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 651 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

180 180 180

32 32 32

5 5 5

217 217 217

時期（月） 時期（月） 時期（月）

8月 協議体開催 8月 協議体開催 8月 協議体開催

11月 協議体開催 11月 協議体開催 11月 協議体開催

3月 協議体開催 3月 協議体開催 3月 協議体開催

277 217 217

需用費

役務費

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）

高齢者福祉

地域支援事業交付金等

内訳（具体的な内容）

多様な主体による多様なサービスの提供体制を構築し、高齢者を支える地域の支え合い
体制作りを行う。 主な協働・関

連団体

社会福祉協議会、シルバー人材

センター等

介護保険法

地域ケア体制の推進

協議体や生活支援コーディネーターの設置等を通じて、地域のニーズ等の把握を行い、互
助を基本とした生活支援等サービスの創出、関係者間のネットワーク構築などを行う。 主な関連計

画・法令

報償費

内訳（具体的な内容）

報償費

需用費

役務費

事業目的

実施スケジュール

全住民

平成31年度

事業の内訳と
事業費

平成29年度 平成30年度

事業実施スケ
ジュール

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

まちづくり重
点目標

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

多様な主体による多様なサービスの提供体制を整備し、高齢者を支えるサービスを構築す
る。

－

－

事業概要

生活支援体制整備事業

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 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

需用費

役務費

事業費計（平成29年度）

報償費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

543 -6 Ａ 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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）

生活支援体制整備事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 84 補助率 39% 84 補助率 39% 84 補助率 39%

県費 42 補助率 20% 42 補助率 20% 42 補助率 20%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 91 91 91

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

3 4 5 5

26年度 0 4

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

指標名

協議体開催回数 回

備考

その他財源の名称

第１号被保険者保険料 第１号被保険者保険料

その他財源の名称

協議体、生活支援コーディネーターを中心
に、互助を基本とした生活支援等サービスの
創出が進み、高齢者を支える多様なサービ
スが増えている。

備考 備考

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

平成26年度の介護保険法の改正により生活支援体制整備
事業が地域支援事業に位置付けられたことにより、平成28
年4月より本事業を開始した。協議体、生活支援コーディ
ネーターの設置に向け、平成28年度は行政関係機関で研究
会や住民アンケートを実施する予定となっている。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

進行管理

第１号被保険者保険料

その他財源の名称

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

高齢者の生活に関する課題を検討するため、今年度より生活支援体制整
備協議体を開催し、高齢者の生活支援に携わる町内の関係機関の方に参
加して頂き、9月末までに計３回開催した。協議体内で高齢者の生活に関す
る課題の共有や、必要なサービスの検討を行った。住民の互助や自助を高
める方法として有償ボランティアの導入について協議を行った。

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けていくためには、日常の
ちょっとした困りごとの解決や、地域の支え合い・見守り体制の構築が必要
になる。協議体で頂いた意見を基に、来年度より住民の互助を高めるきっ
かけとして、有償ボランティアを開始し、地域のつながりや自身の介護予防
への意識を高めていく。

特定財源の増
減理由

協議体を計4回開催し、高齢者の支援に携わる様々な関係
者の方からの意見を基に、課題の把握や事業展開を行っ
た。
課題として高齢者の生活支援や活動の場等の情報周知不
足が挙げられたため、情報をまとめた「いきいき安心生活ガ
イド」を作成し配布を行った。
また高齢者の方の活動の場や地域のつながりが少ない課
題より、有償ボランティア事業の実施の必要性が挙げられた
ため、開始に向け取り組んでいく。

計画どおり遂行することができた。

同上

協議体による意見から「介護予防・支援ボランテイアポイント
事業」を始める

概ね成果を上げることができた。

事業の効果が上がるよう準備を進めた。

概ね効果的である。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

543 -7 Ａ 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 5

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 3

予算体系 款 3 地域支援事業費 項 3
包括的支援事業・任
意事業費 目 7 認知症総合支援事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,395 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

465 465 465

465 465 465

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

0 465 465

事業費計（平成30年度）

対象者にチームと一緒に訪
問支援・チーム員会議等を実
施

実施スケジュール
対象者にチームと一緒に訪
問支援・チーム員会議等を実
施

事業費計（平成31年度）

内訳（具体的な内容）

高齢者福祉

地域支援事業交付金等

内訳（具体的な内容）

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし
続けられるために、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。 主な協働・関

連団体

認知症初期初期支援集中チーム

医療機関

平成31年度

介護保険法

平成29年度 平成30年度

地域ケア体制の推進

認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師や複数の専門職から成る初期集中支援
チームを設置し、地域で生活する認知症が疑われる人や認知症の人及び家族を訪問、観
察・評価、家族支援、医療機関受診や介護サービス利用への支援などを行い、自立生活の
サポートを行う。

主な関連計
画・法令

委託料 委託料 委託料

事業概要

認知症総合支援事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

地域で生活する認知症の方の医師が尊重され、できる回義理住み慣れた地域で自分らしく
暮らし続けることができる体制を構築する。

－

－

事業目的

実施スケジュール

全住民

事業費計（平成29年度）

事業の内訳と
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 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

内訳（具体的な内容）

対象者にチームと一緒に訪
問支援・チーム員会議等を実
施

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

543 -7 Ａ 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

認知症総合支援事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 181 補助率 39% 181 補助率 39% 181 補助率 39%

県費 90 補助率 20% 90 補助率 20% 90 補助率 20%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 194 194 194

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 4 6

3

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

指標名

認知症初期集中支援チーム
稼働件数

件

備考

その他財源の名称

第１号被保険者保険料 第１号被保険者保険料

その他財源の名称

認知症の疑いがある高齢者及び家族が、症
状が重症となる前に、医療機関受診や介護
保険サービスの利用ができ、住み慣れた地
域で支援をうけながら自立した生活が継続で
きる。

備考 備考

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

第１号被保険者保険料

その他財源の名称

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

認知症の方や認知症の疑いがある方で医療や介護サービスにつながって
いない方を対象に支援をするために、「認知症初期集中支援チーム」の設
置が地域支援事業に位置づけられたことより、本町は5月から済衆館病院
に「認知症初期集中支援チーム」を委託し、設置を開始した。9月末時点で
相談ケースは1件であった。初期集中支援チーム員と包括職員を構成員と
したチーム員会議を定期的に開催し、認知症の方に対する支援について医
師等より助言を受けている。

認知症の心配や既に認知機能症状がでている方でも、認知症の意識がな
かったり、相談することに躊躇いがあり、初期症状のうちに相談をすること
が難しい課題がある。そのため、初期集中支援チームの活動を普及し、住
民やその家族が認知症の心配を気軽に相談でき必要な支援を受けられる
体制を構築していく必要がある。

特定財源の増
減理由

認知症初期集中支援チームが稼働した件数は3件であり、
委託先の看護師・作業療法士等による訪問支援を継続し
た。
またチーム員会議を定期的に開催し医師から助言を受けな
がら支援を行う体制の構築ができた。
新規事業であるため広報等で普及をしたが、住民の認知度
は低いと思われるため、今後も普及活動を行っていく。

計画どおり実施した。

同上

事業目的に照らして十分な成果が上がっている。

同上

費用に足して効果的である

同上



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

544 -1 A 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 5

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 3

予算体系 款 3
地域支援事業
費

項 1
介護予防・生活支援
サービス事業費 目 1

介護予防・生活支援
サービス事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 65,627 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

48 48 48

432 672 672

22,913 20,397 20,397

23,393 21,117 21,117

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

毎月 毎月 毎月

15,077 23,393 21,117

事業概要

平成29年度 平成30年度

委託料 委託料

高齢者福祉

地域支援事業交付金等

負担金補助及び交付金

要支援認定を受けたもの、基本チェックリスト該当者に訪問型サービス、通所型サービス、
その他生活支援サービスを提供する。 主な協働・関

連団体

平成31年度

介護保険法

事業目的

介護予防の推進

予防給付のうち訪問介護・通所介護が介護保険制度の地域支援事業へ移行し、介護予
防・日常生活総合事業（総合事業）により市町村が中心となり、地域の実情に合わせた多
様なサービスを充実させていくこととなった。そのため住民のニーズに応じた訪問型・通所
型サービス、その他生活支援サービスを整え、高齢者の自立支援・介護予防支援を行う。

主な関連計
画・法令

需用費 需用費 需用費

介護予防・生活支援サービス事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

高齢者が介護予防に気をつけながら生活ができる。

－

－

65歳以上

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

総合事業サービス利用者が増加する見込み
のため、サービス給付費・ケアプラン委託料
が増額するため。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール
国保連合会からの請求に基
づき支払い

委託分の請求に対する支払
い

内訳（具体的な内容）

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）

委託料

負担金補助及び交付金

国保連合会からの請求に基
づき支払い

国保連合会からの請求に基
づき支払い

負担金補助及び交付金

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

委託分の請求に対する支払
い

委託分の請求に対する支払
い



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

544 -1 A 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

介護予防・生活支援サービス事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 5,848 補助率 25% 5,279 補助率 25% 5,279 補助率 25%

県費 2,924 補助率 12.5% 2,639 補助率 12.5% 2,639 補助率 12.5%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 14,621 13,199 13,199

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

- 15077 21494 22289 23247

- 8537 21368

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

給付費見込み 千円

その他財源の名称

備考

第1号保険者保険料、支払基金

その他財源の名称

進行管理
平成28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28年4月より総合事業を開始したことにより、基本チェッ
クリスト該当者が現行の介護保険サービス相当の訪問型・
通所型サービスを利用できるようになった。

備考

特定財源の増
減理由

介護給付と同等の介護予防給付内容であるため、費用に対
して一部改善の余地がある。

備考

第1号保険者保険料、支払基金 第1号保険者保険料、支払基金

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

住民の多様な生活ニーズに対応するため住
民も参加する協議体をつくり、住民等の多様
な主体が参画し、多様なサービスを充実して
いく。

9月末現在で事業対象者（実）18人、要支援者（実）30人、延425人分の総合
事業の訪問型・通所型サービスの給付費を負担した。Ｈ28年4月より総合事
業を開始したが、前年度に比べ利用者が増加してきている。

利用者の増加により給付費の負担が大きくなっているため、今後は町独自
のサービスの構築について検討していく必要がある。

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

3月末で事業対象者（実）20人、要支援者（実）41人、延949
人分の総合事業訪問型・通所型サービスの給付費を負担し
た。利用者の増加により、給付費が増加し目標地に近づき
つつある。
給付費の増加は事業の広がりを反映しているものの、増加
により国・県の地域支援事業費補助金の上限を超えてしまう
恐れがあるため、今後は訪問型・通所型サービスの内容・
単価の見直しが必要となる。

同上

計画どおり推移している。

同上

予防給付費は増加しており、介護予防が必要な方への成果
は上がっている。

同上



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

544 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 5

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 3

予算体系 款 3
地域支援事業
費

項 1 一般介護予防事業自 目 2
介護予防ケアマネジ
メント事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 17,072 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

338 338 338

1,985 1,985 1,985

46 46 46

2,912 2,367 2,367

773 773 773

6,054 5,509 5,509

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～3月 4月～3月 4月～3月

6,220 6,054 5,509

使用料及び賃借料

事業概要

平成29年度 平成30年度

賃金 賃金

使用料及び賃借料

高齢者福祉

地域支援事業交付金等

需用費

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントを
行う。 主な協働・関

連団体

居宅介護支援事業所

平成31年度

介護保険法

事業目的

介護予防の推進

要支援認定を受けた者、基本チェックリスト該当者（事業対象者）に対し、アセスメントを行
い、適切なサービス利用につなげ、サービス利用の調整、管理を行う。 主な関連計

画・法令

共済費 共済費 共済費

介護予防ケアマネジメント事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

高齢者が適切なサービスを受けけながら生活ができる。

－

－

６５歳以上の住民

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

非常勤職員を１名追加作用するため増額。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

ケアマネジメントを行う

内訳（具体的な内容）

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）

賃金

需用費

ケアマネジメントを行うケアマネジメントを行う

使用料及び賃借料

需用費

事業費計（平成29年度）

委託料委託料

実施スケジュール

委託料

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

544 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

介護予防ケアマネジメント事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 1,514 補助率 25% 1,377 補助率 25% 1,377 補助率 25%

県費 757 補助率 13% 688 補助率 13% 688 補助率 13%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 3,783 3,444 3,444

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

290 - 400 500 600 700

28年度 - 290 540

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

ケアマネジメント数 ％

その他財源の名称

備考

第１号被保険者保険料

その他財源の名称

進行管理
平成28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18年度より介護予防ケアマネジメントシステムを使用
し、スムーズにケアプラン等を作成している。平成27年度ま
では事務事業評価指数に「要支援・要介護状態となる悪化
率」を挙げていたが、評価方法として適していないため、平
成28年度からは以下の評価方法に変更する。総合事業開
始に伴い6割が総合事業対象のプランに移行する見込みの
為平成26年度実績の6割を平成28年度の目標値とし開始す
る。

備考

特定財源の増
減理由

費用に足して効果的である。

備考

第１号被保険者保険料 第１号被保険者保険料

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

自立支援や介護予防に向けての適切なケア
マネジメントを行い、利用者に適切なサービ
ス提供が行われている。

9月末時点で直営 159件、委託173件の延332件の総合事業ケアプランを作
成した。

昨年度より総合事業サービスの利用者が増加しているが、関係機関と連携
をとりながら問題なくサービスの提供ができている。

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

3月末時点で直営（延）176件、委託（延）364件、計（延）540
件の総合事業用のケアプランを作成した。総合事業サービ
スの利用者が増加し、ケアプラン作成数が増加し、目標値を
達成した。
ケアプラン作成は直営約33％、委託約67％となっており、委
託先の居宅介護支援事業所と随時連携をとりながらケアマ
ネジメント及び給付管理を実施できている。

効果的である。

平成２８年度からの総合事業開始の効果により、目標数以
上に達成できた。

同上

事業目的に照らして十分な成果が上がっている。

同上



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

544 -3 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 5

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 3

予算体系 款 3
地域支援事業
費

項 2 一般介護予防事業費 目 1 一般介護予防事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 3,957 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,120 1,120 1,120

97 97 97

102 102 102

1,319 1,319 1,319

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月 5月

6月 6月 6月

7月～3月 7月～3月 7月～3月

1,341 1,319 1,319

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

基本チェックリスト回収基本チェックリスト回収

介護予防対象者、基本チェッ
クリスト未返信者訪問

65歳、70歳、75歳の方へ基本
チェックリスト送付

65歳、70歳、75歳の方へ基本
チェックリスト送付

役務費

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール
65歳、70歳、75歳の方へ基本
チェックリスト送付

基本チェックリスト回収

内訳（具体的な内容）

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）

需用費

役務費

６５歳以上の住民

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

今年度実績により報償費を減額したため。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

介護予防把握事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

高齢者が介護予防に気をつけながら生活ができる。

－

－

介護予防対象者、基本チェッ
クリスト未返信者訪問

事業目的

介護予防の推進

介護予防が必要となる対象者の把握のため、基本チェックリストの配布や訪問を行い、介
護予防が必要と判断した者に対して、介護予防活動へつながるよう面接、訪問を行う。 主な関連計

画・法令

報償費 報償費 報償費

高齢者福祉

地域支援事業交付金等

役務費

閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。 主な協働・関
連団体

民生委員協議会

平成31年度

介護保険法

事業概要

平成29年度 平成30年度

需用費 需用費

介護予防対象者、基本チェッ
クリスト未返信者訪問



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

544 -3 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

介護予防把握事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 329 補助率 25% 329 補助率 25% 329 補助率 25%

県費 164 補助率 13% 164 補助率 13% 164 補助率 13%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 826 826 826

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

－ 70 75 80 85

26年度 - 70.3 69.7

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ 効果的である。

4月に65歳155人、70歳156人、75歳178人の計489人に介護予防活動の必
要性を確認するためのアンケートを郵送した。回答率は全体で69.7％（65歳
で65.8％、70歳で62.8％、75歳で79.2％）であった。この結果、介護予防の必
要性が高い計78人（65歳14人、70歳22人、75歳42人）には訪問や電話によ
り、介護予防教室やサロン等の紹介を実施している。

引き続き、介護予防の必要性が高い方に介護予防教室・サロン等の紹介を
する。未回答者には訪問や電話にて状況の確認をしていく。

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

チェックリスト回答率は全体で69.7％であった。目標値には
及ばなかったが、チェックリスト該当者や未回答者、本人及
び周囲から相談があった方等の計148人に対して訪問や電
話による個別支援を実施した。その際、運動機能の向上や
仲間づくりのため、介護予防教室やサロンの紹介を行った。
外出が困難な方には、訪問による支援を続けた。また、生活
支援が必要な方には、介護保険サービスや町の資源の紹
介を行った。
生活支援を必要としている方が、利用できる情報を知らない
ことがあるため、資源の普及を行っていく。

チェックリストを回収率は目標に達しなかったが、未回収の
方への個別支援を行った。

同上

生活支援がが必要な人に対して情報提供を行い、教室や、
サロンへの参加支援を行ったことで、十分な成果が上がって
いる。

十分な成果を上げることができた。

効果的に事業を行うことができた。

備考

第１号被保険者保険料、支払基金 第１号被保険者保険料、支払基金

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

65歳、75歳と節目の年齢には、状態確認が
でき、必要な方には介護予防活動への動機
づけができ、同時に必要な介護予防活動、
サービス利用につなぐことができている。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

平成28年4月月より総合事業を開始したことに伴い、一般介
護予防事業として本事業が開始した。65歳、75歳の高齢者
に基本チェックリストを発送し、運動機能や認知機能等の低
下者を把握し、介護予防の必要性が高い方に訪問・電話に
よる教室紹介等を実施した。また以前より定期訪問を実施し
ている方に継続訪問をし、状況確認や情報提供等を実施し
ている。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

第１号被保険者保険料、支払基金

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

単位
現状値

（下段：時点）

65歳、70歳、75歳の方の基本
チェックリスト把握率

％

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

544 -4 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 5

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 4

予算体系 款 3
地域支援事業
費

項 2 一般介護予防事業費 目 1 一般介護予防事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 990 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

256 256 256

74 74 74

330 330 330

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

452 330 330

事業概要

平成29年度 平成30年度

需用費 需用費

高齢者福祉

地域支援事業交付金等

介護予防活動の普及・啓発を行い、住民の意識の向上を図る。 主な協働・関
連団体

平成31年度

介護保険法

事業目的

介護予防の推進

介護予防の知識を普及するため介護予防手帳やパンフレット等を配布や、介護予防の普
及啓発に関する講演会・教室を開催する。 主な関連計

画・法令

報償費 報償費 報償費

介護予防普及啓発事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

高齢者が積極的に介護予防に取り組み、自立した生活を継続する。

－

－

全住民

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

事業見直しのため報償費減少による減額

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール
介護予防手帳・パンフレット
配布

各講演会・教室の開催

内訳（具体的な内容）

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）

需用費

介護予防手帳・パンフレット
配布

介護予防手帳・パンフレット
配布

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

各講演会・教室の開催各講演会・教室の開催



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

544 -4 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

介護予防普及啓発事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 82 補助率 25% 82 補助率 25% 82 補助率 25%

県費 41 補助率 12.5% 41 補助率 12.5% 41 補助率 12.5%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 207 207 207

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

4.4 12 14 16 18 20

27年度 4.4 11.3 0.6

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

「キラリ65歳教室」への参加
率

率

その他財源の名称

備考

第１号被保険者保険料、支払基金

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

介護予防の知識を普及するため、介護予防手帳等を配布し
た結果、「介護予防」は高齢者にとって身近な言葉になって
きている。65～74歳の前期高齢者から介護予防が身近にな
り実践していけるように、H24年度から65歳を迎えた人を対
象としたキラリ65歳教室を開催している。

備考

特定財源の増
減理由

印刷製本費・役務の予算計上をしなかったた
め減額した。

効果的に事業を行うことができた。

備考

第１号被保険者保険料、支払基金 第１号被保険者保険料、支払基金

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

高齢者が介護予防の知識を持ち、介護予防
に自ら積極的に取り組める。

効果的である。

介護予防に対する意識づくりを行うため１１月にキラリ65歳教室を開催する
事業計画を立て、事業準備を行っている。

後期高齢者になってから介護予防に取り組む方が多いため、前期高齢者
から介護予防に関心を持ち、自分にあった運動や活動を見つけ、継続して
実施していけるように今後も普及をしていく必要がある。

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

キラリ65歳教室の参加者数は40人であった。満65歳となる
者155人に対しては、郵送により参加を促したが、参加者は1
人であり、参加率は目標には達しなかった。
前期高齢者となった方に早期に介護予防に取り組むきっか
けづくりを行うため、内容や周知方法を見直し事業を継続し
ていく。
社会福祉協議会のふれあい食事会や、老人クラブの集まり
の場にて健康教育を行い、介護予防の必要性について普及
することができた。今後も、地域の関係機関と連携し、介護
予防の普及を行っていく。また、高齢者自身が早期に介護
予防を意識した取組みができるよう、今後も教室や講演会
等の企画を続け、参加率が挙がるように内容を検討してい
く。

計画どおりに推移していない。

同上

６５歳到達者への介護予防の普及はできなかったが、その
他高齢者への、介護予防の必要性について普及することが
できた。

十分な成果を上げることができた。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

544 -5 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 5

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 4

予算体系 款 3
地域支援事業
費

項 2 一般介護予防事業費 目 1 一般介護予防事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 10,380 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2,809 2,809 2,809

165 165 165

62 62 62

424 424 424

3,460 3,460 3,460

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

2,684 3,460 3,460

事業費計（平成30年度）

介護予防活動グループ支援
及び育成

実施スケジュール
介護予防活動グループ支援
及び育成

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

需用費

役務費

委託料

平成29年度 平成30年度

需用費 需用費

内訳（具体的な内容）

委託料

高齢者福祉

地域支援事業交付金等

役務費

一般高齢者が生きがいをもって活動的に暮らせるように教室の開催により活動できる場の
提供や、活動しているグループを支援し、生活機能の維持・向上を図る。 主な協働・関

連団体

平成31年度

介護保険法

介護予防の推進

介護予防に関して、地域全体が関心を持ち合うコミュニティーを作るため、地域で活動して
いるグループの育成及び支援をし、仲間づくりを通しながら介護予防に取り組めるようにす
る。

主な関連計
画・法令

報償費 報償費 報償費

事業概要

地域介護予防活動支援事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

一般高齢者が、地域の人たちと交流を深めていきいきと心豊かに暮らせることができる。

－

－

事業目的

実施スケジュール

全住民

役務費

事業費計（平成29年度）

委託料

事業の内訳と
事業費

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

教室や住民主体サロン活動支援事業委託料
を追加したため増額

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

介護予防活動グループ支援
及び育成

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

544 -5 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

地域介護予防活動支援事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 865 補助率 25% 865 補助率 25% 865 補助率 25%

県費 432 補助率 12.5% 432 補助率 12.5% 432 補助率 12.5%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 2,163 2,163 2,163

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

18 27 28 29 30 31

27年度 18 21 22

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

指標名

介護予防活動グループ数 件

備考

その他財源の名称

第１号被保険者保険料、支払基金 第１号被保険者保険料、支払基金

その他財源の名称

住民の身近な所に、介護予防活動グループ
があり、参加しやすい環境になっている。

備考 備考

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

平成18年度から開始し、介護予防のためのグループが元気
教室、健康アップ教室、折り紙会、ボールクラブ、音楽クラ
ブ、太極拳の会、男性の簡単料理教室、ロコモ予防教室な
どのグループができ支援している。平成2７年度からは男性
の筋力トレーニングのグループが追加となった。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

第１号被保険者保険料、支払基金

その他財源の名称

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

住民主体サロン活動支援事業において今年度新たに２グループが発足し、
現在７グループが活動をしている。また、他の介護予防教室も開催計画通
りに実施できている。

移動手段がないかたは介護予防教室に参加しにくいため、来年度は介護
予防教室の一部を供用施設等で開催し、より身近な参加しやすい教室を開
催する。
また、高齢者がボランティア活動を通じて、社会参加、地域貢献を行いなが
ら、自分の介護予防及び健康増進に積極的に取り組むこと促すため介護
支援ボランティアポイント制度（有償ボランティア）を開始する。

特定財源の増
減理由

住民主体サロン活動支援事業において、3月末時点で8グ
ループが活動した。住民主体サロンが継続できるよう、グ
ループ代表者の交流会や、サロン活動が充実するような情
報提供の支援を行っていく。
また、他の介護予防教室も引き続き開催し、参加者を継続
的に支援した。今後は地域全体の高齢者が介護予防教室
により通いやすくなることを目指して、開催場所の検討を
行っていく。

目標値は達成できていないが、確実に増えてきている。

計画どおり推移している。

住民主体サロンが増加した。

十分に効果が上がっている。

予算の範囲内で、運営の支援を行った。

効果的である。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

544 -6 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 5

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 3

予算体系 款 3
地域支援事業
費

項 2 一般介護予防事業費 目 1 一般介護予防事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 564 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

162 162 162

26 26 26

188 188 188

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～3月 4月～3月 4月～3月

266 188 188

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

該当の教室参加者へリハビリ
専門職から助言を受ける

該当の教室参加者へリハビリ
専門職から助言を受ける

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール
該当の教室参加者へリハビリ
専門職から助言を受ける

内訳（具体的な内容）

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）

委託料

65歳以上の住民

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 前年度実施計画の事業費

地域リハビリテーション活動支援事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

高齢者が介護予防に気をつけながら生活ができる。

－

－

事業目的

介護予防の推進

介護予防の取組を機能強化するため通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場な
どへのリハビリ専門職等による助言等を実施する。 主な関連計

画・法令

報償費 需用費 需用費

高齢者福祉

地域支援事業交付金等

高齢者が適切な指導を受けながら介護予防に取り組むことができる。 主な協働・関
連団体

平成31年度

介護保険法

事業概要

平成29年度 平成30年度

需用費 委託料



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

544 -6 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

地域リハビリテーション活動支援事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 47 補助率 25% 47 補助率 25% 47 補助率 25%

県費 23 補助率 12.5% 23 補助率 12.5% 23 補助率 12.5%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 118 118 118

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 10 15 20

26年度 6 6

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ 効果的である。

今年度は既存の団体の介護予防の取組を強化することを目的に、老人クラ
ブや住民主体サロンの活動支援を計画し、下半期にリハビリ専門職による
団体への運動指導や体力測定会を実施する予定になっている。

リハビリ専門職の指導を訪問や地域ケア会議に生かせるよう、事業計画を
立てていく。

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

病気による麻痺等の後遺症がある方が集うグループの参加
者に対し、リハビリ専門職による個別指導及び集団指導を
実施した。個別指導の実施人数は（実）6名であり、目標値に
は達しなかったが、個々人の状態に合わせたリハビリメ
ニューを提案し実施することができた。
また、老人クラブ等の団体からの依頼に応じて、体力測定会
や健康体操を実施し、身体機能の維持向上を目指すための
動機づけを行った。

目標人数は達成できなかった。

同上

対象者が意欲的に運動プログラムに取り組めるようリハビリ
メニューを提案し実施することができた。

十分な成果を上げることができた。

効果的に事業を実施することができた。

備考

第１号被保険者保険料 第１号被保険者保険料

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

通所の教室以外の訪問、地域ケア会議、住
民主体の通いの場にもリハビリ専門職が介
入・指導し、住民がより効果的に介護予防に
取り組めるようにする。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

平成28年4月に総合事業を開始したことに伴い一般介護予
防事業として本事業が開始した。H28年度はリハビリ専門職
の助言を受ける必要性の高い方が参加する教室に介入を
依頼する予定である。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

第１号被保険者保険料

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

単位
現状値

（下段：時点）

リハビリ専門職から指導を受
けた人数

人

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

544 -7 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 5

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 3

予算体系 款 3 地域支援事業費 項 4 その他諸費 目 1 審査支払手数料

補助等関係 補助金名 費

総事業費 96 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

32 32 32

32 32 32

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

52 32 32

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

事務手数料の支払い

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）

H28年度実績より見直しをし減額

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業目的

実施スケジュール

全住民

事業費計（平成29年度）

事業の内訳と
事業費

審査支払事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

要支援者・サービス事業対象者で支援を受ける必要がある者が、家族と地域の人と支え合
いながら自宅で過ごせることを目指すため、利用したサービスについて介護保険特別会計
の管理事務を行う。

－

－

地域ケア体制の推進

サービス事業所・施設は国保連合会に対して、サービス提供月の翌月10日までに介護予
防・生活支援サービス事業給付費の請求を行う。国保連合会は請求内容の点検・審査を行
い、請求月の翌月末にサービス事業所・施設に支払いを行う。これらの事務を国保連合会
に委託した場合に発生する事務手数料を支払う。

主な関連計
画・法令

役務費 役務費 役務費

平成30年度

事業概要

国保連合会に委託している介護予防・生活支援サービス事業の審査支払事務に係る手数
料を支払う。 主な協働・関

連団体

平成31年度

介護保険法

平成29年度
内訳（具体的な内容）

高齢者福祉

地域支援事業交付金等

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

実施スケジュール

事務手数料の支払い

事業費計（平成30年度）

事務手数料の支払い



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

544 -7 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

審査支払事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 8 補助率 25% 8 補助率 25% 8 補助率 25%

県費 4 補助率 12.5% 4 補助率 12.5% 4 補助率 12.5%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 20 20 20

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

26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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

3月末時点で国保連合会に総合事業の訪問型・通所型サー
ビスの利用者計949件人分の審査支払い手数料を支払っ
た。
各関係者と連携をとりながら滞りなく請求事務を実施するこ
とができた。

その他財源の名称

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

９月末時点で国保連合会に総合事業の訪問型・通所型サービスの利用者
計347人分の審査支払い手数料を支払った。返礼は0であった。

問題なく業務を進行できているため、引き続き実施していく。

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

十分な成果を上げている。

効率よく業務を行うことができた。

効果的である。

請求業務は複雑化しているが、返戻は０であった。

計画どおり推移している。

第１号被保険者保険料

計画どおり推移している。

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

平成28年4月より総合事業を開始したことに伴い、本事業が
開始した。総合事業の訪問型・通所型サービスの給付費に
関する審査支払業務を国保連合会に委託し実施している。

備考 備考

サービス事業所における返
戻件数

人

備考

その他財源の名称

第１号被保険者保険料 第１号被保険者保険料

その他財源の名称

国保連合会に審査支払事務を委託し、適切
に給付管理を行う。

事務事業評価
指標

指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

551 -1 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 1

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 障害者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,742 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

914 914 914

914 914 914

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

５月 ５月 ５月

912 914 914

事業概要

平成30年度平成29年度

障がい者福祉

身近な場所で専門的な相談に対応できるよう体制の充実を図る。 主な協働・関
連団体

（社）豊山町社会福祉協議会

青い鳥医療センター/ＮＰＯ法人太陽

平成31年度

障がい者

事業目的

利用者本位の生活支援体制の整備

困難なケース対応を要する相談や専門機関の紹介、関係機関との協議について障害者相
談支援事業所と委託契約をし、障がい者の相談支援を行う。 主な関連計

画・法令

委託料 委託料

契約

実施スケジュール

身近な相談支援体制の構築事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

障がい者の相談支援を行う。

－

－

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 前年度実施計画の事業費

契約

支払

内訳（具体的な内容）

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)

委託料

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

事業費計（平成29年度)

内訳（具体的な内容）内訳（具体的な内容）

支払支払

契約

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

551 -1 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

身近な相談支援体制の構築事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 914 914 914

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

4 4 4 4 4 4

27年度 4 4 4

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

事務事業評価
指標

青い鳥医療福祉センター等相談支援事業所と困難なケース
対応を要する相談支援について委託契約を行ってきた。平
成２３年度には、とよやま暮らしの便利帳に相談支援事業所
を掲載した。平成２４年度から精神障害施設「七彩工房」が
相談事業所として事業を開始した。

単位
現状値

（下段：時点）

相談支援事業者 者

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

本年度も身体・知的は、豊山町社会福祉協議会、尾張中部福祉の杜、精神
は、ケアサポートセンター七彩、障害児は、青い鳥医療福祉センターとの委
託契約をした。昨年度までの障害支援会議を豊山町部会として位置付け、
実施計画案に沿って実施している。７月には、圏域内の事業所を交えて、障
害児相談支援事業所懇談会を実施した。また、尾張中部福祉の杜、豊山町
社会福祉協議会、福祉課、ひまわり園、保健センターの事務担当者による
情報交換も適宜実施している。

上半期は本町の障がい児支援施策について関係機関との協議を行った。
昨年まで実施していたような個別ケースについても報告し、情報交換を行っ
たほうが、より各機関の連携が図ることができる。下半期は豊山町福祉作
業所についての議題が中心となるが、個別ケース報告についても適宜実施
していく予定。

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

進行管理
平成31年度以
降の展望

同上

同上

各種障がいに合わせた相談窓口を整備し、相談に応じるこ
ができた。

特定財源の増
減理由

事業目的に沿って十分な成果があがった。

計画どおり目標値に達した。
相談支援体制について、身体障がい者及び知的障がい者
は、豊山町社会福祉協議会、尾張中部福祉の杜、精神障が
い者は、ケアサポートセンター七彩、障がい児は、青い鳥医
療療育センターと委託契約を継続した。
また、昨年度までの障害支援会議を尾張中部福祉圏域障
害者支援協議会の市町部会（豊山町部会）として位置付け、
個別ケースの検討や障害児相談支援事業所懇談会等を実
施した。
今後の課題として、障がいの施策が移り変わる中で、ニーズ
に合った相談体制の整備を行うことが必要である。

同上

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

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

障害者の日常生活を援助するためにも事業
の継続を行う。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

551 -2 B 新規

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 0 0

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

相談相談

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

相談

内訳（具体的な内容）

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）

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 前年度実施計画の事業費

権利擁護の取組の推進事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

障がい者の権利を守る。

－

－

事業目的

利用者本位も生活支援体制の整備

知的障がい者や精神障がい者など判断能力の不十分な方が、自立した生活がおくれるよ
う日常生活自立支援事業の利用促進を図る。 主な関連計

画・法令

障がい者福祉

主な協働・関
連団体

（社）豊山町社会福祉協議会

平成31年度

事業概要

平成29年度 平成30年度

知的障がい者や精神障がい者など判断能力の不十分な方が、地域で自立した生活が送
れるようにする。

障がい者



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

551 -2 B 新規

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

権利擁護の取組の推進事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 3

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

昨年度より継続して、日常生活自立支援事業を利用している方が１人いる。
この事業を利用することで、経済的に安定した１人暮らしを継続できてい
る。また、療育手帳や精神保健福祉手帳を新規申請された方には、福祉課
窓口において事業の啓発を行った。

日常生活自立支援事業の理解が得られるように、引き続き、民生委員、豊
山町社会福祉協議会と連携して事業を実施していく。

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

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

日常生活自立支援事業の理解が得られるよ
う定期的に啓発が行われている。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

知的障がい者や精神障がい者など判断能力の不十分な方
に対して民生委員の協力のもと、日常生活自立支援事業の
周知を図ってきた。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

本年度、日常生活自立支援事業の利用者は３名であった。
昨年度は１名であったため、利用者数は増加した。
また、療育手帳や精神保健福祉手帳を新規申請された方に
は、福祉課窓口において事業の啓発を行った。
引き続き、窓口での啓発を継続し、対象者が地域で自立し
た生活を送れるよう、事業を実施する。

同上

昨年度より利用者が増加した。

同上

事業目的に沿って十分な成果があがった。

同上

支援が必要な障害者に対して、日常生活を送るための制度
であり、効果的であった。

単位
現状値

（下段：時点）

日常生活自立支援事業利用
者

人

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
P



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

551 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

８月 ８月 ８月

0 0 0

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

健康・福祉フェスティバルボラ
ンティア募集

健康・福祉フェスティバルボラ
ンティア募集

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール
健康・福祉フェスティバルボラ
ンティア募集

内訳（具体的な内容）

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）

町民

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 前年度実施計画の事業費

ボランティア活動の充実と連携の強化

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

ボランティア活動の充実を行う。

－

－

事業目的

利用者本位の生活支援体制の整備

健康・福祉フェスティバルを通じて、活動内容の発表や募集、ボランティア活動への啓発を
行う。また、ボランティア連絡協議会を通じて各団体の活動をサポートする。 主な関連計

画・法令

障がい者福祉

各ボランティア団体に対して、（社）豊山町社会福祉協議会と共に活動内容の発表や活動
機会、活動場所の拡充を推進する。 主な協働・関

連団体

（社）豊山町社会福祉協議会

平成31年度

事業概要

平成29年度 平成30年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

551 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

ボランティア活動の充実と連携の強化

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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

36 80 80 80 80 80

27年度 36 77 285

17 25 25 25 25 25

27年度 17 15 17

7 9 9 9 9 9

27年度 7 7 7

7 6 6 6 6 6

27年度 7 6 6

2 4 4 4 4 4

27年度 2 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

９月１０日に開催した健康・福祉フェスティバル２０１７で各団体ともに活動内
容を発表した。健康・福祉フェスティバル２０１７のボランティア数は、多くの
中学生の参加により増加した。

手話サークル豊友を始め、多くの団体の会員数は減少傾向にある。社会福
祉協議会と協力し、団体の活動内容を積極的に発信していく。

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

９月１０日に開催した健康・福祉フェスティバル２０１７におい
て、手話サークル豊友を始め各団体は、それぞれ各ブース
を設けて活動内容を町民に紹介した。
また、健康・福祉フェスティバル２０１７におけるボランティア
は、前年より大幅に増加した。
しかし、各ボランティア団体の会員数は、減少傾向である。
今後は、会員数の減少を止めるため、フェスティバル以外に
アピールする方策を考える必要がある。

会員募集手法の検討する必要がある。

計画どおりに会員数が達していない。

目標値の会員数が減少している。

フェスティバル以外でボランティア活動を周知する必要があ
る。

同上

概ね事業を実施した。

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

ボランティア活動に関心を寄せてもらうため、
（社）豊山町社会福祉協議会を通じて小中学
生を対象にボランティア活動への積極的な
参加を推し進める。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

健康・福祉フェスティバルを通じて、活動内容の発表や募
集、ボランティア活動への啓発を行ってきた。
点字友の会は、毎月広報とよやまの点字版を作成。
手話サークル豊友は、聴覚障害者との交流と各種行事の手
話奉仕活動を実施。
虹の会は、視覚障害者との交流と広報とよやま、小説等の
録音活動を実施。
ヨとよやまは、要約筆記を通じて聴覚障害者への支援活動
を実施。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

単位
現状値

（下段：時点）

手話サークル豊友会員数 人

健康・福祉フェスティバルボラ
ンティア数

人

事務事業評価
指標

 ヨ　とよやま会員数 人

虹の会会員数 人

点字友の会会員数 人

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -1 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 障害者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,598 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

600 600 600

4 4 4

163 163 163

99 99 99

866 866 866

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

随時 随時 偶数月

787 866 866

事業概要

平成29年度 平成30年度

需用費 需用費

障がい者福祉

地域生活支援事業費国庫補助金

役務費

福祉サービスの支給決定手続きとして、支給決定の透明化・明確化を図る。 主な協働・関
連団体

平成31年度

を総合的に支援するための法律施行条例

事業目的

在宅・施設サービスの充実

豊山町障害者自立支援審議会規則

福祉サービスの支給決定手続きとして、支給決定の透明化・明確化を図るため、障害者自
立支援審議会を開催する。審議会において障害支援区分の二次判定を行い、サービス
量、利用者負担額の認定の判定基準とする。

主な関連計
画・法令

報酬 報酬 報酬

サービス利用申請者

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

事業費計（平成30年度)

豊山町障害者の日常生活及び社会生活　

「障害者総合支援法」の円滑な運営事業

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

認定調査

障害者自立支援審査会

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

障害者総合支援の円滑な運営を行う。

－

－

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

有期認定の必要な件数による増。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業費計（平成31年度)

需用費

役務費

認定調査認定調査

役務費

事業費計（平成29年度)

委託料委託料

実施スケジュール

委託料

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

障害者自立支援審査会障害者自立支援審査会



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -1 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

「障害者総合支援法」の円滑な運営事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

96% 96 98 98 98 98

27年度 96 100 96

4 4 5 6 5 4

27年度 4 4 6

4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0

27年度 4.5 4.5 4.3

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

平成28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

１回あたりの平均審査件数 件

単位
現状値

（下段：時点）

審査会開催回数 回

認定審査対象者の計画相談
利用率

％

その他財源の名称

備考

障がい者及び障がい者の親族、施設の指導員に対して認
定調査を実施した。平成２４年度から計画相談が実施され、
サービス等利用計画案を勘案してサービスの支給決定を行
うことになった。平成２５年度は、認定調査に基づき、９月に
第1回障害者自立支援審査会を開催し、障害程度区分の二
次判定を行った。

福祉サービスの支給決定手続きとして、支給
決定の透明化・明確化を図るため、引き続
き、障害者自立支援審査会を開催する。

その他財源の名称

本年度、豊山町自立支援審査会を６回開催し、２６件の障害
支援区分の判定を行った。認定調査２６件の内、１５件は社
会福祉協議会へ認定調査の委託を行った。
審査会の運営は、概ね計画どおり実施している。今後も、受
給者の不利益にならないよう配慮し、調整をしていく必要が
ある。

開催回数等について、計画に沿って実施し、目標を達成し
た。

同上

概ね計画に沿って、事業を実施した。

同上

効率的に事業を実施した。

同上

進行管理

特定財源の増
減理由

区分認定事務が補助対象でなくなったため
消滅。

備考

その他財源の名称

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

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

障害者自立支援審査会を開催し、４月２件、６月５件、７月６件、９月２件の
障害支援区分の判定を行った。下期には７件の区分認定審査を予定してい
る。

昨年度、審査会開催が定期的行えるように計画を策定し、それに沿って実
施をしている。現状では審査件数に偏りがあるため、受給者の不利益にな
らないよう配慮し、調整をしていく必要がある。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -2 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 障害者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 530,964 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

115 415 415

521 521 521

300 300 300

扶助費 198,250 扶助費 164,653 扶助費 164,653

199,186 165,889 165,889

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

毎月 毎月 毎月

６月～１０月
手話講座開
催

６月～１０月
手話講座開
催

６月～１０月
手話講座開
催

１月
負担金、補助
金申請

１月
負担金、補助
金申請

１月
負担金、補助
金申請

３月 実績報告 ３月 実績報告 ３月 実績報告

147,096 199,186 165,889

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

支払い支払い

内訳（具体的な内容）

事業目的

内訳（具体的な内容）

委託料

実施スケジュール

事業概要

平成29年度 平成30年度

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

申請・決定・所得状況調査

委託料 委託料

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

障害福祉サービス給付費、障害児通所
サービス給付費、重度障害者日常生活用
具給付費の増。

実施スケジュール

申請・決定・所得状況調査

支払い

実施スケジュール

「障害者総合支援法」サービスの充実事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

障がい者在宅サービスの充実を行う。

－

－

豊山町地域生活支援事業実施要綱

障がい者福祉

障害者自立支援給付費等負担金、障害児施設措置費（給付費
等）負担金、地域生活支援事業費等補助金

障害者総合支援法による障がい福祉サービスの給付を行い、障がいのある方の自立を
支える。 主な協働・関

連団体

障がい者

在宅・施設サービスの充実

事業費計（平成29年度）

平成31年度

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

自立支援給付及び地域生活支援事業を利用したサービス費用及び補装具の交付による
公費負担部分の給付を行う。 主な関連計

画・法令

報償費 報償費 報償費

申請・決定・所得状況調査

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

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -2 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

「障害者総合支援法」サービスの充実事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 96,385 補助率 1/2 79,589 補助率 1/2 79,589 補助率 1/2
県費 48,191 補助率 1/4 39,793 補助率 1/4 39,793 補助率 1/4
起債 充当率 充当率 充当率
その他

一般財源 54,610 46,507 46,507

■事業の進行管理

事務事業評
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

15 4 4 4 4 4
27年度 15 15 20

2 2 2 2 2 2
27年度 2 2 2
13 5 5 5 5 5

27年度 13 12 10
1 1 1 1 1 1

27年度 1 1 1
37 23 23 23 23 23

27年度 37 33 41
10 10 10 10 10 10

27年度 10 12 12
0 3 4 4 4 4

27年度 0 4 0
6 6 6 6 6 6

27年度 6 8 10
0 1 1 1 1 1

27年度 0 1 1
1 1 1 1 1 1

27年度 1 3 5
12 6 6 6 6 6

27年度 12 18 23
62 54 54 54 54 54

27年度 62 88 136
14 4 4 4 4 4

27年度 14 15 19
9 1 1 1 1 1

27年度 9 8 10
21 12 12 12 12 12

27年度 21 22 22
1 1 1 1 1 1

27年度 1 1 2
11 6 6 6 6 6

27年度 11 11 15
1 1 1 1 1 1

27年度 1 2 2
24 29 29 29 29 29

27年度 24 34 36
1 1 1 1 1 1

27年度 1 1 1
13 15 15 15 15 15

27年度 13 16 11
151 200 200 200 200 200

27年度 151 277 298
0 0 0 0 0 0

27年度 0 0 0
10 9 9 9 9 9

27年度 10 10 12

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

支給者数（移動支援） 名

名

支給者数（自立訓練（生活訓
練））

名

支給者数（就労移行支援） 名

支給者数（就労継続支援） 名

支給者数（児童発達支援）

件

支給者数（自動車助成） 名

支給者数（地域活動支援センター） 名

支給者数（手話通訳者派遣） 名

支給者数（訪問入浴） 名

支給者数（日中一時支援）

事業実施上の問題点と対応策

障害福祉サービス及び障害児通所サービス等のサービスの給付を計画
相談案を基に実施した。基幹システムの稼働により事務処理の変更を
行った。

基幹システムの稼働により事務処理の変更を行ったため、適正な処理を
実施していく必要がある。

その他財源の名称その他財源の名称

施設入所者地域生活移行人
数（21年度基準）

名

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

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

平成31年度
以降の展望

備考

申請件数（補装具）

支給者数（放課後等デイサービ
ス）

名

名

名

進行管理
平成28年度
までの主な取
り組みと成果

特定財源の
増減理由

利用者数の増加による扶助費の増加。

障害福祉サービス及び障害児通所サービスについて、計
画相談に沿って適正な給付を行った。各種福祉サービスに
ついても、利用者は増加しており、障害を持つ方の自分ら
しい生活の実現、適正なサービス利用を今後も推進する。
課題としては、申請件数の増加に伴い事務量が増加して
いる。平成２９年度より稼働しているシステムによる、事務
の一括管理等を進め、更なる効率化を図る必要がある。

計画どおり目標値に達した。

ほとんどのサービスで需要が増大した。

事業目的に沿って成果をあげた。

同上

迅速な支給決定を行い、効率的に事業を実施した。

同上

手話講座参加者人数 人

申請件数（日常生活用具） 件

成年後見申請 件

支給者数（施設入所支援） 名

名

支給者数（計画相談）

支給者数（生活介護） 名

支給者数（共同生活介護・援
助）

指標名 単位
現状値

（下段：時点）

備考

国保連合会を通じて自立支援給付の障がい福祉サービスの支払
を実施した。各事業所に対して、地域生活支援事業の障がい福祉
サービスの支払いを実施した。また、補装具、日常生活用具につ
いても各事業者に対して公費負担の支払いを実施した。手話奉仕
員養成基礎課程講座を全20回開催した。

障がい者の日常生活を障がい福祉サービ
スの活用により、障がい者の日常生活をよ
り過ごしやすいものとなるよう事業を展開し
ていく。

名

その他財源の名称

備考

支給者数（居宅介護） 名

支給者数（療養介護）

名

名

支給者数（短期入所）

支給者数（重度訪問介護）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -3 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 障害者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 41,502 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

13,834 13,834 13,834

13,834 13,834 13,834

時期（月） 時期（月） 時期（月）

５月 ５月 ５月

６月 ６月 ６月

１１月 １１月 １１月

18,918 13,834 13,834

支払

事業概要

平成29年度 平成30年度

障がい者福祉

愛知県障害者共同生活援助補助金

広域的な障がい者施設に助成を行い、運営を支援する。 主な協働・関
連団体

（社）西春日井福祉会

名古屋市・共同生活援助事業所

平成31年度

豊山町障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱

事業目的

在宅・施設サービスの充実

尾張中部福祉圏域障害者施設の運営費及び整備費に対し補助金を交付する。 主な関連計
画・法令

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

愛知県障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱

支払

広域的障がい者施設への支援事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

在宅・施設サービスの充実を行う。

－

－

身体・知的・精神障がい者

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

福祉の杜施設整備に係る施設建設費の償還
が完了したため。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

支払

支払

内訳（具体的な内容）

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)

支払支払

事業費計（平成29年度)

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

支払支払

支払



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -3 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

広域的障がい者施設への支援事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 773 補助率 1/2 773 補助率 1/2 773 補助率 1/2

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 13,061 13,061 13,061

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

10 11 11 11 11 11

27年度 10 12 12

1 1 1 1 1 1

27年度 1 1 1

5 7 7 7 7 7

27年度 5 8 10

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

事務事業評
価指標

共同生活援助利用者 人

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
単位

現状値
（下段：時点）

障害者福祉ホーム利用者 人

障害者福祉施設に入所して
いる身体・知的障がい者数

人

指標名

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

進行管理

特定財源の
増減理由

障害者共同生活援助事業費補助金分の増。

備考

その他財源の名称

尾張中部福祉圏域障害者施設の整備費及
び運営費に対し助成を行う。また、福祉ホー
ム運営費、共同生活援助事業費についても
補助を行う。

平成31年度
以降の展望

備考

尾張中部福祉圏域障害者施設である尾張中部福祉の杜の
施設運営費及び施設整備費に対し負担金の支払った。また、
福祉ホームについても運営費に対して補助を行った。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

尾張中部福祉圏域である清須市、北名古屋市、豊山町で尾張中部福祉の杜
に施設運営費の負担金の支払いを実施した。(施設整備費の負担金につい
ては、平成２７年度で償還金の支払いが終了した。）

共同生活援助（グループホーム）の利用者が増加しているが、利用できる
グループホームが少ない状況である。グループホームの利用希望者が希
望通りグループホームを利用できるようにするため、事業所に対して障害
者共同生活援助事業費の補助を実施し、経営の安定化を図ることで、利用
者が利用しやすい環境をつくっていく。

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

事業目的に沿って十分な成果があがった。

同上

広域的な障がい者施設に助成を行い、運営を支援すること
ができ効果的であった。

同上

尾張中部福祉圏域である清須市、北名古屋市、豊山町の２
市１.町で尾張中部福祉の杜に施設運営費負担金の支払いを
実施した。
また、２市１.町の自立支援協議会である尾張中部福祉圏域
障害者支援協議会の事務局を尾張中部福祉の杜に設置し,
圏域の課題について協議した。
その他に、福祉ホーム運営費、共同生活援助事業費につい
ても、補助金事業を実施した。今後も、継続的な支援を実施し
ていく必要がある。

計画沿って実施し、目標値に達した。

計画どおり推移した。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -4 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 障害者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 78,858 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

26,286 26,286 26,286

26,286 26,286 26,286

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

７月 ７月 ７月

８月 ８月 ８月

１１月 １１月 １１月

１２月 １２月 １２月

３月 ３月 ３月

24,819 26,286 26,286

通園通学等手当支給

町手当手当支給

通園通学等手当支給

通園通学等手当支給通園通学等手当支給

前年度実施計画の事業費

町手当手当支給 町手当手当支給

事業費計（平成31年度)

実施スケジュール

町手当手当支給

通園通学等手当支給通園通学等手当支給

通園通学等手当現況確認、
町手当支給

障がい者福祉

手帳(身体・療育・精神）所持者

扶助費 扶助費 扶助費

主な協働・関
連団体

実施スケジュール

平成31年度

豊山町心身障害者手当支給条例

豊山町心身障害者手当支給規則

前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

事業目的

豊山町障害者通園通学等手当支給規則

内訳（具体的な内容）

事業概要

平成29年度 平成30年度

事業の内訳と
事業費

在宅・施設サービスの充実

豊山町障害者通園通学等手当支給利条例

心身障害者手当は、身体障害者手帳１．２級、療育手帳Ａ判定、精神障害者福祉手帳１級に月額５，
０００円、身体障害者手帳３・４級、療育手帳Ｂ判定、精神障害者福祉手帳２級に月額３，５００円、身
体障害者手帳５・６級、療育手帳Ｃ判定、精神障害者福祉手帳３級に月額２，０００円を支給する。
通園・通学等手当は、町外の施設に通園、通学又は通所している障がい（児）者について、月額３，０
００円を支給する。

主な関連計
画・法令

障がい者が十分に就労できない現状から発生する経済的困難に対し支援を行う。

心身障がい者手当支給事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

障がい者に対する経済的支援を行う。

－

－

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

通園通学等手当現況確認、
町手当支給

実施スケジュール
通園通学等手当現況確認、
町手当支給

事業費計（平成29年度) 事業費計（平成30年度)

通園通学等手当支給

町手当手当支給

前年度実施計画の事業費

通園通学等手当支給

町手当手当支給

通園通学等手当支給

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

受給者数増による増額。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -4 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

心身障がい者手当支給事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 26,286 26,286 26,286

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1,758 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758

27年度 1,758 1734 1722

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

備考

その他財源の名称

人（年延）障害者手当支給者数

備考

その他財源の名称

備考

事務事業評
価指標

指標名 単位
目標値（上段：目標値、下段：実績値）現状値

（下段：時点）

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

障がいにより十分に就労できない者に対して経済的支援を
行った。８月に支給停止対象者を確認するため、所得調査
を行い、適正な支給に努めた。

社会情勢・動向などを考慮し、手当のあり方
を含め検討・協議し、額の適正化を図る必要
がある。

特定財源の
増減理由

その他財源の名称

同上

障がい者に経済的支援を行うことができ効果的であった。

８月に所得調査を実施した。未申告者に関しても、申告勧
奨を行い、支給の適正化を図った。
また、基幹システム導入により、支給事務については、簡略
化し、大幅に時間を短縮することができた。
今後についても、事業の継続運用と支給の適正化に努め
る。

同上

概ね計画どおりの支援を行った。

同上

事業目的に沿って十分な成果が得られた。

基幹システムの導入により事務の流れを見直した。８月に全受給者を対象
にした所得調査を実施し、所得制限額以上の対象者の支給を停止した。

基幹システムの導入により事務の流れを見直した。所得制限導入後も手
当受給者年々増加している。対象者が多いため、適正かつ効率的に支給
事務を行う必要がある。

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

552 -5 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 障害者福祉費

総事業費 4,854 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容 平成29年度

事業費 事業費 事業費

91 91 91

1,527 1,527 1,527

1,618 1,618 1,618

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

２月 ２月 ２月

３月 ３月 ３月

1,141 1,618 1,618

需用費 需用費 需用費

次年度タクシー利用券作成

次年度タクシー利用券交付
開始

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

次年度タクシー利用券作成次年度タクシー利用券作成

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度）

実施スケジュール

タクシーの利用→タクシー会
社が前月利用分を請求→枚
数確認後支払い

福祉タクシー利用料金助成事業

－

－

主な協働・関
連団体

障がい者の移動・交通手段を充実させ、心身障がい者の福祉の増進を図る。

障がい者福祉

手帳所持者等

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

タクシーの利用→タクシー会
社が前月利用分を請求→枚
数確認後支払い

内訳（具体的な内容）

扶助費

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

平成30年度 平成31年度

豊山町障害者等福祉タクシー利用料金助成要綱

事業目的

障がい者の移動交通対策の充実。

事業概要

扶助費

障がい者の移動・交通対策の充実

主な関連計
画・法令

身体障害者手帳１～３級、療育手帳Ａ・Ｂ判定、精神障害者手帳所持者等を対象とし、心
身障がい者が日常生活を容易に行うために利用するタクシー料金の一部を助成する。

扶助費

扶助費増のため増

実施スケジュール

タクシーの利用→タクシー会
社が前月利用分を請求→枚
数確認後支払い

次年度タクシー利用券交付
開始

次年度タクシー利用券交付
開始

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

事業費計（平成31年度）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -5 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

福祉タクシー利用料金助成事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 1,618 1,618 1,618

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1,843 1,900 1,950 2,000 2,000 2,000

27年度 1843 2208 1633

16.4 17 18 19 20 20

27年度 16.44 20.92 14.50

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

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

今年度は、事業の利用者数及び利用枚数について、昨年
に比べて大きく下回った。利用者の内訳から障害特性や利
用したタクシーの種別等で今後の事業分析を行う必要があ
る。また、周知方法等について、改めて検討する。
また、障害基幹システム導入に伴い、タクシー券の様式に
ついて、大幅な変更を行った。
一部の利用者からは、交付されても利用する機会がない等
の意見も頂いている。今後は、より効果的な年間交付枚
数、交付形態等を検討していく必要がある。

目標値を下回った。

目標値を下回った。

概ね事業を実施した。

概ね事業を実施した。

目標値を下回った。

目標値を下回った。

備考 備考

３月中旬に既存対象者に郵送で交付案内通知を発送し、３月下旬より交付
を開始した。新規手帳取得者には、手帳交付時に窓口にて広報活動を
行った。
９月末までの交付申請者は２３８人、交付枚数合計１０，９２４枚、利用枚数
合計７８６枚、利用率７．２％にて推移している。

利用者の内訳から障害特性や利用したタクシーの種別等で今後の事業分
析を行う必要がある。
利用対象者の情報と利用状況が個人単位で、様々なデータと関連付けて
分析できるよう、随時管理状況を見直していく。

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成31年度
以降の展望

タクシーを利用し、障がい者の日常生活の
利便性が確保されている。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

事務事業評
価指標

利用率 ％

利用枚数

特定財源の
増減理由

指標名
現状値

（下段：時点）

その他財源の名称

障がい者が日常生活を容易に行うための移動手段となるタ
クシーの利用料金の一部を利用件として交付し、助成した。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
単位

枚

備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -6 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 障害者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 31,827 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

11,242 11,242 9,343

11,242 11,242 9,343

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

１２月 １２月 １２月

３月 ３月 ３月

9,343 11,242 11,242

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

（定員に欠員が出た場合）
新規通所者募集

（定員に欠員が出た場合）
新規通所者募集

委託事業の精算

実施スケジュール

契約契約

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

契約

（定員に欠員が出た場合）
新規通所者募集

委託事業の精算

実施スケジュール

委託事業の精算

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

人件費分の増。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

豊山町総合福祉センター条例

豊山町総合福祉センター条
例施行規則

委託料

障がい者

（社）豊山町社会福祉協議会

福祉作業所運営事業

障がい者在宅サービスの充実を行う。

-

-

身体障がい者又は知的障がい者で雇用されることが困難な者に就労の場を提供し、自活
に必要な指導及び訓練を行う。 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29～31年度）

まちづくり重
点目標

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

事業目的

在宅・施設サービスの充実

委託料 委託料

事業概要 主な関連計
画・法令

平成29年度 平成30年度 平成31年度
内訳（具体的な内容）

事業の内訳と
事業費

障がい者福祉

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

総合福祉センターしいの木内に福祉作業所を設置し、社会福祉協議会に運営を委託す
る。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -6 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

福祉作業所運営事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 11,242 11,242 11,242

■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

27年度 15 15 13

（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） B

（二次評価） B

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

備考 備考 備考

特定財源の
増減理由

同上

ほぼ計画どおりに推移している。

同上
社会福祉協議会に対して、福祉作業所の運営のための委
託料を支払い、身体障がい者や知的障がい者の一般就労
が困難な者に日中活動の場を提供した。
市町村独自運営による福祉作業所は、全国的にも数が少
ない。地域活動支援センターや就労継続支援B型と比較し、
町独自運営による強みを作りだすことが必要である。
また、個別支援計画等、他の制度下の事業所が法的義務
として行っていることについても、取り入れていく必要があ
る。

事業目的に沿って十分な成果があがった。

同上

身体障がい者や知的障がい者で雇用されることが、困難な
者に就労の場を提供することができ効果的であった。

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

進行管理

事務事業評
価指標

指標名 単位
目標値（上段：目標値、下段：実績値）現状値

（下段：時点）

福祉作業所通所者 人

福祉作業所は就労が困難な障がい者の日中の活動の場所
として運営している。作業所で作成した手編みマット、ポー
チ等の自主製品を町内の大型スーパーで販売した。

今後も、障がい者の就労が困難な状況が続
く限り、福祉的就労の場を維持する。

社会福祉協議会に対して福祉作業所の運営のための委託料を支払った。

作業所通所者が１５人→１３人に減少した。
社会福祉協議会が適正に委託料を使用しているか確認する必要がある。
社会福祉協議会からの実績報告を注意深く審査する。また、障害者支援
協議会の豊山部会等の協議の場を利用して、作業所運営上の課題などを
把握していく。

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

552 -7 A 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 障害者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 351 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

117 117 117

117 117 117

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

85 117 117

障がい者福祉

 障がい者が自立した日常生活を営むことを容易にするために日常生活用具の給付や補装
具の交付・修理を受けたときに要する自己負担額を助成することにより、居宅での生活を支
援する。

主な協働・関
連団体

平成31年度

豊山町心身障害（児）者に係る障害福祉
サービス等利用者負担助成事業実施要綱

在宅・施設サービスの充実

主な関連計
画・法令

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

平成29年度 平成30年度

日常生活用具の給付及び補装具の購入・修理の際に支払う自己負担額に対して、月額限
度額１万円以内で助成を行う。平成２３年度から1ヶ月あたり1万円までを限度額に、自己負
担額分の1/2の額を助成する。

事業目的

事業概要

前年度実施計画の事業費

福祉用具購入助成事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

障がい者在宅サービスの充実を行う。

－

－

障がい者

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

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

申請・決定・支払

内訳（具体的な内容）

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)

申請・決定・支払申請・決定・支払

事業費計（平成29年度)

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -7 A 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

福祉用具購入助成事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 117 117 117

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

68 68 68 68 68 68

27年度 68 73 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

申請件数 件

その他財源の名称

備考備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

その他財源の名称

ストマ用装具等の日常生活用具の給付及び車いす、補聴器
等の補装具の購入・修理の際に支払う自己負担額に対して
助成を行ってきた。平成23年度から1ヶ月あたり1万円までを
限度額に、自己負担額分の1/2の額の助成をした。

特定財源の増
減理由

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

今年度９月までに４６件の申請があった。

対象となる場合は制度の周知を徹底していく。特に新規に利用することと
なった対象者には、関連制度説明時（日常生活用具・補装具給付券交付
時）に本制度の説明を行う。
また、補助対象が自己負担分１割の半額という、限られた金額であることか
ら、他の制度を含めた制度の見直しについても検討する必要がある。

備考

その他財源の名称

在宅の障がい者の自立した日常生活を援助
するためにも引き続き事業の継続を行う。

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

対象となる福祉用具の購入の際に、制度の周知を行った。
特に新規対象者には、関連制度説明時（日常生活用具・補
装具給付券交付時）に本制度の説明を行った。
課題としては、補助対象が自己負担分１割の半額という、限
られた金額であることから、他の制度を含めた負担割合の
見直しについて、検討する必要がある。

事業目標を達成した。

同上

事業目標を達成した。

同上

他の制度を含めた負担の見直しについて、検討する必要が
ある。

同上



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -8 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 障害者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 444 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

40 40 40

108 108 108

148 148 148

時期（月） 時期（月） 時期（月）

148 148 148

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度)

委託料

事業費計（平成30年度)

実施スケジュール

報償費 報償費 報償費

申請→決定→医師からの請
求→支払

委託料

事業費計（平成29年度)

申請→決定→医師からの請
求→支払

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

随時
申請→決定→医師からの請
求→支払

随時

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 前年度実施計画の事業費

平成29年度 平成30年度 平成31年度

豊山町在宅障害者等歯科訪問指
導事業実施要綱

随時

在宅福祉サービス実施事業

豊山町徘徊高齢者等家族支援事
業実施要綱

障がい者福祉

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

事業目的

事業概要

委託料

在宅・施設サービスの充実

主な関連計
画・法令

在宅の心身障がい者･難病
患者

在宅福祉サービスの充実を行う。

－

－

主な協働・関
連団体

歯科医訪問事業においては、在宅者の内、通院が困難な知的、身体障がい者や難病患
者に対して、歯科医の訪問を行う。家族支援事業においては、知的障害・精神障害を持つ
者が徘徊してしまった際に、発見に役立てるためのＧＰＳ端末を家族に貸し出す。

障がい者が不自由なく安心して在宅で生活するための支援を行う。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -8 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

在宅福祉サービス実施事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 6 6 6

一般財源 142 142 142

■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 1 1 1

27年度 0 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

備考

ＧＰＳ利用料 ＧＰＳ利用料 ＧＰＳ利用料

備考 備考

その他財源の名称

特定財源の
増減理由

本年度についても、申請は0件であった。
１月号広報にて記事を掲載し、周知に努めた。
今後も定期的に広報等で周知を行う。

実績が無いため成果の判断ができない。

実績がないため効率性が判断できない。

目標に達していない。

目標に達していない。

実績がないため効率性が判断できない。

実績が無いため成果の判断ができない。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

現状値
（下段：時点）

その他財源の名称 その他財源の名称

在宅福祉サービス利用者数 人

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

これまで、実績がなかった。
在宅で生活するためには必要な制度であ
る。今後も、制度を継続していく。

単位

事務事業評
価指標

これまでサービスを必要とする者がいなかったため、実績はない。 制度周知のため改めて広報、ホームページ等への掲載を行っていく。

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

552 -9 A 新規

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 障害者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 267 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

89 89 89

89 89 89

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 89 89

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度)事業費計（平成30年度)

実施スケジュール

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

申請→決定→支払

事業費計（平成29年度)

申請→決定→支払

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

随時 申請→決定→支払 随時

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 前年度実施計画の事業費

平成29年度 平成30年度 平成31年度

軽度・中等度難聴児補聴器
購入費等助成事業実施要綱

随時

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

障がい者福祉

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

事業目的

事業概要

在宅・施設サービスの充実

主な関連計
画・法令

身体障害者手帳の交付対象外で医師により
補聴器が必要とされている児童

在宅福祉サービスの充実を行う。

－

－

主な協働・関
連団体

補聴器交付基準額の2/3を助成する。

障害者総合支援法に基づく補装具費支給対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴
器購入等に係る費用を助成することにより、補聴器の早期装用を促し、聴力の向上、言語
発達の支援並びに周囲とのコミュニケーション障害及びこれに伴う情緒障害の改善を図
る。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -9 A 新規

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 89 89 89

■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 1 1 1

27年度 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） C

（二次評価） C

■成果 判定理由⇒

（一次評価） C

（二次評価） C

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） B

（二次評価） B

備考備考 備考

その他財源の名称

特定財源の
増減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

実績がなかった。

補聴器の早期装用を促し、聴力の向上、言
語発達の支援並びに周囲とのコミュニケー
ション障害及びこれに伴う情緒障害の改善
を図るため必要な制度であるので、継続的
に実施していく。

単位
現状値

（下段：時点）

その他財源の名称 その他財源の名称

補聴器購入件数 件

目標値を下回った。

同上

周知方法の拡大を検討すること。

事務事業評
価指標

今年度からの新規事業で、広報やホームページで周知を行った。

身体障害者手帳の交付対象外で医師により補聴器が必要とされている児
童にとって補聴器の早期装用を促し、聴力の向上、言語発達の支援並び
に周囲とのコミュニケーション障害及びこれに伴う情緒障害の改善を図る
ため必要な制度であるので継続的な実施をしていく。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

同上

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

目標値を下回った。

同上
今年度の申請件数は０件であった。
身体障害者手帳の交付対象外で医師により補聴器が必要
とされている児童にとって補聴器の早期装用を促し、聴力
の向上、言語発達の支援並びに周囲とのコミュニケーション
障害及びこれに伴う情緒障害の改善を図るため必要な制
度であるので、継続的な実施をしていく。
また、周知方法について、広報やホームページ以外にも障
害関連施設及び教育関連施設等にも働き掛ける必要があ
る。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -10 A 新規

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 障害者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 219 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

73 73 73

73 73 73

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 73 73

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度)事業費計（平成30年度)

実施スケジュール

扶助費 扶助費 扶助費

申請→決定→支払

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

事業費計（平成29年度)

申請→決定→支払 随時申請→決定→支払 随時

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 前年度実施計画の事業費

平成29年度 平成30年度 平成31年度

小児慢性特定疾病児童日常
生活給付事業実施要綱

随時

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

障がい者福祉

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

事業目的

事業概要

在宅・施設サービスの充実

主な関連計
画・法令

小児慢性特定疾病児童

在宅福祉サービスの充実を行う。

－

－

主な協働・関
連団体

小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活用具の給付を行う。

保健所で交付される小児慢性特定疾病医療受給者証を持つ小児慢性特定疾病児童に対
し、特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図る。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

552 -10 A 新規

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 36 補助率 1/2 36 補助率 1/2 36 補助率 1/2

県費 18 補助率 1/4 18 補助率 1/4 18 補助率 1/4

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 19 19 19

■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 1 1 1

27年度 0 0 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

その他財源の名称

特定財源の
増減理由

備考 備考

概ね計画どおりの支援を行った。

同上

小児慢性特定疾病対象者に福祉用具の支給を行うことが
でき、効果的であった。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

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

日常生活用具給付件数 件

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

実績がなかった。

障害者総合支援法による給付の対象となら
ない者（身体障害者手帳を持たない者）に対
する制度であるので、日常生活の便宜を図
るために、継続的に制度を実施していく。

単位
現状値

（下段：時点）

事務事業評
価指標

本年度からの開始した新規事業であり、ストマ用装具の支
給を１件行った。
障害者手帳に該当しない児童についても、小児慢性特定疾
病医療受給者証を所持していれば、本事業の対象となるた
め、継続的に実施し、日常生活の便宜を図る。
また、小児慢性特定疾病医療制度の実施主体は保健所で
あるため、そちらでの周知についても、働きかける必要があ
る。

今年度からの新規事業。９月末までに１件ストマ装具の申請があった。
児童の手帳交付の際には制度案内を行い、周知を図っている。

新規事業であるため、既存の手帳所持者への周知が十分に図れていな
い。窓口にて制度案内を行い、住民への周知を図っていく。

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

同上

福祉用具の支給について、適正かつ効率的に実施した。

同上



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

553 -1 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

0 0 0

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

乳幼児健診

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

乳幼児健診

内訳（具体的な内容）

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）

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 前年度実施計画の事業費

発生予防と早期発見事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

発達障がい児の健やかな発育を見守る。

－

－

乳幼児、児童

乳幼児健診

事業目的

適切な保健・医療サービスの提供

発達障がいのある児童に対して保健センターにおける相談等を実施し、心身の発達の援
助を行う。 主な関連計

画・法令

障がい者福祉

保健センター、ひまわり園、保育園と連携し、心身発育遅滞の早期発見に努め、適切な保
健、医療、福祉の支援を行う。 主な協働・関

連団体

保健センター

母子通園施設ひまわり園

平成31年度

事業概要

平成29年度 平成30年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

553 -1 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

発生予防と早期発見事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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

97.6 98.5 98.5 98.5 98.5 99.1

27年度 97.6 97.6 98.8

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

福祉課、母子通園施設ひまわり園、尾張中部福祉の杜の各担当者が出席
し、豊山町部会を４月より毎月開催している。７月には、圏域内の事業所を
交え、障害児相談支援事業所懇談会を開催した。各窓口で受けた相談内
容に応じて、児童発達支援、放課後等デイサービス等のサービスを提供を
行った。

各機関で連携し、それぞれの役割に応じた支援を検討していく必要がある。
また、母親が周囲に知られたくない等の理由により相談に際して連携するこ
とが困難な場合がある。個々に配慮しながらサービスの申請に繋げていく。

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

福祉課、保健センター、町社会福祉協議会、母子通園施設
ひまわり園、福祉作業所、尾張中部福祉の杜の担当者が出
席し、尾張中部福祉圏域障害者支援協議会豊山町部会を１
１回開催した。対象者の個別事情にも配慮しつつ、関係機
関の連携は適切に図られた。今後も町の課題や相談ケース
について、継続して協議を行う場とする。

目標値に対し、計画どおり達成した。

同上

事業目的に沿って十分な成果があがった。

同上

個別ケースに配慮し、福祉サービスの利用に繋げていくこと
ができ、効果的であった。

同上

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

特定財源の増
減理由

備考

平成31年度以
降の展望

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

発達障がいのある児童に対して保健センターが発達相談を
行い、また、福祉課、保健センター、母子通園施設ひまわり
園、福祉作業所、尾張中部福祉の杜の各担当者が、障がい
支援会議で協議し、対象児に必要なサービス支援を行っ
た。

福祉課、保健センター、母子通園施設ひまわ
り園、福祉作業所、尾張中部福祉の杜が一
体となって発達障がいの早期発見に努め
る。

単位
現状値

（下段：時点）

乳幼児健診受診率（保健セン
ター）

％

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

553 -2 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 3

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 障害者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 54,210 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

6 6 6

委託料 65 委託料 65 委託料 65

17,999 17,999 17,999

18,070 18,070 18,070

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

１１月 １１月 １１月

３月 ３月 ３月

12,529 18,070 18,070

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律施行細則

事業概要

平成29年度 平成30年度
内訳（具体的な内容）

事業の内訳と
事業費

扶助費

事業費計（平成29年度)

障がい者福祉

障害者医療費負担金

扶助費

身体障がい者がその障がいを軽減若しくは除去するために行う医療に対して給付を行う。 主な協働・関
連団体

平成31年度

事業目的

適切な保健・医療サービスの提供

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律施行規則

（更生医療）18歳以上の身体障害者手帳を有する者が、手帳に記載された障がいに対して、確実に治
療効果が期待され、手術等により軽減が見込まれる治療の費用の一部を給付する。（育成医療）18歳
未満の身体上障がいを有する児童と将来的に障がいを残すと認められる児童の保護者に対して、治
療の費用の一部を給付する。(療養介護医療）医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び
日常生活の世話をする障害サービスの医療分を給付をする。

主な関連計
画・法令

役務費 役務費 役務費

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律施行令

障がい者

実績報告実績報告

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

障がい者医療サービスの充実事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

障がい者在宅サービスの充実を行う。

－

－

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

更生医療給付費及び療養介護医療給付費
分の増。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

扶助費

申請・決定・支払

実施スケジュール

実績報告事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

負担金申請負担金申請

申請・決定・支払

負担金申請

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

申請・決定・支払

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)



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

553 -2 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

障がい者医療サービスの充実事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 8,999 補助率 1/2 8,999 補助率 1/2 8,999 補助率 1/2

県費 4,499 補助率 1/4 4,499 補助率 1/4 4,499 補助率 1/4

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 4,572 4,572 4,572

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

23 23 23 23 23 23

27年度 23 20 27

2 2 2 2 2 2

27年度 2 3 4

1 1 1 1 1 1

27年度 1 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

支給者数【療養介護医療】 名（年延）

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

支給者数【育成医療】 名（年延）

支給者数【更生医療】 名（年延）

単位
現状値

（下段：時点）

その他財源の名称 その他財源の名称

事務事業評価
指標

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

（更生医療）人工透析等確実に治療効果が期待され、症状
の軽減が見込まれる方に治療費の一部を給付した。（育成
医療）平成２５年度から権限移譲に伴い１８歳未満の身体上
障がいを有する児童と将来的に障がいを残すと認められる
児童の保護者に対して、治療費の一部を給付した。

更生医療給付費及び療養介護医療給付費
分の増。

備考

進行管理

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

更生医療は、9月末までに腎臓機能障害継続10件、新規2件、,心臓機能障
害4件の申請、育成医療は、9月末までに、音声・言語・そしゃく機能障害継
続1件、新規1件の申請があり、それぞれ治療費の一部を給付した。

引き続き、受給者の治療費用の一部を助成するため適正に執行していく。

備考

その他財源の名称

在宅の障がい者の自立した日常生活を援助
するためにも事業の継続を行う。

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

受給者証の交付を、適正かつ効率的に実施した。

同上

更生医療は、入院では心臓及び腎臓等機能障害8件、通院
では、心臓及び腎臓等機能障害16件の支給を行った。育成
医療は、入院では、心臓及び腎臓等機能障害1件、肢体不
自由障害1件、通院では、音声・言語等機能障害2件の支給
を行った。緊急手術を要する申請についても、適正かつ速や
かな事務が執り行われた。
今後も継続して適正かつ速やかな事務にあたり、判定機関
である中央児童・障害者相談センターと連携を図っていく。

計画に沿って事業を実施し、目標を達成した。

同上

事業目的に沿って十分な成果があがった。

同上



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

554 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 4

予算体系 款 － － 項 － － 目 － －

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 918 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

6 6 6

300 300 300

306 306 306

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 306 306

事業完了報告

審査、請求、支払

助言・審査

実施スケジュール

申請受付

リフォームヘルパー派遣

事業概要

平成29年度 平成30年度

負担金及び交付金 負担金及び交付金

内訳（具体的な内容）

報償費 報償費

障がい者福祉

住み慣れた家で快適に生活できるように、居住環境の改善を図る。 主な協働・関
連団体

リフォームヘルパー

平成31年度

豊山町障害者等住宅改修費の助成事業の実施及び運営に関する要綱

事業目的

生活環境の整備

住み慣れた家で快適に生活できるように、住宅のバリアフリー化の推進を図る。 主な関連計
画・法令

豊山町障害者等リフォームヘルパーチームの設置及び派遣に関する要綱

助言・審査

交付決定

事業完了報告

審査、請求、支払

事業完了報告

交付決定

居住環境向上への支援事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

障がい者在宅サービスの充実を行う。

－

－

障がい者

交付決定

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 前年度実施計画の事業費

審査、請求、支払

内訳（具体的な内容）

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）

負担金及び交付金

報償費

申請受付申請受付

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

リフォームヘルパー派遣リフォームヘルパー派遣

助言・審査



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

554 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

居住環境向上への支援事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 306 306 306

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

0 1 1 1 1 1

27年度 0 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

事務事業評価
指標

指標名
現状値

（下段：時点）

申請者 人

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

その他財源の名称

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

平成31年度以
降の展望

住み慣れた家で快適に生活できるように、居住環境の改善
を図る。段差解消等住宅改修を実施してきた。

備考 備考

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳を新規申請された方に対し
て福祉課窓口において事業の啓発を行った。

引き続き、事業を継続していく。

住み慣れた家で快適に生活できるように、バ
リアフリー化の推進を図る。

単位

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

同上

同上

障がい者に対して住宅改修の説明等を効率的に行ったた
め。

目標値を下回った。

目標値を下回った。

同上

今年度住宅改修費支給等の申請は0件であった。
手帳を新規交付された方に対して、福祉課窓口において事
業の啓発を継続する。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

554 -2 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 4

予算体系 款 － － 項 － － 目 － －

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 270 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容 平成29年度

事業費 事業費 事業費

90 90 90

90 90 90

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

90 90 90

通知書送付/手話通訳実施

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

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 前年度実施計画の事業費

情報提供手段の充実事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

－

－

－

報償費 報償費

障がい者

通知書送付/手話通訳実施

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

事業目的

生活環境の整備

障がい福祉に関する案内等に音声コードを付与し、視覚障がい者に配慮した情報提供を行
う。また、町の事業に対し、手話通訳者による手話通訳を実施し、聴覚障がい者に対して情
報提供を行う。

主な関連計
画・法令

報償費

障がい者福祉

障がいのある人が社会活動に必要な情報提供の拡充に努める。 主な協働・関
連団体

平成31年度

事業概要

平成30年度
内訳（具体的な内容）

通知書送付/手話通訳実施



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

554 -2 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

情報提供手段の充実事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 90 90 90

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

4 4 4 5 6 7

27年度 4 4 4

6 9 9 10 10 10

27年度 6 8 11

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

その他財源の名称

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
現状値

（下段：時点）

同上

豊山町障害（児）者手当決定通知書等に音声コードを添付して通知した。総
合福祉センター、供用施設等8箇所に音声読み上げ機器を設置している。
また、平成24年7月より手話通訳者等の登録制度を実施しており、9月末ま
でに6件の派遣依頼を行った。

引き続き、手話通訳者や要約筆記者の登録数を増やすため、福祉フェス
ティバルや福祉行事を通じて、登録を依頼していく。

同上

速やかに派遣依頼等の事務を行い効率的であった。

特定財源の増
減理由

事業目的に沿って十分な成果があがった。

備考 備考

同上

概ね計画どおり目標値に達した。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

進行管理

福祉フェスティバルや防災訓練等の町主催行事に合計11
回、手話通訳者、要約筆記者の派遣を行った。現在、手話
通訳者は11名、要約筆記者はの5名の登録がある。今後
も、引き続き登録数を増やすための取り組みが必要である。
また、豊山町障害者手当決定通知書等に音声コードを添付
して通知した。

その他財源の名称

備考

視覚障がい者に対して音声コード（ＱＲコードと同じ印刷物
上の切手大の二次元コード）を付与した通知を行ってきた。
また、町の事業に対し、手話通訳者による手話通訳を実施
し、聴覚障がい者に対して情報の提供を行った。

町の発信する冊子等に音声コードの付与を
行い、情報提供を拡充する。また、町の事業
に対し、手話通訳者による手話通訳を実施
し、聴覚障がい者に対して情報提供を拡充
する。

音声コード添付文書 点

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

その他財源の名称

平成28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

手話通訳実施状況(町事業） 回



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

554 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 4

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 0 0

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

申請受付

事業費計（平成29年度）

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）

申請受付

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

申請受付

内訳（具体的な内容）

障がい者福祉

安全対策の推進事業

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

災害弱者の安全を守る。

－

－

事業目的 災害弱者の所在情報の把握や管理、災害時の安否確認体制の整備を行う。

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

災害弱者に対して、民生委員へ避難行動要支援者名簿を配布し、地域での見守りを強化
する。

生活環境の整備

主な関連計
画・法令

主な協働・関
連団体

平成31年度

障がい者

事業概要

平成29年度 平成30年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

554 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

安全対策の推進事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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

134 34 35 36 37 38

28年度 78 140 147

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

平成２５年６月の災害基本対策法の改正により、今までの災害時要支援者
名簿から避難行動要支援者名簿に移行した。

新規に該当する対象者に対して、引き続き同意をとり、名簿の追加をしてい
く。

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

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成２７年度から災害対策基本法に基づき、避難行動要支
援者名簿を作成した。この名簿を民生委員・児童委員に配
布した。民生委員・児童委員は、各地区における要支援者
の状況把握に努め、地域での見守り体制を構築した。

備考

避難要支援者名簿は、毎月更新を行った。名簿提供に同意
を得ている者の名簿は、民生委員協議会、西枇杷島警察署
に提供している。
今後も避難行動要支援者名簿は最新の状態とする必要が
ある。

目標値以上の結果となった。

目標値以上の結果となった。

毎月、避難要支援者名簿を更新している。

毎月、避難要支援者名簿を更新している。

事業費をかけずに事業を実施した。

事業費をかけずに事業を実施した。

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

関係機関や地域と連携・協力し、見守りや支
援を必要とする災害弱者を把握し見守り体
制が構築している。

単位
現状値

（下段：時点）

災害時用援護者登録者（障
がい）

人

平成31年度以
降の展望

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

561 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 国民健康保険・医療 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 6

施策内容 1

予算体系 款 8 保健事業費 項 1
特定健康診
査等事業費

目 1
特定健康診
査等事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 31,128 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容
事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,306 1,306 1,306

467 467 467

234 234 234

7,964 8,362 8,780

9,971 10,369 10,787

時期（月） 時期（月） 時期（月）

６月 ６月 ６月

７月～１２月 ７月～１２月 ７月～１２月

１０月～１２
月

１０月～１２
月

１０月～１２
月

７月～３月 ７月～３月 ７月～３月

9,385 9,971 10,369

報償費

委託料

高齢者医療確保法

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）

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）

個別健診受診単価が上昇したため増 受診率増加（５％増）見込みによる増

事業実施スケ
ジュール

前年度実施計画の事業費

４０～６４歳を対象に集団
検診を実施

実施スケジュール実施スケジュール

４０～６４歳を対象に個別
健診を実施

４０～６４歳を対象に個別
健診を実施

平成29年度 平成30年度 平成31年度

特定保健指導の実施 特定保健指導の実施

まちづくり重
点目標

受診率増加（５％増）見込みによる増

特定健康診査・特定保健指導を受けることにより、国保保険者の健康増進が
図られるとともに医療費が抑制される。

－

社会保障

特定健康診査等国庫負担金
特定健康診査等県費負担金

－

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

４０～７４歳を対象に個別
健診を実施

４０～７４歳を対象に個別
健診を実施

４０～７４歳を対象に個別
健診を実施

特定健康診査等事業

報償費

国保被保険者

報償費

４０～６４歳を対象に集団
検診を実施

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

事業目的

町特定健康診査等実施計画

国民健康保険の安定した運営と医療費の抑制

対象者は４０～７４歳で、メタボリックシンドロームに着目した検査内容となって
いる。検査結果は①情報提供②動機付け支援③積極的支援に分けられ、結
果に応じて特定保健指導が実施される。町の特定健康診査は集団検診と医療
機関（旧西春日井地区内）による個別健診を併用する。

主な関連計
画・法令

事業概要

特定健康診査及び特定保健指導により、国保被保険者の健康の保持増進と
医療費の抑制を図る。 主な協働・

関連団体

４０～６４歳を対象に個別
健診を実施

前年度実施計画の事業費

需用費

４０～６４歳を対象に集団
検診を実施

実施スケジュール

事業費計（平成31年度）

特定保健指導の実施

事業費計（平成30年度）事業費計（平成29年度）

需用費

内訳（具体的な内容）

需用費

役務費

委託料

役務費

委託料

役務費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

561 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 国民健康保険・医療 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）

特定健康診査等事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 1,962 補助率 1/3 1,997 補助率 1/3 2,310 補助率 1/3

県費 1,962 補助率 1/3 1,997 補助率 1/3 2,310 補助率 1/3

起債 充当率 充当率 充当率

その他 1 1 1

一般財源 6,046 6,374 6,166

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

30.1 45.0 50.0 60.0 40.0 44.0

26年度 34.5 33.9 34.2

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

　受診率の上昇が大きな課題となっている。
　平成２７年度より受診料を無料化したことを積極的にアピールし
たことにより、平成２７年度の受診率が上昇したが平成２８年度は
横ばい。今後は、勧奨ハガキの送付や電話催告などにより受診
勧奨する。。

特定健康診断の受診率 ％

個別健診を７月から実施。１２月まで。
集団健診は６・１０月に実施。

事務事業評
価指標

上記に同じ

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

未受診者に対して、再勧奨に努めたが、目標値に
は達しなかった。しかしながら、昨年度より受診率は
伸びている。

上記に同じ

特定検診の実施は、疾病の早期発見、早期治療に
つながり医療費の抑制に貢献している。

　未受診者のうち抽出した４１７人に対し、９月末にハ
ガキによる再勧奨を実施し、また、１０月初旬に８０件
の電話勧奨を実施したが、目標値を上回ることはでき
なかった。
　今後の課題として、特定健康診査等実施計画に定
めた目標数値（平成３０年度４０％）に向け、様々な手
法により受診勧奨を進める必要がある。

上記に同じ

保健センターとの連携により、がん検診と同時実施
することで、効果的運用に努めた。

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

指標名 単位
現状値

（下段：時

平成28年度
までの主な
取り組みと
成果

平成31年度
以降の展望

受託料 受託料

備考

特定財源の
増減理由

受診率増加（５％増）見込みに対する
国庫・県費の増加を見込んだ。

受診率増加（５％増）見込みに対する
国庫・県費の増加を見込んだ。

備考

その他財源の名称

受託料

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

　特定健康診査・特定保健指導の実施
により、メタボリックシンドローム対象者
が減り、国保被保険者の健康増進が
図られている。

進行管理

　特定健康診査・特定保健指導は後期高齢者医療
確保法の施行により平成20年度から実施している。
事業の実施は保健センター及び町内医療機関等で
行っている。
　集団健診の日数の拡大、対象医療機関の拡大、１
０月に未受診者に対し勧奨ハガキの送付による催
促などを行い受診率の向上を図っている。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

561 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 国民健康保険・医療 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 6

施策内容 1

予算体系 款 8 保健事業費 項 2 保健事業費 目 1 疾病予防費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,911 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

役務費 6 役務費 6 役務費 6

631 631 631

637 637 637

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

517 637 637

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

健康診断補助金の申請
受付・支払い

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

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29～31年度）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業費計（平成31年度）

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）

申請率が上昇したため。

実施スケジュール

健康診断補助金の申請
受付・支払い

健康診断補助金の申請
受付・支払い

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度）

実施スケジュール

疾病予防事業

町保健センターで実施した健康診断により、再検査の指導を受けたものが、医
療機関で初回検査を受けた場合に支給する。 主な協働・

関連団体

まちづくり重
点目標

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

健康診断及び宿泊補助を通じて、国保被保険者の健康管理及び増進が図ら
れるとともに医療費が抑制されている。

－

－

事業目的

国民健康保険の安定した運営と医療費の抑制

健康診断補助は、初回の検査に係る費用額の一部負担金相当額を支給す
る。ただし、一部負担金相当額が１５，０００円を超える場合については、１５，０
００円とする。

主な関連計
画・法令

事業概要

保健事業補助金の支給
に関する要綱

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

社会保障

国保被保険者



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

561 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 国民健康保険・医療 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）

疾病予防事業

■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 637 637 637

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

76.1 80.0 80.0 85.0 85.0 90.0

29年度 70.7 59.7 47.7

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

備考備考 備考

特定財源の
増減理由

平成28年度
までの主な
取り組みと
成果

平成31年度
以降の展望

進行管理
　町国保の独自事業として健康診断補助を進め、が
ん検診による疾病の早期発見・早期治療が進み、
国保被保険者の健康増進が図られてた。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

受診率を高めることにより、疾病の早期発見、早期
治療に十分な効果を上げた。

上記に同じ

費用に対して効率的である。

　引き続き、がん検診による疾病の早
期発見・早期治療が進み、国保被保険
者の健康増進が図られている。

事務事業評
価指標

健康診断補助の申請率 ％

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

上記に同じ

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

目標値に達しなかった。

上記に同じ

保健センターと連携し、受診対象者に対し健康診断補助金を適正
に支出している。

特になし

　健康診断補助の申請率について、目標値を下回っ
た。
　今後は保健センターと連絡を密にして、がん検診に
おいて要精検となった者に対し、受診勧奨と併せて健
康診断補助の申請についても勧奨していく必要があ
る。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

561 -3 Ｃ 継続

担当 総務 部 税務 課 収納 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 5

人 非該当 －

産業 非該当 －

生活空間 非該当 －

基本計画 基本施策 6

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

５月・１２月 ５月・１２月 ５月・１２月

５月・９月・１２月・３月 ５月・９月・１２月・３月 ５月・９月・１２月・３月

納付月 納付月 納付月

随時 随時 随時

0 0

催告状送付

督促状送付

夜間滞納整理、電話催告

催告状送付

督促状送付

夜間滞納整理、電話催告

個人面談・納税相談 個人面談・納税相談

催告状送付

督促状送付

夜間滞納整理、電話催告

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

内訳（具体的な内容）

個人面談・納税相談

平成31年度

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

事業概要

平成29年度 平成30年度
内訳（具体的な内容）

事業目的

国民健康保険の安定した運営と医療費の抑制

国保税収納率の向上のため、滞納者などを対象にした個人面談、督促状の送付、訪問徴
収などを行う。

国保税収納率の向上を図る。

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

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

滞納者

社会保障

主な協働・関
連団体

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）

国保税収納率の向上

主な関連計
画・法令

事業費計（平成31年度）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

事業費計（平成29年度）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

561 -3 Ｃ 継続

担当 総務 部 税務 課 収納 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）

国保税収納率の向上

■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

69.35 68.00 68.50 69.00 69.50 70.00

27年度 69.35 71.91 71.06

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

国保税徴収率 ％

夜間滞納整理や電話催告を実施したものの現年度の収納
率に改善が見られないため。

一次評価と同じ

収納率が目標値を上回ったため。

一次評価と同じ

現年度及び滞納繰越の収納率が前年度より減少したため。

一次評価と同じ

　督促状、催告書の送付により未納者の縮減を図っている。また、現年を中
心とした夜間滞納整理、電話催告を実施した。
　過年度未納者に対して短期保険証の更新時に納税相談を実施した。

 ９月末現在において、現年課税分及び滞納繰越分の収納率が前年度同月
より減少している。特に現年度収納率を向上させる必要がある。
　国保税滞納者の担税力を判断し、適切な執行停止等を行い、現年度分の
納付を勧奨する。
　短期証の更新時に滞納者との面談を実施し、納付勧奨を行うと共に、現
年課税を中心に夜間滞納整理、電話催告を実施する。

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

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

　未納税の時効、分納、分納誓約などの管理や現年を中心
とした夜間滞納整理、電話催告を実施した。また、保険証の
更新時における納税相談を実施し納付勧奨を行うとともに、
過年度未納者に対しては短期被保険者証を交付し未納者と
接触する機会を増やし収納率が向上した。催告・差押予告
書の送付後、連絡等のない滞納者に対し滞納処分を実施し
た。

進行管理

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

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

　夜間電話催告を年４回実施している。電話に応答がないものについては、訪
問して不在票を投函して連絡をつけていく。また、東尾張地方税滞納整理機構
へ参加し滞納処分を前提とした納税交渉を行った。平成29年度の収納率は現
年度89.47％（前年度89.87％）、滞納繰越24.42％（前年度29.63％）であり、現
年度・滞納繰越合計として、71.06％（前年度71.91％）であり、前年度の収納率
を下回った。
　整理機構が始まった平成23年度の収納率は、現年度88.65％、滞納繰越
20.49％であり、合計66.36％となっていた。
　機構の効果として4～5％の徴収率向上があったと考えられるが、29年度の
成果は前年度を下回っている。合計徴収率の向上は滞納繰越分の向上によ
るところが大きい。
　機構（滞納繰越分対策）の効果は頭打ちになっており、現年度分の徴収率向
上のため現年度の納付を優先する指導をしていく。

　分納誓約書の取得を徹底し、時効中断を
活用して時効による不納欠損を縮減してい
く。
　夜間滞納整理、電話催告により現年分の
納付を向上させる。
　納付意志の希薄な滞納者については、引
続き滞納処分を実施していく。

備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

562 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 国民健康保険・医療 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 5

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 6

施策内容 2

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 6 福祉医療費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 678,655 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

306 306 306

213 123 123

2,108 2,319 2,551

196,455 216,101 237,711

20,013 13 8

219,095 218,861 240,698

需用費

積立金

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容）

役務費

積立金

扶助費

役務費

事業費計（平成29年度）

内訳（具体的な内容）

需用費

扶助費

役務費

需用費

福祉医療事業

平成31年度

事業費計（平成30年度）

障害者医療費支給条例・
規則
精神障害者医療費支給
条例・規則
子ども医療費支給条例・
規則
母子・父子家庭医療費支
給条例・規則
後期高福祉医療費給付
要綱
未熟児養育医療給付実
施要綱
母子保健法細則

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

助け合い、支え合う健康であたたかなまち

子ども、障がい者（含む
精神）、母子父子家庭、
後期高齢者、未熟児

福祉医療費・事務費補助金

社会保障

事業目的

子ども、障がい者（含む精神）、母子父子家庭、後期高齢者、未熟児の医療費
及び入院時食事療養費を無料にすることにより、安心して医療が受けられ
る。

①障がい者医療：身体障害者手帳１～３級（腎臓機能障がいで４級、進行性
筋萎縮症で４～６級を含む）所持者、知能指数７５以下と判定された者、自閉
症状群と診断された者
②精神障がい者医療：精神障害者手帳１～３級所持者、自立支援受給者証
所持者
③子ども医療：中学生卒業まで
④母子・父子家庭医療：１８歳未満の児童を扶養している母子・父子家庭及び
父母のない児童等（所得制限有り）
⑤後期高齢者医療：後期高齢者医療被保険者のうち、障害者・母子・父子家
庭医療いずれかの受給資格のある者、結核予防法による命令入所患者、精
神保健法による措置入院患者、非課税でひとり暮らしの者、非課税世帯で寝
たきりの者、非課税世帯で認知症状態である者
⑥入院時食事療養費：（平成２４年７月３１日をもって廃止）
　※　福祉医療費の請求権の時効は５年間であり、２４～２９年度は過年度分
を予算化する。
⑦養育医療：母子保健法第６条第６項に規定する未熟児であって、医師が入
院養育を必要と認めた者（県からの事務委譲により平成２５年４月１日から実
施）

主な関連計
画・法令

委託料

平成30年度

事業概要

平成29年度

-

-

 子ども、障がい者（含む精神）、母子父子家庭、後期高齢者、未熟児の医療
費及び入院時食事療養費(過年度分）を助成する。

主な協働・
関連団体

時代に見合った福祉医療制度の充実

委託料

扶助費

積立金

委託料

事業費計（平成31年度）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

562 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 国民健康保険・医療 係 作成者

福祉医療事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

７月 ７月 ７月

189,425 219,095 218,861

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 20,334 補助率
未熟児養育医療
費の１/２ 334 補助率

未熟児養育医療
費の１/２ 334 補助率

未熟児養育医療
費の１/２

県費 58,032 補助率
福祉医療費１/２
養育医療費１/４ 63,835 補助率

福祉医療費１/２
養育医療費１/４ 70,219 補助率

福祉医療費１/２
養育医療費１/４

補助率 補助率 補助率
起債 充当率 充当率 充当率

その他 15,214 15,214 15,209

201 201 201

13 13 8

15,000 15,000 15,000

一般財源 125,515 139,478 154,937

■事業の進行管理

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
3 3 3 3 3 2

27年度 3 3

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

子ども基金運用利子

子ども基金繰入金

福祉医療分の県費について、歳出に準じて平均伸び率
10.0％を見込んだ。

備考 備考 備考

医療費の支給、受給資
格取得・喪失事務、受給
者証の発行

子ども医療費を特定防衛施設調整交付金（国庫）の特定
財源としている。基金による運営で平成３１年度までを予
定。

子ども医療費を特定防衛施設調整交付金（国庫）の特定
財源としている。基金による運営で平成３１年度までを予
定。平成３０年度から交付金が終了する予定のため国費
が減額となる。福祉医療分の県費について、歳出に準じ
て平均伸び率10.0％を見込んだ。

子ども基金運用利子 子ども基金運用利子

その他財源の名称

事業実施スケ
ジュール 受給者証の更新(母子・

後期）
受給者証の更新(母子・
後期・障害）

　国保連合会、柔道整復師及び受給者からの請求に
基づき、遅延することなく的確に医療費を支払った。
 ４月配布の「暮らしの便利帳」に福祉医療制度の詳
細を掲載し、広報とよやま７月号に受給者証の更新
案内について掲載した。また、町ホームページに特定
防衛施設周辺整備調整交付金による福祉医療への
活用ついて掲載した。
　今後も、医療費等の的確な支払いに努めるととも
に、町広報を活用した福祉医療制度の周知活動を継
続する必要がある。

委託料、扶助費は、10％の伸び率を見込
んだ。

前年度実施計画の事業費前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

子ども、障害者、精神、母子父子家庭、後期高齢者、未熟児の医
療費を的確に助成している。

引き続き、制度の内容や改正について広報等により周知する。

実施スケジュール
医療費の支給、受給資
格取得・喪失事務、受給
者証の発行

実施スケジュール実施スケジュール

一斉更新年度のため役務費が増加した。
委託料、扶助費はＨ２８年度前期分の平均
を見込んだ。

子ども基金繰入金 子ども基金繰入金

社会的弱者である受給者が安心して医療が受けら
れる体制が整っている。

受給者証の更新(母子・
後期）

平成28年度
までの主な
取り組みと
成果

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

医療費の支給、受給資
格取得・喪失事務、受給
者証の発行

前年度と比較して、一斉更新がないため役
務費が減少した。委託料、扶助費は、10％
の伸び率を見込んだ。

平成31年度
以降の展望

充実した医療費助成制度により、安心
して医療を受けている。

進行管理

福祉医療制度の広報に
よる周知

広報掲載回
数

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
単位

現状値
（下段：時

事務事業評
価指標

その他財源の名称 その他財源の名称

未熟児養育医療自己負担金 未熟児養育医療自己負担金 未熟児養育医療自己負担金

特定財源の
増減理由

指標名

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

効果的である。

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

事務処理を適正に行った。また計画どおり広報掲
載を行った。

計画通り推移している。

十分な成果を上げることができた。

上記に同じ。

効果的に事業を実施した。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

611 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 1

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 4 生涯学習推進費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 606 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

198 198 198

4 4 4

202 202 202

時期（月） 時期（月） 時期（月）

6月 6月 6月

10月 10月 10月

3月 3月 3月

202 202 202

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）

生涯学習審議会

生涯学習審議会

実施スケジュール

生涯学習審議会

需用費

生涯学習審議会

生涯学習審議会

実施スケジュール

町民の学習機会を充実し、環境を整えることにより、生涯学習を通じたまちづくりを行う。

-

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

生涯学習実施計画の見直し事業

生涯学習推進計画の策定

-

事業概要

町生涯学習基本構想・基本計画

事業目的

平成29年度 平成30年度 平成31年度

生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画に基づき各年度ごとの実施計画のローリングを
行い、目標達成に向け、事業点検・評価をしながら豊山町の生涯学習活動の全般の推進
を図る。

生涯学習推進審議会（条例設置）の開催。全体会議を年３回、部会を1回開催する予定。
教育分野、福祉分野、ボランティア活動代表など町全体での委員体制とし、生涯学習のま
ちづくりに向けた事業点検・評価を審議・答申を受けながら、実施計画の実現を進める。 主な関連計

画・法令

報酬 報酬 報酬

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

生涯学習

文化協会、体育協会、商工会、

老人クラブ、愛知学泉大学など

一般

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容）

需用費 需用費

実施スケジュール

生涯学習審議会

生涯学習審議会

生涯学習審議会

事業費計(平成29年度) 事業費計(平成30年度) 事業費計(平成31年度)

生涯学習審議会



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

611 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

生涯学習実施計画の見直し事業

■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 202 202 202

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

完了
生涯学習推進計画
の策定

21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） A

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） B

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A

平成29年度は第1回生涯学習推進審議会を7月に開催した。
生涯学習推進計画の計画期間は１０年であり、毎年実施計画を策定し、事
業の進捗状況を管理する。

効果的であった。

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

事業計画どおり事業展開がされている。

生涯学習基本方針のもと生涯学習のまちづくりの効果はあ
がっている。

生涯学習推進審議会を３回（7/3、12/14、3/19）開催し、生
涯学習基本構想・基本計画及び実施計画の進捗状況等を
点検し、効果的な事業展開に反映することができた。今後も
生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画に基づいた事業
を推進しなければならない。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

備考 備考

その他財源の名称

生涯学習推進計画の策定

備考

平成31年度
以降の展望

社会環境や学習環境の変化、学習ニーズの多様化などに
対応し、今後の生涯学習のまちづくりを一層推進するため
平成21年度において「生涯学習推進基本構想・基本計画」
を10年ぶりに見直しを行った。平成22年度において、生涯
学習推進基本計画・基本構想を広く周知するためダイジェ
スト版を1,000部作成した。

生涯学習推進計画の計画期間は１０年であ
り、毎年実施計画を策定し、事業の進捗状
況を管理する。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

特定財源の
増減理由

平成28年度ま
での主な取組
と成果

その他財源の名称

事務事業評
価指標

進行管理

指標名 単位
現状値

（下段：時点）

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

612 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 課・事務局 生涯学習 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 6

人 該当

産業 非該当

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 10 教育費 項 7 保健体育費 目 1 保健体育総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,040 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

192 96 96

93 93 93

13 13 13

368 465 465

10 15 15

676 682 682

時期（月） 時期（月） 時期（月）
4～3月 4～3月 4～3月

5～3月 5～3月 5～3月

5～12月 5～12月 5～12月

6～7月 6～7月 6～7月

7～8月 7～8月 7～8月

9～10月 9～10月 9～10月

9～10月 9～10月 9～10月

10～11月 10～11月 10～11月

11～12月 11～12月 11～12月

1～2月 1～2月 1～2月

1,076 676 682

愛知スポレク2019東尾張大会開
催・県大会参加

健康体力測定会

愛知スポレク2017東尾張大会開
催・県大会参加

スポーツ少年団、子ども会、

幼児・児童体操教室

内訳（具体的な内容）

需用費需用費

ダンス教室

ニュースポーツ教室

ダンス教室

幼児・児童体操教室

長距離走教室

ノルディックウォーク教室

カローリング教室

ふれあいニュースポーツ教室
（ビーチボール)

健康体力測定会

ふれあいニュースポーツ教室
（ビーチボール)

ふれあいニュースポーツ教室
（ビーチボール)

ダンス教室

事業費計（平成30年度）

長距離走教室

実施スケジュール

使用料及び賃借料

役務費

実施スケジュール実施スケジュール

生涯学習講座・教室運営事業（スポーツ）

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

町民の学習機会を充実し、環境を整えることにより、生涯学習を通じたまちづくりを行う。

-

-

生涯学習

学ぶ機会の充実

健康体力測定会(全２回)、幼児体操教室(全２０回）、児童体操教室(全２０回）、ニュース
ポーツ教室（全３回）等を開講予定。 主な関連計

画・法令

報償費 報償費 報償費

スポーツ推進委員、体育協会、

使用料及び賃借料

事業の内訳と
事業費

事業概要

役務費

委託料

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29年度）

社会教育法

長距離走教室

使用料及び賃借料

事業費計（平成31年度）

役務費

ふれあいひろば

平成31年度

スポーツ基本法

町民の体力づくり健康づくりのために、子どもから高齢者までの幅広い年齢層の方に気
軽にスポーツを楽しんでもらうために、生涯スポーツの普及を図るとともに、将来自主的に
活動するクラブ化をめざすことを目標に、そのきっかけづくりとしてさまざまな教室(生涯学
習講座)を実施する。

主な協働・関
連団体

平成29年度
内訳（具体的な内容）

事業目的

ノルディックウォーク教室

需用費

前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

ニュースポーツ教室

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

備品購入費を廃止したため、減額となる。

委託料

幼児・児童体操教室

ミニソフトバレーボール教室・大
会

前年度実施計画の事業費

ミニソフトバレーボール教室・大
会

前年度実施計画の事業費

平成30年度

ノルディックウォーク教室

ニュースポーツ教室

カローリング教室 カローリング教室

愛知スポレク2018東尾張大会開
催・県大会参加

健康体力測定会

委託料

ミニソフトバレーボール教室・大
会



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

612 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 課・事務局 生涯学習 係・センター 作成者

生涯学習講座・教室運営事業（スポーツ）

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 231 214 214

一般財源 445 468 468

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

77.0 83 84 85 85 85

27年度 77.0 76.8 65.0

（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） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

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

事業実施上の問題点と対応策

受講料

町民の体力づくり健康づくりなどのために、
生涯スポーツの普及を図る。また、生涯学
習講座を通して、ニュースポーツ等を町民に
紹介し、自主運営化されるようなクラブを増
やしていく。

その他財源の名称

これまでの主な成果

その他財源の名称

備考

進行管理

その他財源の名称

受講料

備考

特定財源の
増減理由

ノルディックウォーク教室の定員増による受
講料の増額

指標名

備考

講座・教室定員に対する受
講者率

％

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

これまで生涯学習講座を通して、様々なスポーツを豊山町
民に紹介をしてきた。その中で、「チュックボール」や「さわ
やか体操」などの種目において自主運営がなされるように
なった。ここ数年も、新種目の教室（ビーチボール等）を開
講し、好評であることから、継続して実施している。平成27
年度から新たにノルディックウォーク教室を開講し、継続し
て実施している。

ノルディックウォーク教室を5月から開講し、定員25名はいっぱいとなってい
る。3月までの日程をこれからも実施していく。また、6月にビーチボール教
室を3回開講し延べ39名の参加、7・8月にダンス教室を5回開講し延べ53
名の参加、9月に健康体力測定会（健康福祉フェスティバル）を実施し、272
名の参加であった。

これまで毎年度開講してきた講座の申し込み者及び参加者の人数が横倍
もしくは減小傾向にある。生きがいタウンでの広報活動や新たな種目の導
入を含めて、受講者への他講座チラシ配布など、知人等に口コミしてもら
えるようにお願いする。

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

事務事業評
価指標

平成31年度
以降の展望

受講料

本年度は、社会体育講座を9講座開講した。その中で、ス
ポーツ推進委員による講座を6講座開講し、参加者総数は
618人であった。外部講師による講座は、4講座開講し、参
加者総数は889人であった。複数の講座で来年度も実施し
て欲しいという要望があった。また、生きがいタウンだけで
は周知効果に限界があり、様々な機会を通じて町民にＰＲ
していく必要がある。

一定程度事業目的を達成した事業は、整理する必要がある。

町民に新しいスポーツを進めるなどしてスポーツに親しむと
いった効果は上がった。

目標値に至らなかったが、ほぼ計画どおりに達成できた。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

612 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 該当

産業 非該当

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 10 教育費 項 6 社会教育費 目 4 生涯学習推進費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,706 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

690 690 690

30 30 30

182 182 182

902 902 902

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

5月～9月 5月～9月 5月～9月

9月 9月 9月

10月～3月 10月～3月 10月～3月

885 902 902

パソコン講座のほかにｉＰａｄ講座も行うため
委託料を増額した。

前年度実施計画の事業費

後期講座

後期講座募集後期講座募集

前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

事業費計(平成30年度)

報償費

後期講座募集

事業目的
町民の自発的な学習意欲を高めるために、子どもから高齢者までライフステージにあった
学習機会（生涯学習学級講座）を開設する。 主な協働・関

連団体

・豊寿大学（全10回×1講座）、教養講座（全5回×1講座）、国際講座（全5回×2講座）
　趣味講座（全5回×1講座）、生活講座（全5回×1講座）、パソコン（全4回×2講座）
・官学連携講座（全5回×1講座）

主な関連計
画・法令

事業概要

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容）

需用費

報償費 報償費

需用費

委託料

平成30年度 平成31年度

-

生涯学習

平成29年度

愛知学泉大学

各種サークル指導者

一般

町生涯学習基本構想・基本計画

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

生涯学習講座・教室運営事業（文化）

学ぶ機会の充実

町民の学習機会を充実し、環境を整えることにより、生涯学習を通じたまちづくりを行う。

-

内訳（具体的な内容）

需用費

事業費計(平成31年度)

実施スケジュール

前期講座募集

委託料

後期講座

前期講座

前期講座募集

委託料

事業費計(平成29年度)

事業実施スケ
ジュール

後期講座

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前期講座

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

前期講座

前期講座募集



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

612 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

生涯学習講座・教室運営事業（文化）

■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 216 216 216

一般財源 686 686 686

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

73 70 72 75 78 80

28年度 78 73 80

（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） A

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） B

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） B

平成28年度ま
での主な取組
と成果

進行管理

事務事業評
価指標

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

受講料 受講料

今年度は単体での官学連携講座を企画しなかった。ここ数年の受講者数
が非常に少なく、開講できなかったこともあったためである。しかし、新たに
中部大学と協定を結んだため、新規講座の検討が必要である。企画がマ
ンネリ化しているという意見もあるので、新規講座について考えていく必要
がある。

平成31年度
以降の展望

生涯学習学級・講座は、平成10年度に策定した「生涯学習
のまちづくり基本構想・基本計画」の中核事業として学ぶ機
会の拡充を目指し、多岐にわたる住民ニーズに応えてき
た。新計画に基づき愛知学泉大学との「官学連携講座」や
最新ＯＳを使用した「パソコン」講座の開設したほか、平成２
４年度に、そば打ち道場とパン＆デザート教室、平成２６年
度は飾り巻き寿司、平成２８年度はクリスマスリース作りな
ど新たな講座を導入した。

平成２２年３月に策定した新生涯学習基本
構想・基本計画に基づき、住民の主体的な
参画や大学や企業との連携を一層強化し、
体験型講座や地域に密着した学習メニュー
など住民のニーズに対応した学ぶ機会の拡
充に努める。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

講座・教室定員に対する受講
者率

備考

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

備考

現状値
（下段：時点）

講座の参加定数の見直しを行って、募集人
数が少なくなったため、受講料を減額した。

その他財源の名称

単位

新基本構想・基本計画に基づき、前期講座6講座を開催した。受講者率に
ついては「家庭料理」と「英会話」がそれぞれ50%、65%と振るわなかった。他
の「豊寿大学」、「シニアのためのipad」、「パソコン」、「親子パン教室」につ
いては受講者率が90%を超えており、順調である。

受講料

特定財源の
増減理由

％

参加者の少ない講座の見直しは必要であるが、概ね効果
的であった。

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

受講者率の目標を上回った。

概ね成果が上がっている。

基本計画・基本構想に基づき、前期６講座、後期４講座、計
１０講座を計画した。後期講座の受講率は、「手ごねパン＆
スイーツ教室」が100％、「英会話」が70％、「郷土の歴史を
巡る」が80％、「クリスマスツリーを作ろう」が73.3％であっ
た。前・後期全体の受講率は80％で、目標を上回った。講
座全体としては良好な状態であったが、応募が低調であっ
た講座は内容や周知方法を見直すとともに、今後さらに町
民の受講意識をつかみ、ニーズを反映した講座の提供に努
めなければならない。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

612 -2 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 該当

産業 非該当

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 － － 項 － － 目 － －

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月～3月 5月～3月 5月～3月

4月～3月 4月～3月 4月～3月

随時 随時 随時

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

事業費計(平成31年度)事業費計(平成29年度)

文化協会や体育協会所属クラブや各種サークルや地域指導者などの協力に加え、大学
や企業との連携を一層深め、行政主導ではなく、住民参画による主体的かつ地域に密着
した学習メニューを提供し、住民ニーズに対応した学ぶ機会の拡充に努める。

主な協働・関
連団体

生涯学習

各種サークル、地域指導者

文化協会、体育協会、大学、
企業

学ぶ機会の充実

町生涯学習基本構想・基本計画

平成30年度 平成31年度平成29年度

住民参画による生涯学習事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

事業目的

一般

町民の学習機会を充実し、環境を整えることにより、生涯学習を通じたまちづくりを行う。

-

-

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業概要
乳幼児学級、ふれあいひろば、放課後子ども教室、学校体験活動、子ども会、スポーツ少
年団などの活動に文化協会や体育協会所属クラブ、各種サークル、地域指導者などの参
画をえている。

主な関連計
画・法令

ふれあいひろば ふれあいひろば

実施スケジュール 実施スケジュール

放課後子ども教室、学校体
験活動

事業費計(平成30年度)

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

ふれあいひろば

子ども会、スポーツ少年団

放課後子ども教室、学校体
験活動

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

内訳（具体的な内容）

子ども会、スポーツ少年団子ども会、スポーツ少年団

放課後子ども教室、学校体
験活動



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

612 -2 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 係 作成者

住民参画による生涯学習事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

16 16 16 16 16 16

29年度 16 17 17

（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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

今後は、住民の主体的な参画や大学や企業
との連携を一層強化し、体験型講座や地域
に密着した学習メニューなど住民のニーズ
に対応した学ぶ機会の拡充に努める。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

前半を通して、ふれあいひろば、放課後子ども教室、子ども会、スポーツ少
年団などの諸事業に対して地域住民の参画が得られた。

現在のところ、乳幼児学級、ふれあいひろば、放課後子ども教室、子ども
会、スポーツ少年団などの諸事業に対し地域住民の参画が得られており、
問題点はないと思われる。しかし、ボランティア指導者の高齢化、固定化の
傾向もあり、一部では世代交代も行われるようになったが、新たな指導者
を発掘・育成していかなければならない。

年間を通して、ふれあいひろば、放課後子ども教室、子ども
会、スポーツ少年団などの諸事業に対して地域住民の参画
が得られている。とりわけ「ふれあいひろば」には地域ボラン
ティア指導者の熱心な協力を得ており、目標を上回る１7種
目で開催されている。しかし、継続種目ではボランティア指
導者の高齢化や固定化の傾向もあり、指導者の世代交代
や、ハンドベル・民謡太鼓のような新たな種目の指導者を発
掘・育成していかなければならない。

全般的に概ね成果はあがっている。

参画数の目標値をわずかに上回った。

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

その他財源の名称

平成31年度
以降の展望

進行管理
平成28年度ま
での主な取組
と成果

ふれあいひろばや放課後子ども教室、子ども会、スポーツ
少年団などの諸事業に、地域住民の参画を得て生涯学習
を拡充してきた。

効果的な事業として展開できている。

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

事務事業評
価指標

ふれあいひろばへの参画数 団体・クラブ数

備考 備考 備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

612 -3 B 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 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 6

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 5

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 6
社会教育センタ
ー管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 336 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

112 112 112

112 112 112

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

８月 ８月 ８月

１１月 １１月 １１月

３月 ３月 ３月

毎月 毎月 毎月

112 112 112

おはなし会

親子読書会

事業概要

平成29年度 平成30年度

生涯学習

子どもの読書活動推進と読書環境を整備し、子どもが言葉を学び感性を磨き表現力を高め
創造力を豊かなものにするため、読み聞かせなどを行い、すべての子どもたちに読書の楽
しみを伝えることを目的とし、図書室読書サークルの活動を支援し読書推進を図る。

主な協働・関
連団体

読書クラブ

ゆめっ子

平成31年度

生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画

事業目的

学習環境の整備と活用

社教センター図書室事業として「親子読書会」は、４月、８月、１１月、３月の年４回開催し、
絵本の朗読や大型紙芝居、ゲーム、折り紙などを実施している。また、「おはなし会」は、毎
月第３土曜日に紙芝居や手遊び、ゲームなどを実施している。

主な関連計
画・法令

報償費 報償費 報償費

親子読書会

親子読書会

おはなし会おはなし会

親子読書会

読書推進事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

子どもたちが読書に親しむことにより、豊かに健やかに育つことを目指す。

―

―

全町民・社会教育センター来館者

親子読書会

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 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

親子読書会

親子読書会

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度）

親子読書会親子読書会

事業費計（平成28年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

親子読書会親子読書会

親子読書会



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

612 -3 B 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 係 作成者

読書推進事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 112 112 112

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

152 95 100 105 110 115

平成26年度 173 140 76

118 70 75 80 85 90

平成26年度 152 135 150

（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） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

集客数（おはなし会） 人

集客数（親子読書会） 人

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

　読書クラブの「親子読書会」は、４月、１１月に社会教育セ
ンター遊戯室にて、８月、３月には総合福祉センターしいの
木にて親子を対象に紙人形劇及や読み聞かせを開催した。
　また、ゆめっ子の「おはなし会」は、毎月第三土曜日に親
子を対象に、社会教育センター遊戯室にて読み聞かせ等を
実施した。

備考

特定財源の増
減理由

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

「子どもの読書活動の推進計画」の実施によ
り、学校との連携や読み聞かせボランティア
団体からの口コミで、確実に増加している
為、読み聞かせグループのスキル等の向上
を図ります。

親子読書会を４月に社会教育センターにて、８月に総合福祉センターしいの
木にて実施した。参加人数は、延べ４５人であった。また、おはなし会は毎
月第３土曜日に社会教育センターにて実施した。参加人数は、延べ８６人で
あった。

引き続き両団体と協力し、事業を実施していく。
今後もポスターやチラシを作成し、町内の各施設に配布して周知を徹底して
いく。

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

親子読書会について、４月と１１月に社会教育センター、８月
に総合福祉センターしいの木、３月に総合福祉センター南館
ひまわりにて実施した。参加人数は、延べ７６人であった。ま
た、おはなし会は毎月第３土曜日に社会教育センターにて
実施し、下半期の参加人数は、延べ６４人であった。
今後もポスターやチラシを作成し、町内の各施設に配布して
周知を徹底していく。

周知を徹底し、集客数増加に努めること。

子どもや保護者に読書に対する関心を持たせる効果が見られる。

両団体とも積極的に取組んでいただき効果はあった。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

613 -1 B 継続

担当 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 該当

産業 非該当

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 － － 項 － － 目 － －

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～3月 4月～3月 4月～3月

9月 9月 9月

10月～3月 10月～3月 10月～3月

0 0 0
前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

事業費計(平成31年度)

生涯学習ボランティアの募集

事業費計（平成30年度)事業費計(平成29年度)

-

-

講師や指導者、ボランティアなど生涯学習に関わる人材を確保・育成するとともに、学習し
た知識や技術を活用する場の確保に向けた取組みを推進する。 主な協働・関

連団体

生涯学習

生涯学習サークル

文化協会・体育協会

学習活動支援の人的体制の整備

一般

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）

平成29年度

事業概要

ボランティアバンクの整備事業

・生涯学習ボランティアバンクの整備
　生涯学習ボランティアは4月から募集し、受付は随時行いバンクに登録する。
・ボランティア講師による講座事業
　一般からボランティア講師を募集して、生涯学習講座として開催する。

主な関連計
画・法令

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

事業目的

町生涯学習基本構想・基本計画

町民の学習機会を充実し、環境を整えることにより、生涯学習を通じたまちづくりを行う。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

実施スケジュール 実施スケジュール

生涯学習ボランティアの募集

実施スケジュール

生涯学習ボランティアの募集

ボランティア講師による講座
募集

ボランティア講師による講座
開設

ボランティア講師による講座
開設

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

ボランティア講師による講座
募集

ボランティア講師による講座
募集

ボランティア講師による講座
開設



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

613 -1 B 継続

担当 教育委員会 事務局 生涯学習 係 作成者

ボランティアバンクの整備事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

34 41 41 41 41 41

29年度 33 35 35

（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

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） B

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） C

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10年度から生涯学習ボランティアバンクを立ち上げ、生涯学習情報誌
（4月号）でボランティアバンクの募集と利用方法等について広報啓発した。

多くの方に登録をしていただいているが、有効に活用できていない。町民に
仕組みを周知する必要がある。講座のサークル化についても進んでいない
ため、後押ししていく必要がある。

事務事業評
価指標

生涯学習ボランティアバンクに登録したボランティアは、「ふ
れあいひろば」を中心に活動を行っている。しかし、ふれあ
いひろば以外での活動の場は少なく、初期に登録した中に
は、指導者の高齢化などの理由で、登録を更新しない団体
もあり、35種目の登録となった。サークルについては昨年度
と同様、5団体となった。今後、登録した団体の有効活用を
図る必要がある。

「ふれあいひろば」では登録、活動、参加者も多く、一定の
成果はあった。

登録の効率化、利用の見直し等の工夫が必要である。

計画通り推移していない。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

その他財源の名称 その他財源の名称

学習成果を生かしたまちづくりを進めるた
め、個人・団体を問わずボランティア活動な
どをサポートするとともに、誰もが、何時でも
気軽に社会活動できるための学習機会を充
実させる。

単位
現状値

（下段：時点）

平成31年度
以降の展望

グループ・サークル等のバン
ク登録

団体

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

進行管理
平成28年度ま
での主な取組
と成果

平成10年度から生涯学習ボランティアバンクを立ち上げ、
多くの町民に登録をしてもらっている。しかし、せっかく登録
しても活用する機会が少ないため、バンクの有効な利用を
図る必要がある。

その他財源の名称

特定財源の
増減理由

備考 備考 備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

613 -2 B 継続

担当 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 該当

産業 非該当

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 10 教育費 項 6 社会教育費 目 4 生涯学習推進費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 6 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

3 3

0 3 3

時期（月） 時期（月） 時期（月）

6月 4月～12月 4月

3月 1月 4月～11月

2月 5月

3月 1月

2月 講座の決定

3月

0 0 3

講師への事業説明

実施スケジュール 実施スケジュール

受講生募集

選考

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

情報収集

一般開放講座の募集

講座開講

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

一般開放講座の募集

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

町生涯学習基本構想・基本計画

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

文化協会・体育協会

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

ボランティア講師による講座事業

町民の学習機会を充実し、環境を整えることにより、生涯学習を通じたまちづくりを行う。

内訳（具体的な内容）

-

事業概要

学習活動支援の人的体制の整備

学びの循環を助けるために行政が窓口となり講座として取り上げ、生徒を募集し、講座
（仮称：一般開放講座）を開講する。平成29年度はその準備のための情報収集等を行う。 主な関連計

画・法令

需用費 需用費

講師への事業説明

-

生涯学習によって身につけた知識や技術を、今度は教える立場となって町民に生涯学習
の輪を広げていく。 主な協働・関

連団体

生涯学習

各種サークル

一般

平成31年度

事業費計(平成31年度)

選考

事業費計(平成29年度) 事業費計(平成30年度)

講座の決定

講師への事業説明

前年度実施計画の事業費

事業目的

平成29年度 平成30年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

613 -2 B 継続

担当 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

ボランティア講師による講座事業

■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 3 3

■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 3 4

28年度 0 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

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） C

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） C

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） C

備考

その他財源の名称

特定財源の
増減理由

備考

進行管理

備考

その他財源の名称

一般開放講座の開講

現状値
（下段：時点）

単位

その他財源の名称

平成27年度ま
での主な取組
と成果

講座が開講されなかったため

講座

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成31年度
以降の展望

平成１０年３月に策定した生涯学習基本構想・基本計画に
より、町民の「自ら学ぶ」という意識は定着してきた。しかし、
学びの輪をさらに広げ、生涯学習を循環させるレベルにま
では至っていなかった。平成２２年３月に作成した新生涯学
習基本構想・基本計画により新たな取り組みとして、生涯学
習により学んだ知識や技術を広くかつ手軽に伝え、知の循
環を作るたため、町民が講師講師を努める一般開放講座
の準備を進めている。

この事業の成功によって学びの循環が生ま
れ、行政主導であった生涯学習学級講座を
町民との参画・協働によって運営できる方向
にシフトしていく。

９月末現在で申し出は無かった。
引き続き生きがいタウンを用いて広報を行っていく。申し出があった場合、
講師と連携して講座を開講していく。

事務事業評
価指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

講座が開講されなかったため

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

講座が開講されなかったため

開講の申し込みはなかった。現状仕組みとして講座を開講
できる体制になっていない。また他市町では講師と受講生
のミスマッチも起こっており、実際に開講するにあたっては
それらを解決する方法を検討する必要がある。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

613 -3 A 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 該当

産業 非該当

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 10 教育費 項 6 社会教育費 目 4 生涯学習推進費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～3月 4月～3月 4月～3月

4月 4月 4月

7月 7月 7月

9月 9月 9月

2月 2月 2月

0 0 0

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

サークル情報の提供サークル情報の提供

サークル情報の取りまとめ

サークル情報の提供

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

サークル情報収集

サークル情報の提供

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

サークル情報収集

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

事業費計(平成30年度)

サークル情報の取りまとめ

実施スケジュール

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

サークル情報収集

サークル情報の提供

サークル情報の取りまとめ

事業目的

町民の学習機会を充実し、環境を整えることにより、生涯学習を通して蓄えたエネルギー
をまちづくりに活かしてもらう。

-

-

今まで文化協会や体育協会などのに加盟していない、サークルやグループを集約し、様々
な情報を一括したり、学習の成果を発表する機会を提供することによって、サークル活動
を活性化し、生涯学習の輪を広げていく。

主な協働・関
連団体

各種サークル

一般

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

生涯学習

サークル活動の活性化事業

平成29年度 平成30年度 平成31年度

町生涯学習基本構想・基本
計画

文化協会・体育協会

生涯学習支援の人的体制の整備

・サークル情報の収集
・情報の一括管理、情報の提供
・発表の場の創設

主な関連計
画・法令

事業概要

サークル情報の取りまとめ

事業費計(平成31年度)

サークル情報の取りまとめ

サークル情報の取りまとめ

サークル情報の提供

事業費計(平成29年度)



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

613 -3 A 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

サークル活動の活性化事業

■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 7 7 7 7

29年度 5 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） C

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） C

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） B

備考 備考 備考

特定財源の
増減理由

「生きがいタウン」を用いサークル登録募集を行った。しか
し、5団体の登録のみで、募集の趣旨が充分に浸透してい
ないと考えられる。引き続き募集を続けながら情報収集に
努めることとし、サークル情報の提供を行っていく。

文化協会や体育協会などのに加盟していな
い、新たなサークルやグループに着目し、行
政が少し背中を押すことにより、サークル活
動は活性化し、本町の生涯学習の裾野が拡
大することが期待できる。

進行管理

つ

単位
現状値

（下段：時点）

平成27年度ま
での主な取組
と成果

平成31年度
以降の展望

事務事業評
価指標

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

昨年末とから変わらず5団体が登録されている。

サークル登録は文化協会、体育協会に加盟する団体を除いた団体をサー
クルとして登録している。しかしサークルと生涯学習係の接点が無いため
サークルからの申し出待ちとなっている。引き続き生きがいタウンを通じて
広報していく。

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

サークルの団体登録数

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

生きがいタウンを通じて周知を図っている

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

サークルの登録数が目標に達していないため今年度は、６月と９月に「広報とよやま」を用いサークル登録
募集を行った。しかし、今年度末現在で5団体の登録のみ
で、まだ募集の趣旨が充分に浸透していないと考えられる。
サークル情報を提供するとともに、今後も引き続き、募集と
情報収集に努める。また、発表の場については参加団体が
多く見込める状況になるか、サークルからの申し出があった
場合検討する。

サークルの新規登録がないため



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

614 -1 A 継続

担当 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 4

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 4 生涯学習推進費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,362 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

454 454 454

454 454 454

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

9月 9月 9月

随時 随時 随時

毎月 毎月 毎月

随時 随時 随時

454 454 454

ＣＡＴＶ、ホームページによる
広報

前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

生きがいタウンの発行

生きがいタウンの発行

事業概要

生涯学習に関する情報の収集、その分類別整理を行うことにより、講座、イベント、ボラン
ティアなどの情報を広く学習者に提供するために情報誌を発行する。

生涯学習

イベントや講座の受講者

ナフコ、コンビニエンスストア

一般

事業目的 主な協働・関
連団体

学習情報の提供と学習相談体制の整備

・生涯学習情報誌「生きがいタウン」の発行
　3,500部、4月と9月の2回発行→町内の主要公共施設、スーパー等に設置し一般配布
・広報「とよやま」への掲載
　毎月講座やイベント参加者の声を「まなびすと」に掲載
・ＣＡＴＶ、ホームページへの掲載
　生涯学習に関するイベント・学級講座の情報を掲載するほかイベントの記録を放映して
いる。
・生涯学習情報コーナーの設置
　町内外の各種教室・講座、イベントの情報、文化協会所管クラブ、生涯学習グループなど
の紹介
・「まなびネットあいち」の活用
　愛知県の生涯学習情報ウェブサイトを利用して県や周辺市町の生涯学習情報などを紹
介する。
・生涯学習相談

主な関連計
画・法令

需用費 需用費 需用費

学習相談

平成29年度 平成30年度 平成31年度

町生涯学習基本構想・基本計画

事業費計（平成29年度） 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）

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

町民の学習機会を充実し、環境を整えることにより、生涯学習を通じたまちづくりを行う。

-

-

生涯学習情報の提供事業

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

学習相談

実施スケジュール

前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

生きがいタウンの発行生きがいタウンの発行

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

生きがいタウンの発行

内訳（具体的な内容）

前年度実施計画の事業費

広報「とよやま」への掲載

生きがいタウンの発行

ＣＡＴＶ、ホームページによる
広報

広報「とよやま」への掲載

ＣＡＴＶ、ホームページによる
広報

広報「とよやま」への掲載

学習相談



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

614 -1 A 継続

担当 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

生涯学習情報の提供事業

■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 454 454 454

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

8 6 7 8 8 8

27年度 8 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） B

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） B

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） B

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

生きがいタウン配布先の拡
大（公共施設以外）

カ所

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
単位指標名

生涯学習情報誌「生きがいタウン」を3,500部作成し、４月と９月の年２回発
行した。また、広報「とよやま」に生涯学習コーナー「まなびすと」を毎月定
期掲載し、イベント、学級講座情報をはじめ、学習サークル案内・講座・教
室受講者の声などを紹介した。

情報紙の設置場所の拡大を図るため、引き続き、コンビニエンスストアなど
新たな可能性を模索するほか、町ホームページなどの有効的な活用に努
める。ホームページから生きがいタウンのファイルにたどり着くのに非常に
分かりづらいため、改善方法を考えていく。

置かせてもらっている店舗によっては、あまり配布されてい
ないように思われる店舗もある。

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

新規に置いてもらえる店舗はなかったが、目標は達成した。
生涯学習情報誌「生きがいタウン」を3,500部作成し、４月と
９月の年２回発行した。また、広報「とよやま」に生涯学習
コーナー「まなびすと」を毎月定期掲載し、イベント、学級講
座情報をはじめ、学習サークル案内・講座・教室受講者の
声などを紹介した。配布においては公共施設以外にスー
パー３ヵ所、コンビニ５ヵ所で置いてもらうことができた。今後
も、生涯学習情報の提供を図るため、情報誌配布場所の確
保と拡大に努める必要がある。どのような種別の店舗に置
いてもらえば新規の講座受講者が増えるか、考えていく必
要がある。

新規に置いてもらえる店舗はなかったが、目標は達成した。

現状値
（下段：時点）

事務事業評
価指標

生涯学習の情報提供は、これまで生涯学習情報誌「生きが
いタウン」の年２回の発行や広報「とよやま」に生涯学習
コーナー「まなびすと」を定期掲載、ＣＡＴＶやホームページ
などの活用によって、イベント、学級講座情報をはじめ、学
習サークル案内・講座・教室受講者の声などを紹介してき
た。

学習情報の提供は、町内に限らず、県、周
辺市町の学習情報も含め多岐な分野にわた
り、また、学習者個々の嗜好なども考慮する
と、紙ベース主体の生涯学習情報誌、情報
コーナーを主な情報提供方法とすることには
限界が生じているため、ホームページやＣＡ
ＴＶなど多様な通信媒体による情報提供体
制のさらなる活用が必要となる。

進行管理

特定財源の
増減理由

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

615 -1 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 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 6

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 5

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 6 社会教育ｾﾝﾀｰ管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 278,868 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

6,881 5,196 10,000

174,581 82,210

181,462 87,406 10,000

時期（月） 時期（月） 時期（月）

６月 ４月 ５・６月

７月 ５・６月

９月

１０月～

3,888 181,462 0

実施スケジュール

空調機全面改修工事を予定しているため増
額。

前年度実施計画の事業費

空調機改修工事

屋上防水等工事

平成31年度

工事請負費

生涯学習の拠点施設である社会教育センターの施設設備改善整備を行うことにより、機能
低下を防止するとともに施設利用の向上を図る。

施設改修工事

社会教育センター施設設備改善整備事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

―

―

社会教育センター施設設備の改善整備を行うことにより、住民生活の利便性の向上を目指
す。

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業概要
経年劣化した施設設備の更新と利便性向上及び省エネルギー対策のための施設設備の
整備を行う。

生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画

主な関連計
画・法令

平成29年度 平成30年度

生涯学習

学習環境の整備と活用

全町民・施設利用者

主な協働・関
連団体

事業目的

内訳（具体的な内容）

委託料

工事請負費

事業の内訳と
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

事業実施スケ
ジュール

施設改修工事

屋上防水等工事議会承認

屋上防水等工事実施設計

事業費計（平成30年度）

工事請負費

委託料

事業費計（平成29年度）

施設改修工事

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

事業費計（平成31年度）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

615 -1 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 係 作成者

社会教育センター施設設備改善整備事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 181,462 87,406 10,000

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

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）
指標名

備考

単位
現状値

（下段：時点）

備考

その他財源の名称

備考

老朽化に対応した維持管理を実施している。

必要箇所は早期修繕に努め、管理運営の充実を図った。

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

　空調機改修工事、防災用斜降式救助袋取替工事、町民
ホール舞台幕取替工事は工期内に完工した。
　１０月の台風により多くの場所で雨漏りが発生したので応
急的に屋上防水工事を行った。
　建築後３０年経過している。安全で、利用しやすい施設と
なるよう長寿命化計画の策定を検討していく。

事務事業評価
指標

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

社会教育センター開設後、未だ改修されてい
ない施設設備のうち経年劣化した施設設備
の機能回復と利便性向上及び省エネルギー
対策を行う。

効率性を重点に必要箇所の維持に努めた。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

平成12年度　図書室・遊戯室増築、屋上防水工事
平成14年度　実習室２増築
平成17年度　ホール舞台機構改修
平成21年度　ｱﾘｰﾅﾄｯﾌﾟﾗｲト改修工事・電話設備改修工事
　　　　　　　　　防犯ｶﾒﾗ改修工事・屋上排水溝等改修工事
平成22年度　郷土資料室照明改修工事
平成25年度　非常用電源装置改修工事他
平成26年度　浄化槽（吸入配管）改修工事
平成27年度　高圧設備改修工事他

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

現在、空調機改修工事を実施している。工事終了は平成30年3月下旬を予
定している。
その他防災用斜降式救助袋取替工事は9月末に終了し、町民ホール舞台
幕取替工事は10月中旬に完了予定である。

施設開館当時から使用している空調機は現在改修工事を行っている。空調
機以外の設備、施設等も不具合が見受けられるため、今後計画的に改修を
行っていく。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

615 -2 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 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 6

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 5

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 6 社会教育ｾﾝﾀｰ管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 27,263 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,653 1,785 1,785

74 74 74

200 200 200

2,768 2,730 2,730

4,279 4,279 4,279

51 51 51

9,025 9,119 9,119

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

９月 ９月 ９月

１１月 １１月 １１月

    　

9,099 9,025 9,119

図書特別整理

実施スケジュール

図書購入契約

図書資料除籍

事業概要

負担金補助及び交付金

平成29年度 平成30年度

役務費 役務費

備品購入費

内訳（具体的な内容）

負担金補助及び交付金

生涯学習

委託料

町民の子どもからお年寄りまで、幅広い年齢層の方に気軽に利用できる図書室を目標に、
図書室資料の整備、運営を進める。また生涯学習社会を迎えた今日、町民が様々な知識
や情報を得ることができるように、社会情勢の変化に留意しながら町民の学習ニーズに対
応できる図書室資料、視聴覚資料等の収集行う。

主な協働・関
連団体

親子読書会・ゆめっ子

平成31年度

生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画

事業目的

学習環境の整備と活用

図書室資料及び視聴覚資料の購入、廃棄、レファレンス、本のリクエスト、資料の電算シス
テム管理等の業務を行う。
平成１９年度より毎年町民の読書活動や資源保護を図るために、一般書及び児童書を無
償で提供している。

主な関連計
画・法令

需用費 需用費 需用費

図書特別整理

図書室整備運営事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

―

―

図書室を充実させることにより、住民生活の利便性の向上を目指す。

全町民・図書室利用者

　

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

備品の購入がなかったため減額した。 　

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

図書資料除籍

内訳（具体的な内容）

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）

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

負担金補助及び交付金

図書購入契約図書購入契約

備品購入費

委託料

事業費計（平成29年度）

使用料及び賃借料使用料及び賃借料

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

図書資料除籍

図書特別整理



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

615 -2 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 係 作成者

図書室整備運営事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 7 7 7

一般財源 9,018 9,112 9,112

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

39,630 40,700 40,800 40,900 41,000 41,100

26年度 43,531 43,804 43,068

161 150 155 160 165 170

26年度 181 119 107

（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） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

事務事業評価
指標

指標名
現状値

（下段：時点）

本のリクエスト件数 件

図書資料貸出数 点

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成28年度は、一般書1,528冊、児童書629冊、雑誌869冊、
視聴覚資料33枚を収集した。平成19年度より本を無償で提
供する事業を始めており、平成28年度は書籍2,125冊、雑誌
854冊を提供し、書籍の再利用とゴミの減量に努めた。ま
た、レファレンス件数は165件、本のリクエストは119件であっ
た。

その他財源の名称

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

備考 備考

特定財源の増
減理由

図書資料複写手数料 図書資料複写手数料

その他財源の名称

図書資料複写手数料

その他財源の名称

単位

9月末までの貸出数は、計24,691点であった。また、資料購入数は一般書
849冊、児童書359冊、雑誌507冊、視聴覚資料4枚である。
前年度と比較し貸出冊数が減少傾向にある。

あまり借りられていない絵本や児童書を、本の紹介コーナーで大きくPRし、
貸出冊数増加に取り組んでいく。
視聴覚資料について、多くの利用者から現況のビデオ資料をDVDにしてほ
しいとの声があった。そのため、開架資料のビデオを随時DVDに買い換え
ていく予定。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

町図書室は、開館から20年を越えて老朽化
が目立ち、利用者も固定化し始めている。図
書貸出冊数も減少傾向にあるため、新しい
利用者の増加と、貸出冊数増加のための対
策が必要である。書架のレイアウトや照明等
の改善、図書館相互の連携及び情報提供を
行いながら、利用者の増加を行う。

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

年間の資料購入数は一般書1,509冊、児童書634冊、雑誌
862冊、視聴覚資料39点である。本のリクエストは計107件で
あり、その内22件を購入、85件を県図書館等からの借受に
より対応。入手不能な資料はなく利用者の期待に応えること
ができたと言える。
　今後は、既存の特設コーナーをより充実させる等、貸出冊
数を増やすための取り組みを行っていく。

貸出冊数は目標値を上回っている。

学習環境の整備・充実に対し、一定程度の成果を挙げてい
る。

費用に対して概ね効果的である。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

615 -3 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 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 6

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 5

予算体系 款 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 3,473 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,154 1,154 1,165

1,154 1,154 1,165

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

通年 通年 通年

随時 随時 随時

1,154 1,154 1,154

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

施設予約システムの利用

施設予約システムからの対
象施設の予約受付

サービス提供契約の締結

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）事業費計（平成29年度）

実施スケジュール 実施スケジュール

事業費計（平成31年度）

消費税率の改正により増額

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）

施設予約システムの整備

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

―

―

社会教育センター及びスポーツ施設の利用予約システム整備を行うことにより、住民生活
の利便性の向上を目指す。

事業目的

役務費

事業概要

平成29年度

平成２２年度に導入した豊山町新施設予約システムにて、インターネットによる社会教育セ
ンター、豊山グランド、新栄・志水テニスコート、伊勢山スポーツ広場の予約受付を行う。 主な関連計

画・法令

生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画

全町民・施設利用者

平成31年度平成30年度

生涯学習

社会教育センター及びスポーツ施設の利用予約システム整備を行うことにより、利用者の
利便性向上と利用拡大を図る。 主な協働・関

連団体

学習環境の整備と活用

内訳（具体的な内容）

役務費役務費

施設予約システムの利用

内訳（具体的な内容）

施設予約システムからの対
象施設の予約受付

施設予約システムの利用

施設予約システムからの対
象施設の予約受付

サービス提供契約の締結 サービス提供契約の締結



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

615 -3 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 係 作成者

施設予約システムの整備

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 1,154 1,154 1,165

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

389 390 390 395 395 400

25年度 576 511 342

（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） Ｂ

■成果

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性

（一次評価）

（二次評価） Ａ

　平成２９年度のインターネット予約の利用件数は、社会教
育センター２１７件、テニスコート５４件、伊勢山スポーツ広場
６０件、豊山グランド１１件の合計３４２件であった。
　社会教育センターの予約件数は、空調機改修工事による
利用制限のため、アリーナを除いて６か月以上インターネッ
ト予約を停止したため、例年に比較すれば減少している。し
かしながら件数からすれば、インターネット予約が可能な期
間は例年並みの利用があったと推測される。
　その他の施設については、伊勢山スポーツ広場の予約件
数が増加している。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度のインターネット予約の利用は、９月までの６ヶ月間で、社会教育セ
ンター177件、テニスコート36件、伊勢山スポーツ広場23件、豊山グランド6
件である。社会教育センターの件数について、空調機改修工事を実施して
いる関係で、インターネットによる予約をアリーナのみに制限している。その
ため、社会教育センターのインターネット利用件数は昨年度より減少してい
る。

現行施設予約システムでは利用者の利便性向上のため、インターネットに
よる予約後、利用当日までの申請により利用を受け付けている。このため、
社会教育センターの施設やテニスコートの利用で、利用予定日近くの日や
当日に予約キャンセルを行う者が現れて、他の利用希望者への妨げが生じ
る恐れがある。今後より注視して、対策を研究する。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

効率性のある申請手続きとなっている。

その他財源の名称

スマートフォンなどモバイルコンピューティン
グの急速な進行により、施設予約システム利
用による予約申込みは、いつでもどこでも気
軽に予約ができるようになっている。

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

その他財源の名称

単位
現状値

（下段：時点）

特定財源の増
減理由

備考

町独自のシステム導入により効果が上がっている。

備考

平成31年度以
降の展望

あいち電子自治体推進協議会施設予約システム利用によっ
て、 平成１８年１０月から豊山グランド、新栄・志水テニス
コートが、平成２０年１０月から社会教育センターのインター
ネットや携帯電話による予約申込みができるようにした。
平成２２年度に町独自の施設予約システムを導入し、平成２
３年４月利用分からのインターネット予約受付を開始した。
社会教育センターやテニスコートの予約など順調に利用件
数が伸びている。

予約申込み件数 件

指標名

インターネット予約を一時期中止したため目標値を下回っ
た。

その他財源の名称

備考

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

事務事業評価
指標



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

615 -4 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 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 6

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 5

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 5 学習等供用施設費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 54,888 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

61 791 791

17,281 61 61

1,691 17,000 17,000

151

19,184 17,852 17,852

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

５月 ５月 ５月

５月、６月 ５月、６月 ５月、６月

９月 ９月 ９月

１２月 １２月 １２月

３月 ３月 ３月

18,752 19,184 17,852

委託料

大きな工事がないため減額。

施設設備修繕 施設設備修繕

指定管理者打合せ会

指定管理年度協定締結

指定管理者打合せ会

指定管理者打合せ会

指定管理者打合せ会 指定管理者打合せ会

指定管理者打合せ会 指定管理者打合せ会

指定管理者打合せ会

指定管理者打合せ会

指定管理者打合せ会

生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画

事業概要

平成29年度 平成30年度

委託料

需用費

内訳（具体的な内容）

役務費

生涯学習

生涯学習の地域拠点施設である学習等供用施設の運営及び施設設備の改善整備を行う
ことにより、施設利用の向上を図る。 主な協働・関

連団体

全町民・施設利用者

事業目的

学習環境の整備と活用

供用施設の運営を指定管理者制度により行う。また、経年劣化した施設設備の更新と利便
性向上のための施設設備の整備を行う。 主な関連計

画・法令

役務費 需用費

事業費計（平成29年度）

平成31年度

備品購入費

実施スケジュール実施スケジュール

役務費

委託料

指定管理者打合せ会

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

学習等供用施設維持管理事業

事業費計（平成31年度）

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

―

―

地域生涯学習施設を充実させることにより、住民生活の利便性の向上を目指す。

指定管理年度協定締結

指定管理者打合せ会

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

下水道工事や備品購入があるため増額。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

指定管理年度協定締結

施設設備修繕

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

工事請負費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

615 -4 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 係 作成者

学習等供用施設維持管理事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 19,184 17,852 17,852

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2,548 2,550 2,550 2,600 2,600 2,650

25年度 2,015 2,000 1,984

1,959 1,960 1,960 1,970 1,970 1,980

25年度 1,774 1,708 1,610

1,190 1,250 1,300 1,340 1,380 1,400

25年度 1,240 1,251 1,300

（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） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

単位
現状値

（下段：時点）

新栄学習等供用施設利用件
数

件

第３期の指定管理者は引き続き公益社団法
人豊山町シルバー人材センターに決定した。
利用件数の増加をめざすとともに運営経費
の削減を図るため、指定管理者制度を継続
する。また、経年劣化に伴う利用の減少を招
かないよう施設設備の適宜更新整備を図
る。

平成31年度以
降の展望

施設の供用開始
　　平成１５年１１月　冨士学習等供用施設
　　平成１６年　４月　東部学習等供用施設
　　平成１７年１１月　新栄学習等供用施設
指定管理者制度導入
　　第１期　平成１９年度～平成２１年度
　　第２期　平成２２年度～平成２６年度
　  第３期　平成２７年度～平成３１年度
平成２７年４月１日利用分より施設使用料有料化を開始。

その他財源の名称

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

備考

特定財源の増
減理由

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

その他財源の名称

東部学習等供用施設利用件
数

件

事務事業評価
指標 冨士学習等供用施設利用件

数
件

指標名

平成２７年度より使用料の有料化を行った。平成２８年度は平成２７年度対
比で約９％利用件数が減少した。要因としては有料化に加え、利用者の高
齢化によるサークル活動やクラブ活動の減退が考えられる。
また、本年６月には、東部供用において、下水道への切替工事を行った。
指定管理者の尽力により光熱水費の削減など効果が表れている。

引き続き、利用者数の増加、利用サービスの向上を図るため、指定管理者
と年４回の指定管理者打合せ会のほか、随時打合せを行う。

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

指定管理者と定期的な協議や調整が必要。

利用件数が前年度より減少している。

指定管理者のもと適正に管理されている。

　３施設合計の利用件数を比較すると、平成２８年度４，９５
９件に対して平成２９年度は４，８９４件と微減であった。
　利用件数の減少を食い止め、利用件数を増加させるよう、
指定管理者と協議を行っていく。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

615 -5 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 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 6

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 5

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 6 社会教育ｾﾝﾀｰ管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 109,301 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

101 97 97

8,442 8,787 8,787

12,049 12,581 12,581

796 796 796

11,904 13,947 13,947

1,065 1,065 1,065

190 53 53

14 14 14

20 20 20

34,581 37,360 37,360

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

毎月 毎月 毎月

随時 随時 随時

随時 随時 随時

38,451 34,581 37,360

利用３ヶ月前から窓口受付開
始

実施スケジュール

保守管理委託契約締結

保守管理実施

事業概要

償還金、利子及び割引料

平成29年度 平成30年度

賃金 賃金

負担金補助及び交付金

内訳（具体的な内容）

事業の内訳と
事業費

使用料及び賃借料

生涯学習

使用料及び賃借料

町民の健康増進、生涯学習・生涯スポーツ活動、そのほか文化振興のための諸活動に供
する為、社教センターを生涯学習拠点施設施設と位置付け、その施設設備整備及び有効
活用の為の維持管理、改善を図る。

主な協働・関
連団体

平成31年度

生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画

事業目的

学習環境の整備と活用

施設の貸館利用野申し込みは、利用日の３ヶ月前から行っている。また、平成２０年１０月
から利用２ヶ月前からインターネットによる予約も始まり事業所の利用も増えてきている。ま
た、施設(公民館・体育館・図書室・郷土資料室）については維持管理を適切に行い、利用
者の利便性を高めるための整備を行う。

主な関連計
画・法令

共済費 共済費 共済費

社会教育センター管理一般事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

―

―

生涯学習関連施設の整備と有効活用

全町民・施設利用者

利用２ヶ月前からインターネッ
ト予約受付開始

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

需用費の減額を見込んだため減額。 委託料の増額を見込んだため増額。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

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）

賃金

使用料及び賃借料

備品購入費

負担金補助及び交付金

償還金、利子及び割引料

備品購入費備品購入費

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール

償還金、利子及び割引料

利用３ヶ月前から窓口受付開
始

利用２ヶ月前からインターネッ
ト予約受付開始

利用２ヶ月前からインターネッ
ト予約受付開始

内訳（具体的な内容）

保守管理実施保守管理実施

利用３ヶ月前から窓口受付開
始

役務費

委託料

保守管理委託契約締結保守管理委託契約締結

負担金補助及び交付金

事業費計（平成29年度）

需用費

役務費

委託料

需用費

役務費

委託料

需用費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

615 -5 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 係 作成者

社会教育センター管理一般事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 4,104 4,710 4,710

一般財源 30,477 32,650 32,650

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

4,521 4,600 4,650 4,700 4,750 4,800

25年度 4,676 4,818 4,646

（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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

指標名

生涯学習拠点施設として十分な成果を上げている。

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

　空調機改修工事に伴ってホールや研修室など長期間に
渡って利用を停止したため利用件数が平成２８年度に比較
して減少した。
　消費税率改正に合わせ、使用料の改正を検討していく。

利用者が安全かつ快適に施設を利用できるように、アリーナのフローリング
修繕、実習室１陶芸窯修繕、料理教室のガスコンロ修繕等を行った。

センター内の修繕箇所が増えている。建物や設備機器の点検を行い、計画
的に修繕や設備の更新を実施していく。

空調工事のためほとんどの部屋を一部利用停止しながらも多くの利用件数を記録した。

社教センター利用件数 件

事業実施上の問題点と対応策

事務事業評価
指標

単位
現状値

（下段：時点）

特定財源の増
減理由

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

その他財源の名称

備考

施設の維持維持管理に努め、効率的な施設運営を継続する。

社会教育センター使用料

その他財源の名称

平成31年度以
降の展望

平成22年度　館内全面禁煙化実施
平成23年度  玄関アプローチ床タイル補修
平成24年度　実習室空調機器設置工事
　　　　　　　　　屋根笠木修繕
                  　社会教育センターの設置及び管理に関する
　　　　　　　　　条例等の一部改正について議会可決
平成25年度　12月28日、1月4日を開館日に規則改正
　　　　　　　　　（平成26年度から）
平成26年度　4月1日利用分から使用料改定

センターの設備機器が、３０年近く経過して
するため、設備機器改善を行う。生涯学習活
動の拠点施設としての機能を維持するため
の整備を行うとともに、スポーツや文化愛好
者の育成及び町内事業所への周知活動な
どを行い、利用増を図る。

社会教育センター改修工事により利用休止
する部屋があるため、その他の財源を減額。

これまでの主な成果

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

備考 備考

社会教育センター使用料他 社会教育センター使用料

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

615 -6 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 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 6

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 5

予算体系 款 10 教育費 項 7 保健体育費 目 2 体育施設費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 15,487 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

24 30 30

2,879 2,387 2,387

29 29 29

2,521 2,556 2,556

10 10 10

5,463 5,012 5,012

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

随時 随時 随時

5,785 5,463 5,012

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

年間委託業務は定期的に実
施

報償費 報償費

各委託契約締結各委託契約締結

役務費

利用月の前月第１水曜日か
ら窓口受付開始

償還金、利子及び割引料

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）

必要な修繕料が減少する見込みのため減
額。

実施スケジュール

年間委託業務は定期的に実
施

前年度実施計画の事業費前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

委託料

実施スケジュール

需用費

役務費

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

―

―

スポーツ施設を充実させることにより、住民生活の利便性の向上を目指す。

豊山グランド維持管理事業

学習環境の整備と活用

事業費計（平成31年度）

各委託契約締結

需用費

内訳（具体的な内容）

報償費

平成30年度

利用月の前月第１水曜日か
ら窓口受付開始

光熱水費及び修繕料が減少する見込みのた
め減額。

主な関連計
画・法令

生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画

事業目的

全町民・施設利用者

事業概要

豊山グランドの利用は町内在住・在勤者１０人以上で構成の団体による事前登録制で、１
単位２時間の利用となっている。申込みは、利用月の前月第１水曜日から受付を行う。ま
た、平成３年度に開設以来、経年劣化した施設設備の更新と利便性向上のための整備を
行う。

生涯学習

役務費

野球・ソフト・サッカーを始め野外スポーツ活動の拠点施設である豊山グランドの施設設備
の改善整備をを行うことにより、施設利用の向上を図る。 主な協働・関

連団体

平成29年度

需用費

平成31年度

委託料委託料

事業費計（平成30年度）事業費計（平成29年度）

償還金、利子及び割引料 償還金、利子及び割引料

年間委託業務は定期的に実
施

前年度実施計画の事業費

利用月の前月第１水曜日か
ら窓口受付開始



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

615 -6 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 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）

豊山グランド維持管理事業

■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 516 516 516

一般財源 4,947 4,496 4,496

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

662 660 670 680 690 700

25年度 667 710 596

219 200 200 200 200 200

25年度 196 212 226

（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） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

グランド利用者の安全性と快適性を確保するため、ソフト面審判室空調機
の修繕等を行っている。

防球ネット等の大規模改修は終了したが、それ以外のところで建設後２５年
程経過し、経年劣化等により修繕が必要と思われるところが見受けられる。
体育協会に加盟し常時使用している団体に施設整備不具合等の情報提供
をお願いし、必要があれが修繕を行う。

進行管理

単位

豊山グランド夜間利用件数

事務事業評価
指標

特定財源の増
減理由

屋外スポーツ施設の拠点として十分な成果を上げている。

その他財源の名称

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

施設の維持に努め、効率的な施設運営を維持する。

夜間利用件数は目標値を上回っている。
　グランド利用者の安全性と快適性を確保するため、ソフト
面審判室空調機の新しい空調機への取替修繕を行った。ま
た、社会教育センターで利用していた空調機を野球面審判
室及びグランド会議室へ移設設置した。
　使用料の改正を検討していく。

グランド使用料

その他財源の名称

グランド使用料

備考

豊山グランド昼間利用件数

目標値（上段：目標値、下段：実績値）現状値
（下段：時点）

備考

グランド使用料

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

グランドの改修工事により、機能回復と利便
性向上及びナイター照明設備の省エネル
ギー化が進んでいる。

平成31年度以
降の展望

施設の整備
　平成23年度　ポータブルアンプ１台の更新
  平成24年度  豊山町スポーツ施設設置及び管理に関する
　　　　　　　　　　条例改正（平成２６年４月利用分から）
　平成25年度  グランド改修工事に関する実施設計委託
  平成26年度　グランド使用料改定
　　　　　　　　　 グランド改修（防球ネット）改修工事

備考

指標名

件

件



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

615 -7 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 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 6

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 5

予算体系 款 10 教育費 項 7 保健体育費 目 2 体育施設費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 106,111 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

45 42 42

委託料 20,837 委託料 23,394 委託料 23,394

162 17,500 10,000

10,047 648

31,091 41,584 33,436

時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

５・６月 ５・６月 ５・６月

６月 ６月 ６月

７月～９月 ７月～９月 ７月～９月

１０月～３月 １０月～３月 １０月～３月

5・6・8・10・3月 5・6・8・10・3月 5・6・8・10・3月

24,510 31,091 41,584

工事請負費

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

指定管理年度協定締結

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

工事施工

プール開設準備状況現地確
認

使用料及び賃借料

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

備品購入費

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

２８年度実施した工事費と２９年度実施した
工事費との差額を増額。

本年度実施予定の工事費と３１年度予定す
る工事費との差額を減額。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

前年度実施した工事費と本年度予定する工
事費との差額を増額。

豊山スカイプール維持管理事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

―

―

スポーツ施設を充実させることにより、住民生活の利便性の向上を目指す。

プール開場

全町民・施設利用者

指定管理者打合せ会

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

役務費

事業目的

学習環境の整備と活用

スカイプールの運営を指定管理者制度により行う。また、平成３年度開設以来、経年劣化し
た施設設備の更新と利便性向上のための整備を順次実施し、開設期間中のトラブルが生
じないようにする。

主な関連計
画・法令

役務費 役務費

生涯学習

水泳や水遊びによる健康と体力づくり、また、親子ふれあいの場としてスカイプールの運営
及び施設設備の改善整備を行うことにより、施設利用の向上を図る。 主な協働・関

連団体

平成31年度

生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画

事業概要

平成29年度 平成30年度
内訳（具体的な内容）

改修工事設計及び工事

指定管理年度協定締結

プール開設準備状況現地確
認

プール開場

改修工事設計及び工事

指定管理者打合せ会

プール開場

工事施工

実施スケジュール

工事請負費 工事請負費

プール開設準備状況現地確
認

指定管理年度協定締結

工事施工

改修工事設計及び工事

指定管理者打合せ会



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

615 -7 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 係 作成者

豊山スカイプール維持管理事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 31,091 41,584 33,436

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

45,063 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

25年度 46,847 47,896 49,771

（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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

多くの利用者があり、成果が上がっている。

施設の維持に努め、効率的な施設運営を維持する。

開場前の本年５月、６月にスカイプール全室の空調機改修工事及び男女更
衣室の床シート張替工事を行った。また、平成30年3月末までには正面エン
トランスのシャッター改修工事を行う予定である。

ここ数年多くの利用者数を記録している。他方建設後２０年以上経過し、施
設設備の経年劣化が見受けられる。開場期間中に不具合が発生しないよう
に、指定管理者と緊密な連絡調整を行っていく。

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

　指定管理者の尽力により、目標値を大きく上回る利用者数
を記録することができた。
　３月までに管理棟全室の空調機工事とエントランスの
シャッター改修工事が完工した。
　平成３０年度は管理棟の屋上防水を予定している。今後は
プール槽など屋外の改修計画を策定していく。

利用件数は目標値を大きく上回っている。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

特定財源の増
減理由

利用者の増加と運営経費の削減を図るた
め、引き続き指定管理者制度を導入する。ま
た、経年劣化に伴う利用者の減少を招かな
いよう適宜施設設備の更新を図る。

単位
現状値

（下段：時点）

平成31年度以
降の展望

平成15・16年度　入場券券売機更新
平成19年度　ウォータースライダー改修
平成22年度　ろ過装置・ロックスライダーポンフ改修
平成23年度　スライダー及び施設鉄部塗装改修
平成24年度　ガラス飛散防止フィルム貼
平成25年度　ウォータースライダーポンプ等改修工事
平成26年度　ガス給湯器交換工事、放送機器取替工事
指定管理者制度導入　第3期　平成27年度～平成31年度

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

備考

事務事業評価
指標

スカイプール年間利用者数 人



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

615 -8 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 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 6

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 5

予算体系 款 10 教育費 項 7 保健体育費 目 2 体育施設費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 30,575 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

112 176 176

814 614 614

2 2 1

1,970 1,859 1,862

6,992 6,992 6,992

2 1,391 2

2

9,892 11,036 9,647

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

７月・１０月・１
月・４月

５月・６月 ５月・６月

毎月
７月・１０月・１

月・４月
７月・１０月・１

月・４月

毎月 毎月 毎月

毎月 毎月

10,612 9,892 11,036

各施設清掃・樹木管理

賃貸借契約による賃貸料支
払い

志水ふれあい広場、伊勢山
スポーツ広場屋外便所管理

償還金、利子及び割引料

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

志水ふれあいひろばトイレ修
繕

清掃・樹木管理等委託契約
締結

清掃・樹木管理等委託契約
締結

役務費

委託料

使用料及び賃借料

役務費

事業費計（平成29年度）

委託料委託料

償還金、利子及び割引料

工事請負費

使用料及び賃借料

全町民・施設利用者

志水ふれあい広場、伊勢山
スポーツ広場屋外便所管理

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

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）

需用費

工事を行わなかったため減額となった。 　

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

清掃・樹木管理等委託契約
締結

スポーツ施設維持管理事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

―

―

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

生涯学習関連施設の整備と有効活用

事業目的

学習環境の整備と活用

テニスコート及びスポーツ広場は、２時間を１単位としての利用となっている。利用申し込み
は、利用月の前月第１水曜日から利用当日まで受付を行い、テニスコートについては平成
１８年１０月からあいち共同利用型施設予約システムによるインターネット予約も行ってい
る。また、施設の維持管理については、町民に利便性を高めるための改善を行う。

主な関連計
画・法令

報償費 報償費

生涯学習

役務費

スポーツに親しみ、健康で活力ある町民生活の実現町民の健康増進及びスポーツ振興の
ために、設置された屋外生涯スポーツ施設の適切な維持管理及び利用貸し出しを行い、ス
ポーツ施設を良好な状態に保ち、スポーツ活動の場を維持し管理運営を行う。

主な協働・関
連団体

実施スケジュール

平成31年度

生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画

事業概要

平成29年度 平成30年度

需用費 需用費

報償費

使用料及び賃借料

内訳（具体的な内容）

施設維持管理のために必要
な修繕

賃貸借契約による賃貸料支
払い

志水ふれあい広場、伊勢山
スポーツ広場屋外便所管理

各施設清掃・樹木管理 各施設清掃・樹木管理

賃貸借契約による賃貸料支
払い

償還金、利子及び割引料



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

615 -8 Ｂ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 係 作成者

スポーツ施設維持管理事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 126 114 114

一般財源 9,766 10,922 9,533

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

587 350 350 350 350 350

平成26年度 698 471 445 　

422 420 440 460 480 500

平成26年度 383 418 460

（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

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

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

両施設目標値に達している。

テニスコート使用料 テニスコート使用料

その他財源の名称 その他財源の名称

各施設にゴミをポイ捨てされることがあるため、毎月２回は巡回しゴミ拾いを
実施している。また、修繕が必要な箇所も確認し、適宜修繕を行っていく。

これまでの主な成果

志水ふれあい広場及び青山ゲートボール場
を除きすべて借地であるため、所有者の了
解が得られなければ大規模改修ができない
ことや、土地返還要請があった場合の代替
策を考慮する必要がある。

各施設の利用件数を昨年度と比較すると、スポーツ広場は
増加したものの、テニスコートは大減少した。また、全ての施
設で特に大きなトラブル等はなかった。
今後も昨年度に引き続き月２回施設巡回し、いたずらによる
器物破損の確認、ゴミ拾いを行い適切な管理運営を行って
いく。

特定財源の増
減理由

施設の維持管理に努め、効率的な施設運営を維持するこ
と。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

備考

テニスコート使用料

平成１７年度　志水ふれあい広場用地取得
平成１８年度　青山ゲートボール場新設工事
平成２０～２３年度　豊山中学校照明設備水銀ランプ取替え工事
平成２０年度　志水ふれあい広場及び志水テニスコート下水取付工事
平成２２年度　新栄テニスコート整備工事
平成２３年度　東部ゲートボール場日除け等改修工事
平成２６年度　豊山中学校グランドナイター照明施設使用料、町内中学校及び
小学校の体育館照明施設使用料の改定、新栄テニスコート撤去工事
平成２７年度　志水ふれあい広場土壌改良工事
平成２８年度　志水テニスコート整備工事

各スポーツ施設の拠点として十分な成果を得ている。

伊勢山スポーツ広場と志水ふれあい広場のネット修繕を行い、遅滞なく完
了した。

備考備考

その他財源の名称

指標名 単位
現状値

（下段：時点）

スポーツ広場利用件数 件

テニスコート利用件数 件

事務事業評価
指標

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

621 -1 B 継続

担当 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 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 1

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 2 青少年教育費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 150 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

50 50 50

50 50 50

時期（月） 時期（月） 時期（月）

６月 ６月 ６月

１１月 １１月 １１月

１月 １月 １月

50 50 50

事業費計(平成29年度) 事業費計(平成30年度) 事業費計(平成31年度)

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

-

乳幼児をもつ保護者を対象にした講座を定期的に開催し、家庭教育の充実を図る。 主な協働・関
連団体

家庭教育

事業目的

家庭の教育力向上の支援

・乳幼児学級(年3回)
　保健センターと連携して、「ちびっこ広場」の中で育児やしつけ、家庭教育のたいせつさを
学ぶ講座を乳児から未就園児までを対象に年３回開催する。

主な関連計
画・法令

報償費 報償費 報償費

乳幼児・子どもを持つ保護者等

平成29年度 平成30年度

乳幼児学級事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

事業概要

学校と家庭、地域の一層の連携のもとで教育の充実をはかり、豊かな心を持ち、いきいき
と生きる力に満ちた人を育むまちを目指す。

-

平成31年度

豊山町生涯学習基本構想・基本計画

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

実施スケジュール 実施スケジュール

乳幼児学級乳幼児学級

乳幼児学級

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

乳幼児学級

乳幼児学級

乳幼児学級

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

内訳（具体的な内容）

乳幼児学級乳幼児学級

乳幼児学級



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

621 -1 B 継続

担当 教育委員会 事務局 生涯学習 係 作成者

乳幼児学級事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 50

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

153 85 90 95 100 100

27年度 153 112 65

（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） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

昨年と同様、保健センターと連携することで効率性は高かっ
た

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

住民の方に広く知っていただく必要がある乳幼児学級は、例年通り保健センター主催の「ちびっこひろ
ば」とコラボレーションし、０歳児から就園前までの乳幼児を
持つ保護者を対象にしている。参加者は前期29人、後期36
人で、合計65人にとどまった。若い母親たちに家庭教育の
重要性、乳幼児との触れあい方について伝えることを目的
にしているが、参加者の増加をすべく、広報活動に力を入
れる必要がある。

乳幼児学級は保健センターのちびっこ広場と共催で行っている。１回講座
を行い、１３組２９名の参加があった。

対象年齢が広いため、２、３歳程度の子どもが騒ぐことが多くなった。落ち
着いた環境で講師の話を聞いてもらえるよう工夫が必要である。

第1回公演は昨年と変わらないが、後期で伸び悩んだ

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

人

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

平成31年度
以降の展望

本町で３１年にわたり続けてきた乳幼児学級は、家庭教育
の大切さの理解啓発に貢献してきた。また、２７年度より保
健センター事業ので０歳から１歳までを対象とした「赤ちゃん
広場」事業から０歳から未就園児までを対象とした「ちびっこ
広場」事業へ連携先を変更したことで対象がより幅広くな
り、多くの方へ家庭教育の大切さを伝える事ができるように
なった。

事務事業評
価指標

乳幼児学級の参加者

子育てに係わる少しでも多くの町民に「乳幼
児学級」「ふれあい事業」などの地道な事業
を続けながら、家庭教育の重要性を訴え続
けていく。

進行管理
平成28年度ま
での主な取組
と成果

特定財源の
増減理由

備考 備考 備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

621 -2 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 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 1

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 2 青少年教育費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,295 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

250 250 250

515 515 515

765 765 765

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月 5月

6月 6月 6月

9月 9月 9月

通年 通年 通年

765 765 765

事業費計(平成31年度)

子ども体験講座

家族ふれあいコンサート（年4
回）

家庭教育

事業費計(平成29年度) 事業費計(平成30年度)

子ども体験講座

実施スケジュール

家庭の教育力向上の支援

・子ども体験講座(年2回)
　自然体験を中心に日常生活では体験できない事業を家族単位で募集し、講座を開設す
る。
・家族芸術劇場（年1回）
　子ども向けの一流の劇団を招聘し、家族でふれあう機会を設ける。
・家族ふれあいコンサート（年4回）
　家族で一緒に楽しめる音楽会を保健センターと連携して実施する。

主な関連計
画・法令

報償費 報償費 報償費

事業概要

家族ふれあい事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

事業目的

学校と家庭、地域の一層の連携のもとで教育の充実をはかり、豊かな心を持ち、いきいき
と生きる力に満ちた人を育むまちを目指す。

-

-

「家族のふれあい」をテーマにした事業を行ない、家庭教育の充実を図る。

平成29年度 平成30年度 平成31年度

豊山町生涯学習基本構想・
基本計画

あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金

主な協働・関
連団体

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 前年度実施計画の事業費

委託料

子ども体験講座

委託料 委託料

実施スケジュール

家族ふれあいコンサート（年4
回）

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

子ども体験講座

家族芸術劇場

子ども体験講座

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

内訳（具体的な内容）

家族芸術劇場家族芸術劇場

子ども体験講座

家族ふれあいコンサート（年4
回）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

621 -2 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 係 作成者

家族ふれあい事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 1 補助率 100% 1 補助率 100% 1 補助率 100%

起債 充当率 充当率 充当率

その他 12 12 12

一般財源 752 752 752

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 2 2 2 2 2

27年度 2 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） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

自然探検隊が今年度よりなくなったため、それにかわる講座として、親子工
作教室と、親子料理教室を企画している。

今年度は自然とふれあう事業がなくなってしまった。また、講座によって人
数の集まり具合が違うので、需要を見極めて開催していくことが必要であ
る。

住民への周知方法に力を入れていく必要がある。

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

目的を達成するための企画を考え直す必要がある。

父親参加型子ども体験講座として、親子工作教室と親子料
理教室を開催したが、父親の参加はなかった。日程や内容
等を再度検討し、父親と子どもがふれあう機会を提供できる
ような工夫が求められる。また、家族芸術劇場は、２回公演
の入場者数が延８１人と前年度を大きく下回った。家族ふれ
あいコンサート（３回分）は延６３組１３０人が参加して昨年
度より減少したが、順調な成果を収めた。共働き家庭の増
加で、子どもと親の関わる時間が少なくなっている。家庭教
育の重要性を考えればこれで十分とはいえないので、今後
も日程を考慮しながら多くの人に行事を知っていただき、子
どもと親とのふれあいの場や近所などのコミュニティを構築
する役割として推進していく必要がある。

どの企画においても参加者が減少しているので、改善が必
要である。

単位

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

父親参加型ふれあい事業の
創出

指標名

事業

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）現状値
（下段：時点）

平成31年度
以降の展望

家族で一緒にふれあい事業に参加しようと
いう意識がより醸成されている。

事務事業評
価指標

平成28年度ま
での主な取組
と成果

子ども体験活動を始め、各種事業が日常とは異なった形の
家族のふれあいを提供する機会として定着している。

進行管理

特定財源の
増減理由

備考

受講料 受講料 受講料

備考 備考

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

621 -3 B 新規

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 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 1

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 2 青少年教育費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

６月・９月 ６月・９月 ６月・９月

通年 通年 通年

0 0 0

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

事業目的

・社会教育施設、福祉施設、学習等供用施設などで活動しているサークル・団体の調査
・活動内容、場所、時間、連絡先等の把握
・子育て支援情報の提供

主な関連計
画・法令

事業概要

家庭の教育力向上の支援

家庭教育

教育委員会のほか、福祉課や保健センターなど行政が掌握するものや、町内で自主的に
活動する子育て支援サークル、団体等を調査し、情報の収集・提供に努め、官民を超えて
連携を深めることにより、子育て支援に寄与する。

主な協働・関
連団体

子育て支援サークル・団体

子育てサークルに関する情報収集と提供事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

　学校と家庭、地域の一層の連携のもとで教育の充実をはかり、豊かな心を持ち、いきい
きと生きる力に満ちた人を育むまちを目指す。

-

-

内訳（具体的な内容）

サークル募集記事掲載

平成29年度 平成30年度 平成31年度

豊山町生涯学習基本構想・基本計画

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

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

サークル募集記事掲載

調査、情報収集・情報提供

事業費計(平成29年度)

サークル募集記事掲載

前年度実施計画の事業費

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

調査、情報収集・情報提供調査、情報収集・情報提供

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

621 -3 B 新規

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 係 作成者

子育てサークルに関する情報収集と提供事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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

■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 1 1

27年度 0 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） C

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） C

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） C

子育てサークルのボランティ
ア登録

団体

現状値
（下段：時点）

その他財源の名称

実施手法の見直し等の改善が必要である。

計画通り推移していない

事業目的に照らして成果が上がっていない。

進行管理
平成28年度ま
での主な取組
と成果

平成31年度
以降の展望

子育てに対しての不安や悩みを抱える親を支援するため、
家庭教育講演会や家庭教育相談を行ってきた。また、子育
てサークルの調査を行っている。

町内で自主的に活動する子育て支援サーク
ル、団体等を調査し、情報の収集・提供に努
め、官民を超えて連携を深めることにより、
子育て支援をサポートする。

サークル・団体を募集するため生涯学習情報誌「生きがい
タウン」に６月と９月の２回の募集記事を掲載した。現在５
サークルの登録があるが子育てを主体にしたサークルの登
録はない。しかし、社会教育施設、福祉施設、学習等供用
施設などでは多くのサークル・団体が活動しているので、引
き続き募集する必要がある。方法としては、広報「とよやま」
や町ホームページを活用し募集するほか、他部局や施設関
係者からの口コミ情報等にも範囲を広げるなど情報収集に
努めるものである。

社会教育施設、学習等供用施設などで活動しているサークル・団体の募集
を行なったが、登録の実績はない。

いまだに登録を希望する団体・サークルはないが、引き続き、施設や関係
者からの口コミ情報を得るなど情報収集に努める。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
単位

その他財源の名称

これまでの主な成果

特定財源の
増減理由

事業実施上の問題点と対応策

事務事業評
価指標

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

備考 備考 備考

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

622 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 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 2

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 2 青少年教育費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 240 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

80 80 80

80 80 80

時期（月） 時期（月） 時期（月）

7月 7月 7月

8月 8月 8月

12月 12月 12月

2月 2月 2月

毎月 毎月 毎月

80 80 80
前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

学校と家庭、地域の一層の連携のもとで教育の充実をはかり、豊かな心を持ち、いきいき
と生きる力に満ちた人を育むまちを目指す。

実施スケジュール

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

家庭教育講演会、家庭教育相談事業

家庭教育

ＰＴＡ、保育園母の会、

子ども会、スポーツ少年団

地域の教育力向上の支援

・家庭教育講演会（年1回）
　ＰＴＡ、青少年健全育成・家庭教育推進関係者（一般参加）を対象に、家庭教育の実践面
に関するテーマによる講演・研修会を開催する。
・子育てネットワーカー
　町民によるボランティアである子育てネットワーカーと協力して家庭教育の推進を図る。
・家庭教育相談（月１回開催）
　相談の機会を増やすため、平成27年度より子育てネットワーカーにより毎月開催する。

主な関連計
画・法令

報償費

平成29年度 平成30年度

事業目的

子どもと子育て中の親、指導者

地域の家庭教育関係機関と連携しながら、各種事業を行い、家庭教育に対する関心と意
識を高める。 主な協働・関

連団体

家庭教育講演会講師依頼

社会教育審議会（家庭教育
部会）

家庭教育講演会講師依頼

家庭教育相談

実施スケジュール

前年度実施計画の事業費

社会教育審議会（家庭教育
部会）

子育てネットワーカーふれあ
い事業事業実施スケ

ジュール

子育てネットワーカーふれあ
い事業

家族教育講演会（ワーク
ショップ）

実施スケジュール

平成31年度

事業概要

報償費 報償費

豊山町生涯学習基本構想・基本計画

内訳（具体的な内容）

家庭教育相談

子育てネットワーカーふれあ
い事業

家族教育講演会（ワーク
ショップ）

家庭教育相談

事業費計(平成30年度)

家庭教育講演会講師依頼

事業費計(平成29年度) 事業費計(平成31年度)

事業の内訳と
事業費

社会教育審議会（家庭教育
部会）

家族教育講演会（ワーク
ショップ）

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

622 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

家庭教育講演会、家庭教育相談事業

■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 80 80 80

■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 2

27年度 1 1 1

12 12 12 12 12 12

27年度 12 12 12

（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） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ 家庭教育相談は周りへの周知等から見直す必要がある

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

計画通りに推移している

家庭教育相談は年１２回行ったが、相談希望者はゼロだっ
た。相談の時間帯や申し込み方法など改善する必要があ
る。特に、周りに知られたくないようなデリケートな問題を抱
えた場合は公の場で相談できないケースも考えられる。住
民が気軽に相談できるように会場等を考える必要がある。
また、家庭教育講演会は株式会社東海図書館サービス代
表取締役の山村眞午様による「読書でふくらむ子どもの夢」
の講演を実施した。小学校のＰＴＡの方々や学校関係者合
わせて５１名の参加があった。参加者の反応もよく、好評で
あった。

家庭教育相談は相談者ゼロのため、成果を判断できない
利用しやすい環境等を考える必要がある

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

備考備考

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

家庭教育講演会は平成３０年１月２２日（月）に開催することが決まった。ま
た、毎月１回家庭教育相談を開催している。

今年度の家庭教育相談の相談者が０名である。子育てに関して悩みが無
いということは考えにくいので、広報不足の可能性が高い。これまで町広報
で広報を行ってきたが、何か別の手段も用いる必要があると思われる。

備考

回

平成28年度ま
での主な取組
と成果

平成31年度
以降の展望

生涯学習基本構想・基本計画を踏まえながら、これまで家
庭教育推進協議会を中心に事業を推進してきた。最近は、
子どもをめぐる犯罪（子どもによる重大事件や、子どもに対
する暴力など）などが激増し、従来のような啓発中心の家庭
教育推進事業では現実に対応しきれない部分が目立つよう
になった。そのため、青少年教育の視点も取り入れ、地域で
の家庭教育と一体化した施策とするため、社会教育審議会
（青少年・家庭教育部会）による施策管理のもとに、実効性
の高い事業化を目指してきた。

家庭教育の重要性を考慮して、子育てに関
係する他部局や民間団体等と連携を深め、
実践型の事業を積極的に進める。

指標名

事務事業評
価指標

家庭教育相談の開催

回家庭教育講演会の開催

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

その他財源の名称

単位
現状値

（下段：時点）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

622 --2 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 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 2

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 2 青少年教育費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 554 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

225 151 151

9 9 9

234 160 160

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

5月 5月 5月

5月～3月 5月～3月 5月～3月

160 234 160
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 前年度実施計画の事業費

ふれあいひろばに銭太鼓クラブが新たに加
わるため、機材購入に要する額を増額した

前年度銭太鼓の購入に要した額を減額し
た。

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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

第２、４土曜日を基本に開催

ふれあいひろば開設ふれあいひろば開設

第２、４土曜日を基本に開催

ふれあいひろば参加者募集

第２、４土曜日を基本に開催

ふれあいひろば開設

ふれあいひろば参加者募集 ふれあいひろば参加者募集

平成29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） 内訳（具体的な内容）

役務費

需用費 需用費 需用費

役務費 役務費

事業概要 主な関連計
画・法令

子どもたちと保護者や家族、地域の大人が参加できる多世代型事業。ボランティアによる
指導のもと、14種目の各種文化・スポーツ教室を提供している「ふれあいひろば」を実施す
る。なお、平成28年度から土曜日の教育支援体制等構築事業(放課後子ども教室推進事
業費補助金)の補助事業とするため、各クラブの開設日数を年間10日程度に増やす。

豊山町生涯学習基本構想・基本計画

事業目的 主な協働・関
連団体

家庭教育

地域の教育力向上の支援

放課後子ども教室推進事業費補助金

青少年の健全育成のために、学校などと連携して青少年の居場所を作るとともに、世代を
超えた人と人との交流の発生をうながす。

文化協会、体育協会

子ども、地域の大人

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

ふれあいひろば事業

まちづくり重
点目標

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

学校と家庭、地域の一層の連携のもとで教育の充実をはかり、豊かな心を持ち、いきいきと
生きる力に満ちた人を育むまちを目指す。

-

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

622 --2 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

ふれあいひろば事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 77 補助率 1/3 53 補助率 1/3 53 補助率 1/3

県費 77 補助率 1/3 53 補助率 1/3 53 補助率 1/3

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 80 54 54

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

16 16 18 18 19 20

27年度 16 18 22

（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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ 概ね効果的であるが、まだ一部改善の余地がある。

事業実施上の問題点と対応策

ふれあいひろばの参加者は、全体で286人（小学生231人、中学生3人、幼
児・大人52人）であり、小学生の参加率は22.10％（全生徒1,045人）である。

この事業は、地域ボランティアの協力のもとに成り立っている。現在17クラブ
で実施しているが、クラブ指導者の高齢化等が懸念されているため、新たな
指導者の発掘・育成が課題となっている。

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

２９年度末のふれあいひろばの参加者は、全体で２８９人
（小学生233人、中学生4人、幼児・大人52人）であり、小学生
の参加率は22.2％（全生徒1,045人）であった。地域ボラン
ティアの多くの協力のもと、順調に実施できている。また今
年度は新たにクラブが1個追加され、クラブの充実化を行っ
た。今後も新たなメニューを増やすためにも指導者を発掘・
育成する必要がある。

参加率は昨年度より増加し、目標を達成した。

土曜日の子どもの体験学習事業として成果をあげた。

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）

ふれあいひろばの参加率
（小学生）

％

特定財源の増
減理由

新クラブの器材購入費が補助対象となるた
め増額した。

補助対象であった機材購入が終了したため
減額した。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

文化協会や体育協会などの地域の方々がボランティアで指
導しており、これらの事業の実践により、地域参加型の「子
どもの居場所づくり」等の施策が一定程度確立してきてい
る。

放課後子ども教室とともに推進し、子どもた
ちの安全で健やかな居場所づくりをさらに充
実していく。

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

622 -3 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 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 2

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 2 青少年教育費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 10,038 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

357 357 357

2,803 2,803 2,803

18 18 18

85 85 85

83 83 83

3,346 3,346 3,346

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

5月 5月 5月

3月 3月 3月

3,358 3,346 3,346

次年度分参加者募集

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度より開設日数が1日減ったため指導
員の賃金と共済費を減額した。

平成30年度 平成31年度

事業費計(平成31年度)

報償費

需用費

役務費

事業費計(平成30年度)

主な協働・関
連団体

家庭教育

地域の教育力向上の支援

小学生（1年～3年）

放課後子ども教室推進事業費補助金

放課後子ども教室事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

事業目的

学校と家庭、地域の一層の連携のもとで教育の充実をはかり、豊かな心を持ち、いきいき
と生きる力に満ちた人を育むまちを目指す。

-

-

文部科学省の放課後子どもプラン推進事業の一環として、放課後の子どもたちの居場所
づくりを行い、青少年健全育成に資する。

文部科学省「放課後子どもプ
ラン推進事業」

共済費 共済費 共済費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）
平成29年度

＊ただし、夏休み、冬休み、
春休みは休校

通年開校

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業概要
放課後子ども教室を、平成２１年度から豊山小学校の１年から３年生を対象に実施してい
る。役場にコーディネーター１名を配置し、現場の指導員と調整を行い、運営委員会で実
施後も子ども教室の検証及び評価も行っている。

主な関連計
画・法令

事業費計(平成29年度)

報償費

需用費

実施スケジュール 実施スケジュール
参加者募集（１年）
教室開校（2,3年）

参加者募集（１年）
教室開校（2,3年）

賃金 賃金

役務費役務費

需用費

報償費

実施スケジュール
参加者募集（１年）
教室開校（2,3年）

教室開校（1年）

通年開校

＊ただし、夏休み、冬休み、
春休みは休校

次年度分参加者募集

＊ただし、夏休み、冬休み、
春休みは休校

次年度分参加者募集

賃金

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

教室開校（1年）教室開校（1年）

通年開校



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

622 -3 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 係 作成者

放課後子ども教室事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 391 補助率 1/3 373 補助率 1/3 373 補助率 1/3

県費 391 補助率 1/3 373 補助率 1/3 373 補助率 1/3

起債 充当率 充当率 充当率

その他 37 37 37

一般財源 2,527 2,563 2,563

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

29 28 28 28 28 28

27年度 29 24 29

（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） A

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） B

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

その他財源の名称

対象児童数に対する参加率

その他財源の名称

％

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

他の学区への拡大、学童保育との連携を含めて検討する
必要があるが、概ね効果的である。

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

目標を達成した。
２９年度参加者数は５７人で、対象児童数（１年生から３年
生合わせて１９５人）に占める割合は２９．２％であり、目標
を達成した。事業は９年目を向かえ、大きな事故もなく通年
を通して、コーディネーターの指導のもと順調に事業を行っ
ている。現在は、豊山小学校１校で試行しているが、国庫補
助の動向等を考慮しながら、事業の効果と必要性、他校で
の実施の可否等につき検討する必要がある。

子どもの居場所づくりという目的に対して効果はあがってい
る。

放課後児童クラブとあわせて「子どもの居場
所作り」の両輪として、保護者等の意見を尊
重しながら方向性を運営委員会に諮ってい
く。

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）

平成31年度
以降の展望

進行管理
平成28年度ま
での主な取組
と成果

平成２１年度から豊山小学校の１年から３年生を対象に週２
回開設している。初年度の登録人数は２５人、２６年度は４６
人となっている。役場にコーディネーター１名を配置し、現場
の指導員と調整を行い、運営委員会で実施後も子ども教室
の検証及び評価も行っている。

その他財源の名称

事業は９年目を向かえ、大きな事故もなく通年を通して、コディネーターや
指導員の指導のもと順調に事業を行っている。今年度９月末の参加者数
は５７人で対象児童数（１９６人）に占める割合は２９．１％となっている。

現在は、豊山小学校１校で試行しているが、他の2校での実施が課題と
なっている。また、国庫補助の関連による放課後子どもクラブとの一体型及
び事業連携について、検討していかなければならない。

特定財源の
増減理由

平成26年度に行われた補助金の一律削減
が終了したため増額した。また、参加者の増
加が見込まれるため、参加負担金収入を増
額した。

備考 備考 備考

参加負担金 参加負担金 参加負担金



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

622 -4 C 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 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 10 教育費 項 6 社会教育費 目 2 青少年教育費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 0 0

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

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 前年度実施計画の事業費

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

父親の参加をうながす家庭教育事業
の創設事業

学校と家庭、地域の一層の連携のもとで教育の充実をはかり、豊かな心を持ち、いきいき
と生きる力に満ちた人を育むまちを目指す。

-

-

平成31年度

生涯学習基本構想・基本計画

実施スケジュール

平成29年度 平成30年度

事業目的

地域の教育力向上の支援

各小学校区単位で「おやじの会」を設立し、父親参加型の事業を開催する。 主な関連計
画・法令

父親、家族

事業概要

家庭や地域における父親の役割を活発化させるような、家庭教育をテーマにした地域活
動の機会を設ける。 主な協働・関

連団体

家庭教育

事業費計(平成29年度) 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



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

622 -4 C 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

父親の参加をうながす家庭教育事業
の創設事業

■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

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

3 2 2 3 3 3

29年度 2 2 3

（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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

備考 備考 備考

特定財源の
増減理由

進行管理

指標名

平成28年度ま
での主な取組
と成果

志水小学校に続き豊山小学校にもおやじの会が設立され
た。残りの新栄小学校関係者に設立の趣旨を説明したり、
意見をきくなど情報収集に努めた。

事業実施上の問題点と対応策

志水小学校おやじの会では、校内整備としてペンキ塗りが行われた。ま
た、新栄小学校では昨年度の３学期から活動が始まる予定である。今年度
は校舎のタイル補修、運動会の片づけ等を行った。豊山小学校おやじの会
は、年明けにバスケ部・サッカー部と交流を行う予定である。今のところ各
小学校とも順調に事業が行われている。

各小学校にはおやじの会が設立された。今後は依頼があれば支援してい
く。

これまでの主な成果

事務事業評
価指標

現状値
（下段：時点）

平成31年度
以降の展望

「家庭教育」「家族の大切さ」を再認識する
キッカケとなるような、父親参加型の事業を
小学校区単位で実施する。

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

おやじの会設立 団体

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
単位

校区ごとの活動を行っている。

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

各小学校に１団体設置することができた
 　平成２９年度に新栄小学校のおやじの会も活動を始め、
団体数は３となった。各小学校に1団体ずつ設立され、昨年
よりも父親の参加を促すことができた。活動は例年通り行
い、ほぼ計画通りに行われている。今後もこの団体数を維
持し、活動内容等をよりよいものに改善していく必要があ
る。

各団体によって活動にばらつきがあるが、参加を促している



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

623 -1 B 継続

担当 教育委員会 課・事務局 生涯学習 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 6

人 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 10 教育費 項 6 社会教育費 目 2 青少年教育費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 17,200 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

6,000 5,600 5,600

6,000 5,600 5,600

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月 5月

6月 6月 6月

8月

5,600 6,000 5,600

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

補助金執行補助金執行

東尾張地区子どもリーダー研
修会開催

前年度事業報告(審査)額の確定
事業計画受理及び審査
→交付決定

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

東尾張地区子どもリーダー研修会への補助
が無くなるため

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

実施スケジュール
前年度事業報告(審査)額の確定
事業計画受理及び審査
→交付決定

実施スケジュール 実施スケジュール
前年度事業報告(審査)額の確定
事業計画受理及び審査
→交付決定

補助金執行

スポーツ少年団、子ども会

内訳（具体的な内容）

豊山町生涯学習基本構想・基本計画

内訳（具体的な内容）

青少年育成団体活動費助成事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

事業目的

平成29年度 平成30年度 平成31年度

社会教育法

学校と家庭、地域の一層の連携のもとで教育の充実をはかり、豊かな心を持ち、いきいきと生
きる力に満ちた人を育むまちを目指す。

-

-

社会教育法第10条に該当する団体で、特に町の青少年健全育成に寄与する団体に対し、
町社会教育関係団体補助金交付要綱に基づき、運営費・青少年育成事業費に対する助
成を実施する。

主な協働・関
連団体

家庭教育

子どもの豊かな心を育む学習支援

前年度実施計画の事業費

豊山町主催で開催される平成２９年度東尾
張地区子どもリーダー研修会への補助のた
めの増

事業概要 スポーツ少年団や子ども会連絡協議会の活動に対し、助成する。 主な関連計
画・法令

事業費計(平成31年度)事業費計(平成29年度) 事業費計(平成29年度)



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

623 -1 B 継続

担当 教育委員会 課・事務局 生涯学習 係・センター 作成者

青少年育成団体活動費助成事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 6,000 5,600 5,600

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

22.9 29.5 30.0 30.0 30.0 30.0

29年度 24.7 24.3 22.9

（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） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

備考

特定財源の
増減理由

備考 備考

平成28年度ま
での主な取組
と成果

スポーツ少年団加入比率

単位

進行管理

その他財源の名称

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

その他財源の名称

平成31年度
以降の展望

これまで、スポーツ少年団各団の活動趣旨に基づき、指導
者長を中心とした運営を実施してきた。各種目大会、レクリ
エーション、社会奉仕、様々な体験活動の実施による青少
年健全育成活動が定着してきている。
子ども会では、子どもリーダーの育成のため、5、6年生と中
学生を研修へ派遣した。またリーダー育成のために新規で
デイキャンプを行った。

余暇時間の多様化による団員の減少傾向が予
想される。前述の理由から、スポーツ少年団の魅
力的な面をさらにＰＲしていく必要がある。
子ども会では、子どもリーダー、ジュニアリーダー
の育成を続けていく。

指標名

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

％

現状値
（下段：時点）

その他財源の名称

事務事業評
価指標

スポーツ少年団では原則日曜日の午前を活動日とし、６種目の団が活動し
ている。９月３０日現在の団員数は２２９名である。
子ども会では８月５・６日に東尾張地区子どもリーダー研修会を豊山町子連
が担当となって開催した。ジュニアリーダー、中学生ボランティア、町サポ、
育成会と協力しつつ事業を行うことができた。

スポーツ少年団ではここ数年、団員数が減少傾向にあるので、増加できるよう
な方策を検討する必要がある。
子ども会では来年度ジュニアリーダークラブの発足を予定している。既存の事
業との兼ね合いを考えつつ、リーダー養成を行っていく。

地域性を考慮した手法の検討が必要である。

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

ほぼ計画通り推移している。
平成２９年度末時点のスポーツ少年団６種目の団員総数
は、前年度と比べ増減なしの２３９名であった。また、町内小
学生数は１，０４５人であり、加入割合は３割を切ってしまっ
ている。しかし、愛日大会等主要な大会や野外活動、新春
交流会には各団から多くの団員が積極的に参加し、町内外
の団員と交流を深めることができた。青少年健全育成事業
の子供会も同様で、町子連主催の行事は参加者に好評で
あるが、地域の活動に参加しない方が増えており、地道なＰ
Ｒが必要である。

大会や交流会への積極的な参加など一定の成果が上がってい
る。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

623 -2 C 継続

担当 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 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 10 教育費 項 6 社会教育費 目 2 青少年教育費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 0 0前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業目的

平成30年度

学校と地域が連携して青少年の健全育成を図る。 主な協働・関
連団体

子どもの豊かな心を育む学習支援

青少年体験活動や奉仕活動推進事業を行い、学校の体験・奉仕活動に地域のボランティ
ア指導者などを派遣する。 主な関連計

画・法令

平成29年度 平成31年度

豊山町生涯学習基本構想・基本計画

-

家庭教育

学校の依頼により講師派遣学校の依頼により講師派遣

青少年健全育成活動支援事業
（体験、奉仕活動）

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

事業概要

学校と家庭、地域の一層の連携のもとで教育の充実をはかり、豊かな心を持ち、いきいき
と生きる力に満ちた人を育むまちを目指す。

-

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

事業費計(平成29年度) 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

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

学校の依頼により講師派遣

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

内訳（具体的な内容）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

623 -2 C 継続

担当 教育委員会 事務局 生涯学習 係 作成者

青少年健全育成活動支援事業
（体験、奉仕活動）

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

45 17 17 17 17 17

28年度 34 45

（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） A

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） B

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） B

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

各学校において順調に行われている。 各学校で自主的かつ順調に行われているので、問題は無い。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

平成31年度
以降の展望

小中学校において、独自に選定した地域指導者のほか、町
外からの専門講師などの指導によって、様々な実践的な体
験プログラムが実施されている。

学校が自主的に講師を呼び、体験プログラ
ムが実施されている。今後も相談があれば、
講師を紹介して行く。

事務事業評
価指標

体験・奉仕活動の実践数 回

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

小中学校に対して地域ボランティア活動がなされ、一定の
効果が上がった。

概ね効果的であった。

目標を大きく上回って達成している。

各学校が独自にボランティアや講師を探して活発に活動し
ている。順調に行われているため、問題は無いが、問合せ
があった時に備え、ボランティアバンクの拡充を進める。

進行管理
平成28年度ま
での主な取組
と成果

特定財源の
増減理由

備考 備考 備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

631 -1 Ｂ 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 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 6

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 1

予算体系 款 10 教育費 項 2 小学校費 目 1 学校管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,080 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

360 360 360

360 360 360

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月 5月

7月 7月 7月

2月 2月 2月

360 360 360
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 実施スケジュール

会議 会議 会議

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

任命

会議

任命任命

会議会議

平成29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） 内訳（具体的な内容）

報酬 報酬 報酬

事業概要

学校教育法、学校保健安全法

学校関係者評価委員会を設置し、会議を開催する。 主な関連計
画・法令

事業目的

学校教育

地域に開かれた学校経営の推進

学校の運営が適切に行われているか、事務の管理や執行状況についての点検や評価を
行う。 主な協働・関

連団体

小学校

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

学校評価委員会活動事業（小学校）

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

地域全体で学校経営を評価・改善を推進する。

-

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

631 -1 Ｂ 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 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）

学校評価委員会活動事業（小学校）

■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 360 360 360

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 2 2 2 2 2

26年度 2 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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

事業の実施状況に関する評価

　学校関係者評価委員を保護者等に委嘱し、地域住民の参加により学校経
営を評価・改善していく取り組みを行っている。第１回学校評価委員会を１
学期中に３小学校とも開催した。また、第２回学校評価委員会を３学期に行
う予定である。

特になし

　保護者、学校評議員、地域住民等のうちから、学校運営そ
の他児童生徒の育成に関わりのある者に対して学校関係
者評価委員を委嘱した。本年度は委員会を各小学校で２回
ずつ開催した。本委員会において、学校の教育活動等の考
察及び教職員との意見交換を行った、学校の状況について
共通理解を持つことができた。また、委員会での指摘を踏ま
え、学校長が学校運営について自己評価を行い公表した。
　【委員会開催日】
　豊山小学校（7/11・3/6）、新栄小学校(8/24・2/16）、志水
小学校（7/3・2/24）
  委員会開催の日程調整等に配慮し、全員参加を促すこと
が課題である。

計画どおり会議を開催し、意見を聞くことが出来た。

効果的である。

点検や評価を行った結果、十分な成果があった。

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）

会議開催数（各小学校） 回

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

学校関係者評価委員による学校評価活動に保護者をはじ
め、地域住民の参加により学校経営を評価・改善していく取
り組みを行ってきた。

学校に対する客観的な意見をより積極的に
取り入れ、健全な学校運営が行われている。

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

631 -1 Ｂ 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 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 6

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 1

予算体系 款 10 教育費 項 3 中学校費 目 1 学校管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 360 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

120 120 120

120 120 120

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月 5月

8月 8月 8月

3月 3月 3月

120 120 120

平成29年度

会議

学校教育法、学校保健安全法

事業概要

平成30年度

報酬

学校教育

学校の運営が適切に行われているか、事務の管理や執行状況についての点検や評価を
行う。 主な協働・関

連団体

平成31年度

事業目的

地域に開かれた学校経営の推進

学校関係者評価委員会を設置し、会議を開催する。 主な関連計
画・法令

報酬 報酬

会議

前年度実施計画の事業費

学校評価委員会活動事業（中学校）

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

地域全体で学校経営を評価・改善を推進する。

-

-

中学校

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

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

任命

会議

内訳（具体的な内容）

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）

会議

会議

任命任命

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

会議



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

631 -1 Ｂ 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 係 作成者

学校評価委員会活動事業（中学校）

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 120 120 120

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 2 2 2 2 2

26年度 2 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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

学校評価委員会 回

　保護者、学校評議員、地域住民等のうちから、学校運営そ
の他児童生徒の育成に関わりのある者に対して学校関係
者評価委員を委嘱し、本年度は９月２８日及び３月２２日の２
回開催した。学校評価委員会によって、学校の教育活動等
の観察及び教職員との意見交換を通じ、学校の状況につい
て共通理解を持つことができた。また、学校長が示した自己
評価の結果を踏まえた評価活動を実施し、学校の運営が適
切に行われているか、事務の管理や執行状況について点検
や評価を行った。
 　委員会開催の日程調整等に配慮し、全員参加を促すこと
が課題である。

計画どおり会議を開催し、意見を聞くことが出来た。

点検や評価を行った結果、十分な成果があった。

効果的である。

　学校関係者評価委員を保護者等に委嘱し、地域住民の参加により学校経
営を評価・改善していく取り組みを行っている。第１回学校評価委員会を９
月に開催した。また、第２回学校評価委員会を３学期に行う予定である。

特になし

その他財源の名称

備考

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

備考

進行管理
平成31年度以
降の展望

学校関係者評価委員による学校評価活動に保護者をはじ
め、地域住民の参加により学校経営を評価・改善していく取
り組みを行ってきた。

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

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

備考

その他財源の名称

学校に対する客観的な意見をより積極的に
取り入れ、健全な学校運営が行われている。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

632 -1 Ａ 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 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 6

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 2

予算体系 款 10 教育費 項 2 小学校費 目 1 学校管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 59,388 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,000 1,000 1,000

18,796 18,796 18,796

19,796 19,796 19,796

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～9月 4月～9月 4月～9月

3,490 19,796 19,796

委託料委託料 委託料

事業費計（平成31年度）

各学校における工事を実施

小学校の設備・備品を良好に維持するための工事を行う。国より非構造部材の改修を進め
るよう求められており、中でも学校施設の大規模空間（体育館等）の吊り天井の改修は急
務となっていたため、平成２７年度に豊山小学校改修（講堂）工事を実施した。今後は、各
学校のトイレに洋式トイレを設置する計画を進めるため、２９年度に豊山小学校、３０年度に
志水小学校の全てのトイレに洋式便器を設置する計画である。また、長期的な学校施設の
在り方を中学校も含めて検討し、施設整備計画を策定する。

工事請負費

学習指導・教育環境の整備拡充

平成30年度 平成31年度

事業費計（平成30年度）

実施スケジュール

前年度実施計画の事業費

学校教育

小学校を教育の場所として、災害時の応急避難や地域交流の場所として有効に機能する
よう整備を充実させる。 主な協働・関

連団体

事業費計（平成29年度）

工事請負費

主な関連計
画・法令

内訳（具体的な内容）
平成29年度

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

各学校における工事を実施

事業目的

内訳（具体的な内容）

小学校

前年度実施計画の事業費

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

-

校舎内の施設・設備の整備・改善を推進する。

学校施設整備事業（小学校）

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

各学校における工事を実施

工事請負費

事業概要

実施スケジュール

前年度実施計画の事業費

洋式トイレ設置工事及びプール改修工事、
空調設備改修等の実施により増額となる。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

632 -1 Ａ 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 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）

学校施設整備事業（小学校）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 2,708 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 17,088 19,796 19,796

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 1 3 3 3 3

29年度 1 1 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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

現状値
（下段：時点）

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

トイレ改修工事の実施により学校施設環境
改善交付金を受けるため増額となる。

その他財源の名称

平成31年度以
降の展望

備考

学校施設の老朽化が進行しているため、児
童の安全な学習の場を確保しなければなら
ない。校舎建替や長寿命化を含めた学校施
設整備計画を策定し、整備工事を計画的に
進める。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

備考

その他財源の名称

平成２４年度に新栄小学校の太陽光発電設備設置工事を
行った他、豊山小学校のプール給水管改修や志水小学校
のプール床塗装、ろ過機修繕等、毎年学校施設の老朽化に
伴う修繕を中心に整備を進めてきた。また、平成２５年度に
行った非構造部材耐震点検を基に、平成２７年度に豊山小
学校講堂の天井落下防止対策を中心とした改修工事を行っ
た。、また同年度に新栄小学校多目的室改修（増築）工事を
実施した。２８年度は、各学校において、昇降口のスロープ
改修、配膳室改修、受水槽改修等を行った。

校舎建替や長寿命化等を含めた長期的な整備計画を策定し、学校施設の
整備を進めていかなければならない。

豊山小学校はトイレ改修工事を実施し、全てのトイレに 低１箇所は洋式ト
イレを設けることができた。また、職員室の空調機取替工事、高圧ケーブル
の取替工事を実施した。新栄小学校は、プール補修工事及び複合遊具の
改修工事を実施した。志水小学校は、キュービクル改修工事、プール塗装
工事、図書室への空調機設置工事を実施した。全ての工事は夏休み終了
までに完了することができた。

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

その他財源の名称

備考

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

トイレ改修（洋式化等） 校数

　各小学校の工事を適切に執行し、遅滞なく完了した。
【実施工事】
　豊山小学校：職員室空調機取替、高圧ケーブル取替、改
修（トイレ等）、教室改修（次年度クラス増対応）
新栄小学校：プール補修、複合遊具等補修、４階ベランダ
シーリング
志水小学校：プール補修、プールシャワー通路等補修、図書
室空調機新設、キュービクル改修、遊具基礎ゴムチップ舗
装
各校舎の老朽化により、補修の必要な場所が増加してい
る。
全てに対応することはできないため、優先度の選別が必要。 施設維持として概ね効果的であった。

事業目的に照らして十分な成果があがっている。

計画どおり実施・完了した。

進行管理

特定財源の増
減理由

事務事業評価
指標

指標名 単位



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

632 -1 A 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 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 6

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 2

予算体系 款 10 教育費 項 3 中学校費 目 1 学校管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 20,835 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

6,945 6,945 6,945

6,945 6,945 6,945

時期（月） 時期（月） 時期（月）

５月～６月 8月 8月

55,506 6,945 6,945

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール実施スケジュール

工事請負費

内訳（具体的な内容）

各補修工事を実施プール槽改修工事を実施

事業費計（平成31年度）事業費計（平成29年度）

豊山中学校改修（体育館）工事を完了したた
め減額となる。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

学校施設整備事業（中学校）

学校教育

主な協働・関
連団体

中学校を教育の場所として、災害時の応急避難場所や地域交流の場所として有効に機能
するよう整備を充実させる。

中学校

事業費計（平成30年度）

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

-

-

校舎内の施設・設備の整備・改善を推進する。

事業目的

平成30年度

事業概要

学習指導・教育環境の整備拡充

中学校の設備・備品を良好に維持するために、工事などを行う。平成２５年度に非構造部
材耐震点検を行い、その結果を基に平成２８年度に天井撤去改修工事を実施した。２９年
度はプールの維持管理の為、プール槽の改修工事を行う。今後は長期的な学校施設の在
り方を小学校も含めて検討し、施設整備計画を策定する。

主な関連計
画・法令

工事請負費 工事請負費

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

内訳（具体的な内容）
平成31年度平成29年度

各補修工事を実施

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

632 -1 A 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 係 作成者

学校施設整備事業（中学校）

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 6,945 6,945 6,945

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

0 0 1 1 1 1

28年度 0 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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

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

工事を適切に執行し、遅滞なく完了した。
【実施工事】プール補修
校舎の老朽化により、補修の必要な場所が増加している。
全てに対応することはできないため、優先度の選別が必要。

計画どおり実施・完了した。

事業目的に照らして十分な成果があがっている。

施設維持として概ね効果的であった。

校舎建替や長寿命化等を含めた整備計画を策定し、学校施設の整備を進
めていかなければならない。

今年度はプール槽改修工事を実施した。５月１１日に契約し、６月１４日に完
了検査を終えることができた。プール授業開始前までに遅滞なく完了するこ
とができた。

学校施設の老朽化が進行しているため、生
徒の安全な学習の場を確保しなければなら
ない。校舎建替や長寿命化を含めた学校施
設整備計画を策定し、整備工事を計画的に
進める。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

備考

進行管理

トイレ改修（洋式化等）

その他財源の名称

備考

事務事業評価
指標

校数

備考

単位
現状値

（下段：時点）

その他財源の名称

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

学校施設の改修及び修繕に努めてきた。平成２５年度に非
構造部材耐震点検及び下水道の切替工事を行い、２６年度
には下水道への切替により不要となった浄化槽の撤去工事
を行った。平成２７年度には体育館天井改修の設計委託及
び理科室換気扇設置工事を行い、２８年度に体育館改修
（天井撤去等）工事を行った。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

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

633 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 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 6

人 非該当

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

0 0 0

少人数指導等授業少人数指導等授業 少人数指導等授業

事業概要

平成30年度
内訳（具体的な内容）内訳（具体的な内容）

学校教育

児童生徒の基礎学力の向上や豊かな心を育てる特色ある学習活動を行う。 主な協働・関
連団体

平成31年度

事業目的

特色ある学校教育の推進

ティームティーチング（TT）の配置や、少人数指導による授業を充実させる。 主な関連計
画・法令

特色ある活動・学習指導事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

－

－

－

小学校・中学校

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 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

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）

実施スケジュール

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

平成29年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

633 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 係 作成者

特色ある活動・学習指導事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 3 3 4 5 5

25年度 4 4 4

4 5 5 5 5 5

25年度 4 4 4

（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） A

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

事務事業評価
指標

単位
現状値

（下段：時点）

学習活動（中学校） 事業数

学習活動（小学校） 事業数

その他財源の名称

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

全学校で全事業時間数の３０％～５０％でＴＴや少人数指導
で、基礎的・基本的事項の定着とその活動が図られた。

備考

特定財源の増
減理由

その他財源の名称

個に応じた指導に必要な人員の配置により
確かな学力の達成

その他財源の名称

　町非常勤講師を各小中学校に３名ずつ配置し、複数教師
による指導や少人数指導を行った。児童生徒の学習に対す
る理解度に応じた指導と、自ら考え理解できる学力を身につ
けるための指導の推進に繋がった。また、個別指導やＴＴ
（ティームティーチング）の充実を図り、児童生徒の学力向上
に努めた。
　豊山中学校において、１年生を対象としたスキー研修を友
好交流都市協定を締結した阿智村で行った。
 学校と連携し、経費節減に取組むとともに、より効果的な事
業について検討していくことが課題である。

効果的であった。

児童一人ひとりの学力に見合った指導が出来た。

計画通りの配置が実施でき、目的が達成できた。

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

備考

　個に応じた指導を推進し、児童生徒の学ぶ意欲を高め、自ら考え自ら解
決する等の確かな学力を確立することに努めた。今年度は各小中学校に非
常勤講師を３名ずつ、合計１２名配置している。

特になし。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

633 -2 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 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 6

人 非該当

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 10 教育費 項 3 中学校費 目 2 教育振興費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 22,524 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

60 60 60

7,300 7,300 7,300

148 148 148

7,508 7,508 7,508

時期（月） 時期（月） 時期（月）

11月 11月 11月

１月 １月 １月

6,440 7,508 7,508

事業概要

平成30年度

委託料 委託料

学校教育

使用料及び賃借料

地域との連携による教育活動を推進する。 主な協働・関
連団体

平成31年度

事業目的

特色ある学校教育の推進

地域での職場体験学習や２泊３日の校外体験合宿を行う。 主な関連計
画・法令

報償費 報償費 報償費

職場・校外体験学習事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

－

－

－

中学校

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

スキー研修の実施時期を３月から１月に変
更したため、シーズン時期と重なり宿泊経費
等が増額になった。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

職場体験学習

校外体験学習スキー研修

内訳（具体的な内容）

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）

委託料

使用料及び賃借料

職場体験学習職場体験学習

使用料及び賃借料

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

校外体験学習スキー研修校外体験学習スキー研修

平成29年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

633 -2 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 係 作成者

職場・校外体験学習事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 30 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 1,722 1,722 1,722

一般財源 5,756 5,786 5,786

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

138 130 130 130 130 130

26年度 141 140 147

（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） A

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

職場・校外体験事業 人

その他財源の名称

備考

体験スポーツ事業負担金

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

中学校においては、２年生が町内外延べ３５箇所の事業所
で３日間の職場体験学習に取り組んだ。平成２２年度以降、
１年生全員を対象としたスキー研修を２泊３日で実施してお
り、平成２６年度より友好交流都市協定を結んでいる阿智村
で実施する。

備考

特定財源の増
減理由

生徒１人当たりに係る経費が下がったため
減額となる。

効果的であった。

　１１月１４日から１６日にかけて、町内外の４１の事業所で
職場体験学習を行った。３日間を通して、仕事の厳しさや楽
しさを体感し、将来の進路選択の参考となった。また、社会
のルールやマナー、礼儀、丁寧な言葉遣いの大切さなどに
ついて、身をもって学ぶことができたようである。課題として
は、町内事業所の職種が限られているため、地理的要素も
加味しつつ、受け入れ可能な町外の事業所の開拓等、さら
なる事業所の拡大を進めていく必要がある。
　スキー研修は、１月２９日から３１日に実施し、１４１名が参
加した。ゲレンデを、治部坂高原スキー場へ変更したが、大
きな事故、トラブルも無く終了することが出来た。今後も学校
と連携し、事業の充実を図っていくことが課題である。

計画どおり実施することが出来た。

十分な成果があった。

備考

体験スポーツ事業負担金 体験スポーツ事業負担金

その他財源の名称

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

　１１月に中学校２年生が地域での職場体験学習を予定しており、９月・１０
月で事前学習を行っている。
　１月には中学校１年生を対象にした２泊３日のスキー研修を友好交流都
市協定を結んだ阿智村で開催する予定である。

特になし

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

校外での活動を通じて、生徒の社会性を身
に付ける事業として定着している。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

633 -3 Ｂ 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 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 6

人 非該当

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 10 教育費 項 1 教育総務費 目 2 事務局費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 24,300 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

8,100 8,100 8,100

8,100 8,100 8,100

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

5月 5月 5月

3月 3月 3月

8,008 8,100 8,100

委託事業実施報告書の受理

事業費計（平成30年度）

委託要項・仕様に基づく委託
契約の締結

委託事業実施報告書の受理

委託要項・仕様に基づく委託
契約の締結

委託事業の実施開始

事業費計（平成31年度）

実施スケジュール

学校教育

児童生徒に対して、学校生活の中で自然体験・奉仕体験、コンピュータによる情報処理、英
語圏文化体験など様々な特色のある教育活動を推進するため、教員の新たな分野での指
導力の養成、資質向上を図るための事業を実施する。

主な協働・関
連団体

平成31年度
内訳（具体的な内容）内訳（具体的な内容）

委託料 委託料

事業費計（平成29年度）

事業の内訳と
事業費

特色ある学校教育の推進

中学校にＡＬＴを招いて授業・学校生活の国際化を図る。また、学習指導要領の改訂にあ
わせた、各学校で特色ある学校づくりを推進していく。 主な関連計

画・法令

委託料

平成29年度 平成30年度

事業概要

事業目的

実施スケジュール

小中学校

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

情操・情報・国際化事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

-

-

-

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

英語指導助手を継続して任用していることに
より、派遣単価が上がるため。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

委託事業の実施開始委託事業の実施開始

委託事業実施報告書の受理

委託要項・仕様に基づく委託
契約の締結

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

633 -3 Ｂ 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 係 作成者

情操・情報・国際化事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 8,100 8,100 8,100

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

3 3 3 3 3 3

26年度 3 3 3

5 5 5 5 5 5

26年度 5 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） A

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A

事務事業評価
指標

指標名

ALT活動日数（中学校） 週（日）

ALT活動日数（小学校） 週（日）

備考

その他財源の名称その他財源の名称

教員の英語教育に関する指導力を高める必
要がある。

備考 備考

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

中学校にＡＬＴを招いて授業・学校生活の国際化を図ってき
た。また各小学校にも週一日ずつ派遣委託してきた。

進行管理

その他財源の名称

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

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

　中学校に週５日、各小学校に週１日ずつ、ＡＬＴ（英語指導助手）を派遣し
た。授業・学校生活の国際化、国際理解教育の向上を図った。

特になし

特定財源の増
減理由

単位
現状値

（下段：時点）

　ＡＬＴ（英語指導助手・１名）を小中学校に配置することによ
り、国際理解教育を推進する一環として、児童生徒に生きた
英語を身につけさせるとともに、外国の文化や生活習慣を
理解させることに努めた。中学校に週５日、各小学校に週１
日ずつ派遣委託を行った。
 2020年から新学習指導要領により、小学校の外国語が必
修となるため、要領に沿った教育を実施できるよう、ＡＬＴの
適切な採用に取組むことが課題である。

英語科教員とのＴＴを実施し計画どおり推移した。

コミュニケーション能力の基礎を養うなど十分な成果があっ
た。

効果的であった。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

633 -4 Ｂ 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 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 6

人 非該当

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 10 教育費 項 1 教育総務費 目 2 事務局費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 4,011 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

509 509 509

30 30 30

798 798 798

1,337 1,337 1,337

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

7月 7月 7月

9月 9月 9月

3月 3月 3月

1,307 1,337 1,337

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

西春日井地区・愛日大会へ
の参加

西春日井地区・愛日大会へ
の参加

部活動指導報償金の支払
＜練習試合・対外試合＞
対外試合各種大会派遣事業
費負担金実績報告書の受
理・精算

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

部活動活動計画・対外試合
各種大会参加
経費事業計画の受理

西春日井地区・愛日大会へ
の参加

部活動指導報償金の支払
＜練習試合・対外試合＞

内訳（具体的な内容）

役務費

事業費計（平成31年度）

負担金補助及び交付金

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度）

負担金補助及び交付金

対外試合各種大会派遣事業
費負担金実績報告書の受
理・精算

実施スケジュール 実施スケジュール

部活動活動計画・対外試合
各種大会参加
経費事業計画の受理

部活動活動計画・対外試合
各種大会参加
経費事業計画の受理

役務費 役務費

部活動指導報償金の支払
＜練習試合・対外試合＞
対外試合各種大会派遣事業
費負担金実績報告書の受
理・精算

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

地域指導員傷害保険料が新たに必要となっ
たため。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

平成29年度 平成30年度 平成31年度

報償費 報償費

負担金補助及び交付金

部活動振興事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

特色ある学校教育の推進

-

-

-

事業目的

部活動の計画を作り、各種大会に参加する。また、指導者に対して報償を支払う。 主な関連計
画・法令

報償費

対外試合各種大会派遣事業
費負担交付要綱

豊山町中学校部活動指導員
報償費支給要綱

中学校

事業概要

中学校における部活動の活性化と振興を図る。 主な協働・関
連団体

学校教育



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

633 -4 Ｂ 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 係 作成者

部活動振興事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 1,337 1,337 1,337

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

県大会4部活

26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） A

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A

備考備考 備考

その他財源の名称

特定財源の
増減理由

進行管理

事務事業評
価指標

その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

指標名 単位
現状値

（下段：時点）

平成31年度
以降の展望

部活動振興事業を活用して外部指導者を５名配置し、運動
部活動の活性化を図った。平成２７年度は県大会に卓球部
（女子）が個人戦で１名出場した。

引き続き外部指導者による部活動の活性化
を図る。

県大会等への出場 回
東海大会3部

活出場
県大会7部活

出場

目標値

全国大会1部
活出場

ほぼ計画どおり推移した。

　中学校教育における部活動の振興を図るため、公立中学
校部活動運営委員会が行う対外試合・各種大会への生徒
及び付き添い指導者派遣事業の実施に要する経費に対し、
予算の範囲内において、豊山中学校部活動運営委員会に
対外試合・各種大会派遣事業負担金を交付した。
　本年度の主な成績として、西春日井地区大会で卓球部が
男女ともに優勝、ソフトテニス部団体が３位、ソフトボール部
が３位に入賞し、それぞれ愛日大会へ出場した。
　今後の目標として、さらに入賞できる部活動を増やし、東
海大会、全国大会への出場を目指す。

十分な成果があった。

効果的であった。

その他財源の名称

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

部活動の遠征等に係る経費を負担金により支出して、部活動の活性化を
図っている。

特になし。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

634 -3 Ｂ 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 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 6

人 非該当

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 4

予算体系 款 10 教育費 項 2 小学校費 目 2 教育振興費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 450 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

150 150 150

150 150 150

時期（月） 時期（月） 時期（月）

2月 2月 2月

2月 2月 2月

150 150 150前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

前年度実施計画の事業費

安心安全講習会（児童向け）

安心安全講習会（保護者向
け）

前年度実施計画の事業費

事業目的

健やかな児童生徒の育成

内訳（具体的な内容）
平成31年度

実施スケジュール

平成30年度平成29年度

事業概要

事業費計（平成31年度）

委託料

学校教育

子どもが自分自身で身を守ることができるような指導を行う。 主な協働・関
連団体

内訳（具体的な内容）

児童・保護者を対象とした安心安全講習会事業

小学校児童・保護者

児童とその保護者を対象にした安全講習会を行う。また、110番の家を廻るスタンプラリー
を実施する。 主な関連計

画・法令

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

事業費計（平成30年度）

安心安全講習会（保護者向
け）

-

安心安全講習会（児童向け）安心安全講習会（児童向け）

委託料

安心安全講習会（保護者向
け）

委託料

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

-

-

事業費計（平成29年度）

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

634 -3 Ｂ 継続

担当 部 教育委員会 事務局 学校教育 係 作成者

児童・保護者を対象とした安心安全講習会事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 150 150 150

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

学校からの働きかけにより２５名の保護者の参加が得られた。

即効性のある事業ではないが、参加人数が増えるとより良
い。

児童の安全意識高揚につながった。

備考

児童がいじめ、虐待などの暴力を受けたときの対処法を学
ぶため「特定非営利活動法人　あいちＣＡＰプラス」より講師
を招き、各小学校の児童及び保護者向けの講習会を開催し
た。
保護者向け講習会は、２月３日に社会教育センターで開催
し、参加者は２５名であった。
児童の講習会は豊山小学校（３年生対象）は２月１５日に、
新栄小学校（４年生対象）は２月１６日に、志水小学校（４年
生対象）は２月１９日にそれぞれ開催した。
　保護者向け講習会の参加人数が例年少ない。今後も、開
催日や開催方法、周知方法を検討して保護者の参加人数を
増やしていくことが課題である。

児童を対象とした安全講習会を社会教育センターで大人を
対象に１回、子供を対象に豊山小学校２回、新栄小学校１
回、志水小学校２回それぞれ開催した。また安全マップを活
用した安全指導を実施した。

備考

その他財源の名称 その他財源の名称

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

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

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

備考

　大人向け講習会の参加人数が少ないため、ホームページの活用等、保護
者への周知方法を工夫する必要がある。

子どもたちや保護者の安全に対する意識を
高める必要がある。

本年度の主な成果と今後の課題

特定財源の増
減理由

単位
現状値

（下段：時点）

今年度は子供向け講習会、大人向け講習会ともに２月実施予定である。

指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

635 -1 B 継続

担当 教育 部 学校教育 課 給食センター 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 6

人 非該当

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 5

予算体系 款 10 教育費 項 4 学校給食費 目 1 学校給食費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 180 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

60 60 60

60 60 60

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

７月 ７月 ７月

２月 ２月 ２月

60 60 60

委員会

豊山町給食センターの設置及び管理
に関する条例

平成31年度

学校給食法

事業概要

平成29年度 平成30年度

報酬 報酬

学校教育

委員会は、豊山町給食センターが行う給食の円滑な運営を図るため、調査・研
究及び審議する。 主な協働・

関連団体

事業目的

安全で安心できる学校給食の提供

豊山町給食センターの設置及び管理
に関する規則

年に1回～数回の給食センター会議を随時開催する。会議はＰＴＡ関係者・小中
学校長・学識経験者どによって構成されている。 主な関連計

画・法令

報酬

委員会

給食センター運営委員会

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

－

－

－

各小中学校

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 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

各学校に依頼

委員会

内訳（具体的な内容）

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）

各学校に依頼各学校に依頼

事業費計（平成28年度）

実施スケジュール

事業の内訳
と事業費

事業実施ス
ケジュール

内訳（具体的な内容）

委員会委員会

委員会



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

635 -1 B 継続

担当 教育 部 学校教育 課 給食センター 係 作成者

給食センター運営委員会

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 60 60 60

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 2 2 2 2 2

27年度 2 2 2

（以下は、年度央・年度末において当該事業の取り組み状況を記載）

年度央（９月末）

年度末（３月末）

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時

会議の開催数 回

7月に第1回運営委員会を開催し、「平成28年度学校給食費の歳
入・歳出決算見込み」「平成29年度豊山町給食センター事業概要」
について報告を行った。

給食費の不納欠損額縮小を図るため、未納者に対し電話や自宅
訪問を実施するなど未納額を削減する取組みを講じる。

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

平成28年度
までの主な
取り組みと
成果

備考 備考

進行管理

特定財源の
増減理由

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

地産地消、食育などの視点を給食に取
り入れ、教育の一環として機能してい
る。

平成29年度
以降の展望

豊山町給食センターが行う給食の円滑な運営を図る
ため、調査・研究及び審議をしてきた。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

概ね効果的であった。

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

　第１回運営委員会を７月に、第２回運営委員会を２
月に実施した。
　給食費の不納欠損額縮小を図るため、未納者に対
し電話や自宅訪問を実施した。また、児童手当から
徴収することへの同意を働きかけ、新たに３名の同
意を得ることが出来た。

給食費の不納欠損額縮小に努めた。

未納金は一定の成果があるが、対応方法は改善が
求められる。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

635 -2 A 継続

担当 教育 部 学校教育 課 給食センター 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 6

人 非該当

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 5

予算体系 款 10 教育費 項 4 学校給食費 目 1 学校給食費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 396 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

132 132 132

132 132 132

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

5月～3月 5月～3月 5月～3月

132 132 132

学校給食衛生施行管理基準

平成31年度

学校給食法

事業概要

平成29年度 平成30年度

報償費 報償費

学校教育

委員会は、豊山町給食センターが行う給食の献立を、調査・研究及び審議す
る。 主な協働・

関連団体

事業目的

安全で安心できる学校給食の提供

月に1回給食センター献立委員会会議を開催する。会議はＰＴＡ関係者・小中学
校給食主任によって構成されている。 主な関連計

画・法令

報償費

給食センター献立委員会

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

-

-

-

各小中学校

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 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

各学校に依頼

委員会

内訳（具体的な内容）

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）

各学校に依頼各学校に依頼

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳
と事業費

事業実施ス
ケジュール

内訳（具体的な内容）

委員会委員会



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

635 -2 A 継続

担当 教育 部 学校教育 課 給食センター 係 作成者

給食センター献立委員会

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 132 132 132

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

11 11 11 11 11 11

27年度 11 11 11

（以下は、年度央・年度末において当該事業の取り組み状況を記載）

年度央（９月末）

年度末（３月末）

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時

会議の開催回数 回

9月までに5回開催した。献立の検討や反省を始め、食器の組合
せ確認、学校事業について協議を行った。

特になし

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

平成28年度
までの主な
取り組みと
成果

備考 備考

進行管理

特定財源の
増減理由

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

行政だけではない、協働による給食づ
くりが進んでいる。

平成31年度
以降の展望

平成２１年度から毎月(８月を除く)翌月の献立につい
て、検討していただいている。従来は学校教諭だけ
で進めてきたが、最近は保護者も参加し、有意義な
内容になっている。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

費用に対して効果的である。

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

保護者及び小中学校の給食主任、学校栄養職員、
給食センター所長、調理員の委員９人からなる委員
会を８月を除き毎月開催し、安心・安全な給食づくり
の協議を行った。

計画どおり、委員会を開催できた。

事業目的に照らして十分な成果があがった。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

635 -3 A 継続

担当 教育 部 学校教育 課 給食センター 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 6

人 非該当

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 5

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29～平成31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

１２月 １２月 １２月

0 0 0

学校給食法

事業概要

平成29年度 平成30年度

学校教育

学校給食にかかわる安全性の確保と食育の推進をする。 主な協働・関
連団体

平成31年度

事業目的

安全で安心できる学校給食の提供

協議会を通じて学校給食のあり方について定期的に議論する。 主な関連計
画・法令

学校給食衛生施行管理基準

食の安全協議会

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

-

-

-

小中学校

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 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

開催

内訳（具体的な内容）

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）

開催開催

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

635 -3 A 継続

担当 教育 部 学校教育 課 給食センター 係 作成者

食の安全協議会

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

会議の回数 回

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

進行管理
平成31年度以
降の展望

ノロウイルスやO１５７をはじめとした新しいタイプの食中毒
の発生や、食べることを通じて教育を行う食育という考え方
が重視されるなど、子どもたちの給食を取り巻く環境は変化
しつつある。このため、新しい食事の知識・理解を深め、各
職場での安全対策や食育の充実を図るため平成２０年度か
ら協議会を開催してきた。
　しかし、夏季の学校行事等が集中していることもあり、冬季
の開催のみの1回実施とした。

備考

特定財源の増
減理由

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

先生方は、夏季に学校行事等が集中していることもあり、冬季の開催のみ
の1回実施とした。

特になし

備考

その他財源の名称

より安全な給食づくりが進むとともに、食べる
ことを通じた教育の姿が確立されている。

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

１２月に給食センター調理員、学校の配膳員、教諭等の参
加を得、食品衛生と食中毒に関する講習会を開催し、３２名
の参加を得た。
衛生管理マニュアルを用いて意見交換と作業の見直しを行
い、衛生面や作業面の再確認や改善をすることができた。
愛知県の食物アレルギー対応マニュアルが平成28年2月に
改正されたことに伴い町の食物アレルギー対応マニュアル
の見直しを行う必要があり、教育委員会とともに検討を行っ
ている。

計画どおり、講演を開催できた。

事業目的に照らして十分な成果があがっている。

効果的であった。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

641 --1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

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 10 教育費 項 6 社会教育費 目 3 文化財保護費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 111 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

36 36 36

1 1 1

37 37 37

時期（月） 時期（月） 時期（月）

11月 11月 11月

37 37 37

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

文化財保護審議会の開催事業

まちづくり重
点目標

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

文化財保護の意識が浸透し、町民と行政が協働で保護に向けて取り組んでおり、郷土の
文化財が身近なものとして町民に親しまれ、広く活用されている。

-

-

事業目的 主な協働・関
連団体

文化財

文化財の調査・保護

町文化財の調査、保存につとめ、資料収蔵体制の整備をはかるとともに、子どものころから
文化財保護の精神を育み、郷土を愛する意識の啓発に努める。

文化財研究会

愛知学泉大学

一般

事業概要 主な関連計
画・法令

文化財保護審議会（年１回）を開催し、文化財保護事業に関する教育委員会からの諮問に
対する答申、その他事業進捗の点検・評価を行う。

文化財保護保護法

文化財保護条例

平成29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） 内訳（具体的な内容）

需用費 需用費

報酬報酬 報酬

需用費

文化財保護審議会 文化財保護審議会文化財保護審議会

事業費計（平成29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 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

641 --1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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29～31年度）

文化財保護審議会の開催事業

■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 37 37 37

■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 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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

町指定文化財の指定および郷土資料室の有効的な活用方
法について意見を求めた。

新たな町指定文化財の指定や文化財保護
精神を通じて町民の郷土意識を高めていく。

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）

文化財保護審議会の開催 回

文化財保護審議会を開催し、一定の成果があった。

これまでの主な成果

文化財保護に関して効果的である。

事業実施上の問題点と対応策

文化財保護審議会を１２月に開催する予定である。

引き続き文化財保護審議会において、郷土資料室の有効活用と民具の収
集管理等に関する意見を求め、文化財保護意識の向上に取り組む必要が
ある。
また、今年度新たに文化財への登録申請があったが、文化財保護審議会
に諮る前に文化財としての評価を行う必要がある。

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

文化財保護審議会を２月２０日に開催し、町の文化保護行
政の説明を行い、意見を求めた。また、町指定文化財である
千松寺の楠を見学し、現状について協議した。今後も町の
文化財保護や郷土資料室の運営に関する諮問・答申を得る
ため、審議会を開催していくものとする。

計画どおり推移している。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

641 --2 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

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 10 教育費 項 6 社会教育費 目 3 文化財保護費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 750 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

250 250 250

250 250 250

時期（月） 時期（月） 時期（月）

2月 2月 2月

3月 3月 3月

250 250 250
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 実施スケジュール

文化財管理奨励交付金交付
決定

文化財管理奨励交付金交付
決定

文化財管理奨励交付金交付
申請

文化財管理奨励交付金交付
決定

文化財管理奨励交付金交付
申請

文化財管理奨励交付金交付
申請

平成29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） 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 負担金補助及び交付金

事業概要 主な関連計
画・法令 町文化財保存管理奨励交付金交付要綱

文化財の保護と育成のために町指定文化財を指定し、管理奨励交付金を支払う（年1回、
県指定30,000円2点、町指定有形20,000円5点・無形30,000円3点）。また、町文化財保存事
業費補助金交付要綱に基づき、指定を受けた文化財の適切な保護管理とその活用を図る
ため、文化財の保存に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

町文化財保護条例

文化財保護保護法

事業目的 主な協働・関
連団体

文化財の調査・保護

文化財

町の文化財を指定することにより、町文化財の保護・保存に努め、郷土意識、文化財意識
の啓蒙を図る。

一般

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

文化財の指定事業

まちづくり重
点目標

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

文化財保護の意識が浸透し、町民と行政が協働で保護に向けて取り組んでおり、郷土の
文化財が身近なものとして町民に親しまれ、広く活用されている。

-

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

641 --2 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

文化財の指定事業

■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 250 250 250

■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 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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ
文化財の公開といった検討も必要であるが、概ね効果的で
ある。

事業実施上の問題点と対応策

新たな文化財の指定はなかったが、町文化財指定への登録申請が１件
あった。
９月に県が実施した文化財現状確認において、県指定の文化財の破損が
見つかり、31年度に修理を要することとなった。

文化財への登録申請があるため、文化財保護審議会に諮る必要がある
が、文化財としての適否の判断について県や専門家の意見等を聞く必要が
ある。

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

年度末に文化財管理奨励交付金を県指定２件（有形２件）、
町指定８件（有形３件、記念物２件、無形３件）に支払う際
に、火災や盗難に関する呼びかけを行い、文化財の保存・
保護に努めた。今後も、指定文化財の適正な保存管理のた
め、奨励交付金を継続していく必要がある。

計画どおり推移している。

文化財保護の目的に成果が上がっている。

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）

回文化財保護審議会の開催

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

愛知県指定文化財（有形）2点、町指定文化財（有形）5点、
（無形）3件を指定した。また、平成22年4月1日付けで新たに
「伊勢山神楽」を町指定無形民俗に追加指定した。

平成31年度以
降の展望

町指定文化財にふさわしい文化財が現れれ
ば、適宜、文化財保護審議会を開催して指
定の是非を諮問していく。

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

641 -3 C 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

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 10 教育費 項 6 社会教育費 目 3 文化財保護費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

0 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 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 実施スケジュール
情報収集
郷土資料の収集

情報収集
郷土資料の収集

情報収集
郷土資料の収集

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） 内訳（具体的な内容）
平成29年度 平成30年度 平成31年度

文化財研究会などと協力して情報収集を行いながら、必要に応じ随時収集を行う。

文化財

文化財の調査・保護

豊山町の郷土に残る有形、無形の文化財や歴史的出来事について資料を収集、保存、整
理し、一般に公開するなどして、郷土愛や文化財保護意識の向上に寄与する。

文化財研究会

一般

文化財保護保護法

文化財保護条例

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

郷土資料の収集事業

まちづくり重
点目標

-

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

文化財保護の意識が浸透し、町民と行政が協働で保護に向けて取り組んでおり、郷土の
文化財が身近なものとして町民に親しまれ、広く活用されている。

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

641 -3 C 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

郷土資料の収集事業

■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 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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ 効果的であった。

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

文化財アドバイザーとともに随時、民具、郷土資料の収集に
努めた。収集した資料については、民具台帳及び文書台帳
の加筆修正により記録するとともに、記録写真の撮影を行っ
ている。今後も引き続き、資料の収集を行っていく。

随時、資料の寄贈を受付、計画どおり推移している。

文化財アドバイザーとともに民具整理を行った。

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）

文化財保護審議会の開催 回

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

長年にわたり文化財研究会と協力して、町内の民具や郷土
資料の収集を進めている。収集物は順次整理を進め、郷土
資料室で広く町民に公開できるよう努めている。

文化財研究会などと協力して情報収集を行
いながら、必要に応じ随時収集を行い、資料
を充実させる。

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

文化財研究会とともに随時、民具、郷土資料の収集に努めた。 特に問題はなし。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

642 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

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 10 教育費 項 6 社会教育費 目 3 文化財保護費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 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）

文化財の啓発事業

まちづくり重
点目標

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

文化財保護の意識が浸透し、町民と行政が協働で保護に向けて取り組んでおり、郷土の
文化財が身近なものとして町民に親しまれ、広く活用されてる。

-

-

事業目的 主な協働・関
連団体

文化財

文化財保護意識の醸成と担い手の育成

町文化財の調査、保存につとめ、資料収蔵体制の整備をはかるとともに、小学校での学習
に文化財保護の精神をもりこみ、郷土意識の啓発に努める。

文化財研究会

一般

事業概要 主な関連計
画・法令

文化財や郷土の史跡などを広く広報するために、文化財マップや散策マップなどを作成す
るほか文化財や史跡を解説する案内板を設置する。また、子どもたちに文化財や郷土の歴
史などを分かりやすく説明する機会を設ける。文化財保護の啓発に関して広報に記事を掲
載する。

文化財保護保護法

文化財保護条例

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） 内訳（具体的な内容）
平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業費計（平成29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 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

642 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

文化財の啓発事業

■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 12 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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

町指定文化財の指定を契機に町内の文化財や郷土史跡、
神社・仏閣などを記した文化財マップを作成したほか、無形
を除く県指定（2件）、町指定（5件）に解説を示した案内板を
設置した。平成26年度には文化財特集記事を広報に掲載
し、文化財保護の啓発に努めた。

平成31年度以
降の展望

今後も文化財の他に郷土史跡などを広く町
内外に周知するため、マップの作成や案内
板の設置を行う。

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）

広報誌掲載

一定の成果があがっている。

これまでの主な成果

概ね効果的である。

事業実施上の問題点と対応策

文化財アドバイザーの設置によって郷土資料室利用者への利便は格段に
向上した。とりわけ小学生の見学時には、丁寧な解説が可能になり高評価
を得た。後期に歴史講座を開設し、全５回のプログラムを実施する予定であ
る。

今後も文化財アドバイザーを活用しながら、子どもから大人まで幅広い範囲
で文化意識の高揚に努めたい。

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

広報とよやまに郷土資料室の企画展の紹介記事を掲載し
た。
11月～3月の５回に渡り開催した「郷土の歴史を巡る」歴史
講座では、定員２０名に対し１６名の参加があった。
今後も文化財への関心を深めるため、親しみやすい内容の
歴史講座を開講する必要がある。

目標は達成できた。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

642 -2 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

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 10 教育費 項 6 社会教育費 目 3 文化財保護費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,800 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

600 600 600

600 600 600

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月 5月

6月 6月 6月

600 600 600

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

文化研究会の育成と支援事業

まちづくり重
点目標

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

文化財保護の意識が浸透し、町民と行政が協働で保護に向けて取り組んでおり、郷土の
文化財が身近なものとして町民に親しまれ、広く活用されている。

-

-

事業目的 主な協働・関
連団体

文化財保護意識の醸成と担い手の育成

文化財

豊山町の郷土に残る有形、無形の文化財や歴史的出来事について資料を収集、保存、整
理し、郷土文集などによりその研究成果を一般に公開するなどして、郷土愛を育て、地域
の文化意識の向上に寄与することを目的とした豊山町文化財研究会に、豊山町社会教育
関係団体補助金交付要綱に基づき、助成を行う。

文化財研究会

一般

事業概要 主な関連計
画・法令

（文化財研究会の主な事業）
・豊山町の民俗資料や歴史的事件についての情報収集、調査をし、郷土文集にまとめて発
行してきたが、２０刊号を持って完了した。
・現地研修会、ビデオ学習会などにより、文化財に対する理解を深める。（年3回）
・郷土を語る会により、研究成果を発表する。（年1回）
・文化財子ども広場により、地域の子どもたちに文化財の大切さや昔遊びの楽しさを伝える
（年1回）
・町教育委員会主催の文化財特別展への協力。（年１回）
・社会教育センター郷土資料室の展示・運営等に関する助言・協力。

文化財保護保護法

文化財保護条例

平成29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） 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 負担金補助及び交付金

補助金支出補助金支出

前年度事業実績報告
→額確定、事業計画受理
→審査後、交付決定通知

前年度事業実績報告
→額確定、事業計画受理
→審査後、交付決定通知

前年度事業実績報告
→額確定、事業計画受理
→審査後、交付決定通知

補助金支出

事業費計（平成29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 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

642 -2 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

文化研究会の育成と支援事業

■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 600 600 600

■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 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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

郷土文集の発行をはじめ、文化財特別展への協力、郷土を
語る会などの研究発表会、子ども達に日本の伝統文化を教
える文化財子ども広場など、様々な形態の活動は多岐にの
ぼり、かつ公共性が高い。地域の郷土愛の育成と、文化意
識の向上に貢献している。平成２３年度には「とよやま弁お
もしろカルタ」を１５０部作成し好評を得たほか、２４年度には
「とよやま弁ＣＤ」の制作、平成２６年度は文化財マップの第
３版を出版、平成２７年度は神社３か所に案内看板の設置を
行った。

会員の高齢化が進んでいるので、事業を継
続していくためには後継者を育成する必要が
ある。

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）

文化財保護事業の実施 回

石仏の名板設置など十分な成果があがっている。

これまでの主な成果

豊山町の文化財研究として効果を発揮している。

事業実施上の問題点と対応策

昨年度に引き続き、新たに受領した郷土資料や未整理となっていたものに
ついて整理を行い、台帳の加筆修正を行った。

収蔵品は絶えず、追加、廃棄など更新されるので定期的な台帳の修正が
必要となる。

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

町内の石仏（15か所）に名板の取り付けに協力し、文化財保
護意識の醸成に努めた。引き続き文化財研究会の行う文化
財保護事業に協力支援する必要があり、広報等でも紹介記
事を掲載していく。

計画どおり推移している。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

643 -1 A 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

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 3

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 3 文化財保護費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 342 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

50 50 50

50 50 50

14 14 14

114 114 114

時期（月） 時期（月） 時期（月）

10月～12月 10月～12月 10月～12月

8月･12月・3月 8月･12月・3月 8月･12月・3月

4月・10月 4月・10月 4月・10月

114 114 114

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

郷土資料室の整理事業

まちづくり重
点目標

文化財資料の活用促進

-

文化財保護の意識が浸透し、町民と行政が協働で保護に向けて取り組んでおり、郷土の
文化財が身近なものとして町民に親しまれ、広く活用されている。

-

文化財

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

事業目的 主な協働・関
連団体

貴重な郷土資料を後世に残し、郷土資料室の効果的な展示を行うために資料の整理を行
う。

一般

愛知学泉大学など

事業概要 主な関連計
画・法令

新たに収蔵した民具等の整理し台帳化するほか、既に台帳化したデータを含め全ての収
蔵品の電子データ化を行う。

文化財保護保護法

文化財保護条例

平成29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） 内訳（具体的な内容）

役務費

報償費 報償費 報償費

需用費需用費 需用費

役務費 役務費

特別展

文化財講座（全5回） 文化財講座（全5回）

特別展

企画展

特別展

企画展

文化財講座（全5回）

企画展

事業費計（平成29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 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

643 -1 A 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

郷土資料室の整理事業

■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 114 114 114

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

済

22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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

社会教育センターに収蔵している郷土資料について、平成6
年に民具整理、台帳整備を行った。平成22年には社会教育
センター収蔵の民具約2,000点を整理し、台帳化した。台帳
は、エクセルデータで整理し、写真も画像データとしてリンク
しているので、迅速な収蔵品の検索等が可能となった。 平
成22年から郷土の歴史に対する関心を高めるため歴史講
座を開設している。

社会教育センター郷土資料室の展示方法の
マンネリ化と管理運営方法の適正化が課題
となっている。町民が何度でも足を運びたく
なるような魅力ある郷土資料室とする。

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）

郷土資料室の整理

データの継続的な整理を実施し、迅速な検索に努めている。

これまでの主な成果

費用に対して効果的である。

事業実施上の問題点と対応策

企画展では、ことわざになった道具の展示を行った。 また、平成22年から郷
土の歴史に対する関心を高めるため歴史講座を開設しており、今年度は16
名の申し込みがあった。

文化財の収納スペースに限りがある為、管理方法が課題となっている。

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

町民から寄贈された民具や古文書等について整理を行い、
民具台帳の加筆・修正を行った。また、今年度は新たに22点
の寄贈を受け入れた。今後も新たな寄贈を受け入れ、展示
など周知に役立てるよう民具や古文書の収納場所を確保
し、引き続き台帳の加筆修正を行い、郷土資料室の整理を
進める必要がある。

データの継続的な整理を実施している。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

643 -2 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

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 3

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 3 文化財保護費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

7月 7月 7月

12月 12月 12月

随時 随時 随時

0 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）

郷土資料室展示方法の改善事業

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

まちづくり重
点目標

文化財保護の意識が浸透し、町民と行政が協働で保護に向けて取り組んでおり、郷土の
文化財が身近なものとして町民に親しまれ、広く活用されている。

社会教育センター2階の郷土資料室の資料を整理し、効果的な展示を行う。郷土資料室の
1画に「特別展示コーナー」を設置し、季節や目的にこだわった展示会を年2回開催する。

郷土資料室の効果的な展示を行い、町民が何度も足を運びたくなるような展示を行う。

一般

文化財保護保護法

文化財保護条例

文化財

文化財資料の活用促進

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

季節にまつわる収蔵品、パネ
ルの掲示

夏季特別展の開催 夏季特別展の開催

冬季特別展の開催

季節にまつわる収蔵品、パネ
ルの掲示

冬季特別展の開催冬季特別展の開催

季節にまつわる収蔵品、パネ
ルの掲示

夏季特別展の開催

平成29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） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29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 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

643 -2 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

郷土資料室展示方法の改善事業

■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 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 1

2 2 2 2 2 2

27年度 2 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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

郷土資料室の展示がマンネリ化を防ぐため、郷土資料室の
和室部分に「季節展示コーナー」を設け、展示に変化をもた
せてきた。平成22年度には、社会教育センター郷土資料室
を15年振りにリニューアルした。昭和30年代の雰囲気ただよ
うレトロな展示となり、町民が足を運びたくなるような魅力あ
る郷土資料室に少し近づいた。また、定期的に風習や行事
を解説したパネルを掲げたり、季節ごとに展示を入れ替える
など展示方法にも工夫を凝らしている。

常設展示については、概ね5年ごとに展示を
変更する。また、特別展については、年2回
開催する。

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）

郷土資料室の展示改善
特別展の展示回数（年間）

回

郷土資料室の展示改善
常設展の展示

回

見学者の関心を引く展示の工夫は必要である。

これまでの主な成果

効果的である。

事業実施上の問題点と対応策

風習や行事を解説したパネルを掲げたり、季節ごとに展示を入れ替えるな
ど展示方法にも工夫を凝らした。平成29年度前期は企画展として「ことわざ
になった道具たち」を行った。

町民が足を運びたくなるような魅力ある郷土資料室をめざし、マンネリ化し
ないよう定期的に展示物を入れ替えたり、企画展などを開催する必要があ
る。

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

「ことわざになった道具たち」、「豊山のむかし」と題して、２回
企画展示を行った。また、風習や郷土の文化を解説した時
節展示を定期的に行っている。
今後もマンネリ化しないよう、新しい企画展示や展示方法を
検討する必要がある。

計画的に時節展、企画展を開催した。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

651 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 1

予算体系 款 10 6 項 6 社会教育費 目 4 生涯学習推進費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 7,452 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2,484 2,484 2,484

2,484 2,484 2,484

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

6月 6月 6月

7月 7月 7月

10月 10月 10月

11月 11月 11月

2月 2月 2月

2,484 2,484 2,484

チケット発売

事業費計(平成29年度) 事業費計(平成30年度) 事業費計(平成31年度)

文化振興事業

文化振興事業サポーター会
議（チケット作成）

事業概要

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容）
平成29年度

-

人々の生活意識が多様化する中で、心の豊かさを求めて芸術鑑賞する人や、自ら芸術活
動をする人が増えている。芸術文化活動の活発化は人間関係に潤いや刺激を与え、活力
ある地域社会を形成に寄与する。

主な協働・関
連団体

芸術・文化

文化振興事業サポーター

一般

事業目的

町民に優れた文化・芸術にふれる機会として文化振興事業などの諸事業を行う。
平成２７年度はいっこく堂スーパーライブとYUSHIマジックショーを公演したが、２７年度は
かぶらないよう別分野の公演を予定する。

主な関連計
画・法令

委託料 委託料 委託料

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

文化振興事業

芸術・文化活動の推進

町民の心に潤いと刺激を与え、活力ある地域社会を形成していくため、町民と協働で文
化・芸術事業の振興を図るほか、町民が自ら行う芸術活動を支援する。

-

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

文化振興事業

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール
文化振興事業サポーター募
集

文化振興事業サポーター会
議（事業の選定、選考）

生涯学習審議会（事業決定）
指名審査会、見積徴収、契
約

内訳（具体的な内容）

生涯学習審議会（事業決定）
指名審査会、見積徴収、契
約

事業実施スケ
ジュール

文化振興事業サポーター会
議（チケット作成）

文化振興事業

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

文化振興事業サポーター会
議（事業の選定、選考）

文化振興事業サポーター会
議（事業の選定、選考）

生涯学習審議会（事業決定）
指名審査会、見積徴収、契
約

実施スケジュール 実施スケジュール
文化振興事業サポーター募
集

文化振興事業サポーター募
集

文化振興事業サポーター会
議（チケット作成）

チケット発売チケット発売



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

651 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

文化振興事業

■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 495 495 495

一般財源 1,989 1,989 1,989

■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

27年度 100 100 91

（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

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） C

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） B

その他財源の名称

事務事業評
価指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

文化振興事業の有料入場者
（入場券販売予定数に対する売
上枚数）

％

指標名 単位

平成28年度ま
での主な取組
と成果

入場料

その他財源の名称

現状値
（下段：時点）

その他財源の名称

平成31年度
以降の展望

子どもから高齢者までの全ての住民が、個々のニーズに
あった優れた芸術や文化にふれる機会を拡大し、文化の香
り高い町づくりを行うために、文化振興事業とサロンコン
サートを実施してきた。

ただ芸術や音楽などを楽しむだけに止まら
ず、サポーターとして参画したり、自ら出演
者となるなど「住民参加型の芸術・文化活動
の支援」を目指すものとする。

進行管理

特定財源の
増減理由

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

備考 備考

入場料 入場料

備考

８月に第１回文化振興事業サポータ会議を開催し、演目（茂木健一郎講演
会）について決定した。１１月のチケット販売の準備に向けて、１０月末に第
２回サポーター会議を開催する。

文化振興事業の企画、運営に参加する文化振興事業サポーターはボラン
ティアであるため、今後、実行委員形式など、検討する必要がある。

概ね効果的であった。

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

チケット販売目標は達成しなかった。
文化振興事業は公募による8人のサポーター参加による住
民との協働で行った。8月にサポーター会議を開催し、「茂
木健一郎氏講演会」の開催を決定した。10月にチケットの
作成、11月に販売の協力、2月18日当日の運営等積極的な
協力を得られた。チケット販売数は、ホールの満席（336席）
を目指したところ、305枚を販売し、31枚の余りが生じた。今
後も町民が芸術文化に直接ふれあうことができる機会を提
供していくが、チケットに余りが生じた場合は周知方法を改
めて考える必要がある。

サポーターとの協働により十分な効果があった。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

651 -2 B 継続

担当 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 1

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 4 生涯学習推進費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 600 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

200 200 200

200 200 200

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

6月 6月 6月

9月 9月 9月

12月 12月 12月

3月 3月 3月

200 200 200

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

サロンコンサートサロンコンサート

サロンコンサート

サロンコンサート

実施スケジュール

事業費計(平成29年度)

サロンコンサート

契約、出演者調整

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

契約、出演者調整

サロンコンサート

サロンコンサート

内訳（具体的な内容）

サロンコンサート

サロンコンサート

サロンコンサート

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 前年度実施計画の事業費

契約、出演者調整

平成29年度 平成30年度 平成31年度

一般

サロンコンサート事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

町民の心に潤いと刺激を与え、活力ある地域社会を形成していくため、町民と協働で文
化・芸術事業の振興を図るほか、町民が自ら行う芸術活動を支援します。

-

-

芸術・文化活動の推進

芸術・文化

人々の生活意識が多様化する中で、心の豊かさを求めて芸術鑑賞する人や、自ら芸術活
動をする人が増えている。芸術文化活動の活発化は人間関係に潤いや刺激を与え、活力
ある地域社会を形成に寄与する。

主な協働・関
連団体

地元で活躍する音楽家事業目的

住民がより気軽に音楽芸術にふれあう機会を提供するため、社会教育センターにおいてク
ラシックを中心としたミニコンサートを定期的に行う（年４回）。 主な関連計

画・法令

委託料 委託料 委託料

事業概要

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

サロンコンサート

サロンコンサート



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

651 -2 B 継続

担当 教育委員会 事務局 生涯学習 係 作成者

サロンコンサート事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 200 200 200

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 31年度 31年度

50.5 52 54 56 58 60

27年度 50.5 46.7 38.5

（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

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ 計画通りに遂行している

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

参加者増加のため、新規の参加者の開拓も必要である
サロンコンサートの入場者は、４回合計で１５４人、１回平均
は３８．５人で目標の５６人を達成することはできなかった。
この事業は、来場者に固定客が生まれ、町民の中に定着し
てきている。目標達成には、リピーターを増やし、新たな来
場者を呼び込む必要がある。従来のＰＲに加え、ＳＮＳ等を
利用した広報活動も考える必要がある。

講演については、ご好評をいただいている

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称

これまでの主な成果

特定財源の
増減理由

事業実施上の問題点と対応策

事務事業評
価指標

社会教育センターのホールを利用することで音響、照明を効果的に使用す
ることが可能となり、来場者の満足度を高めることに貢献している。第１回
の入場者は４４名、第２回の入場者は４３名と安定しているが、目標より少
ない数字となっている。

入場者が安定していることより、一定数のリピーターを獲得できていると考
えられる。これまで庁舎、社会教育センター、供用施設で案内を掲示してき
たが、新たな広報場所を考えれる必要がある。

平成28年度ま
での主な取組
と成果

平成31年度
以降の展望

サロンコンサートについては、平成１６年度から誰でも気軽
に楽しめるミニコンサートとして社会教育センターホワイエで
年４回（６月、９月、１２月、３月）実施している。毎回、約５０
人の参加があり、クラシックの生演奏を聴ける貴重な機会と
して町民に親しまれている。

芸術や音楽などを楽しむだけに止まらず、サ
ポーターとして参画したり、自ら主演者となっ
たり「住民参加型の芸術・文化活動の支援」
を目指す。

進行管理

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

その他財源の名称

サロンコンサート平均入場者
数

人



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

651 -3 C 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

11月 １１月 １１月

２月 ２月 ２月

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）

文化フォーラム文化フォーラム

事業費計(平成31年度)

文化展・芸能発表会

事業費計(平成30年度)

実施スケジュール 実施スケジュール

文化展・芸能発表会

-

内訳（具体的な内容）
平成30年度

実施スケジュール

文化展・芸能発表会

文化フォーラム

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

文化協会の行う文化事業の支援事業

芸術・文化活動の推進

町民の心に潤いと刺激を与え、活力ある地域社会を形成していくため、町民と協働で文
化・芸術事業の振興を図るほか、町民が自ら行う芸術活動を支援する。

-

平成31年度
内訳（具体的な内容）

事業目的

文化展、芸能発表会、文化フォーラムなどの主要な事業の運営を支援する。 主な関連計
画・法令

平成29年度

豊山町文化協会が行う諸事業を支援し、文化･芸術活動の普及と発展に資する。 主な協働・関
連団体

芸術・文化

文化協会

団体の行う文化活動

社会教育法

町社会教育関係団体補助金
交付要綱

事業概要

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業費計(平成29年度)



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

651 -3 C 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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）

文化協会の行う文化事業の支援事業

■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

■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 1

1 1 1 1 1 1

27年度 1 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） A

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A

文化展・芸能発表会について、生きがいタウン、広報により周知を行った。

文化協会は主体的に活動しており、効率的である。

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

計画どおり文化展・芸能発表会が開催された。

文化協会主催の文化展、芸能発表会（11月）及び文化
フォーラム（2月）は順調に計画通り実施された。今後も、町
内の文化・芸術活動の普及発展のため、支援していく必要
がある。

町内の文化・芸術活動の普及発展に一定の成果はあがっ
た。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

備考 備考

その他財源の名称その他財源の名称

備考

現状値
（下段：時点）

平成31年度
以降の展望

豊山町文化協会が本町の文化・芸術活動の普及・発展の
ために行う文化展、芸能発表会、文化フォーラムなどの諸
事業を支援してきた。

進行管理

文化協会主導のもと、順調に計画されており、特に問題はないと考える。

文化フォーラム 回

文化展・芸能発表会 回

指標名

本町の文化・芸術活動の普及・発展のため
に文化協会の諸事業を支援していく。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

特定財源の
増減理由

単位

平成28年度ま
での主な取組
と成果

その他財源の名称

事務事業評
価指標



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

652 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 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 6

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 10 教育費 項 6 社会教育費 目 1 社会教育総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 13,560 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

4,520 4,520 4,520

4,520 4,520 4,520

時期（月） 時期（月） 時期（月）

6月 6月 6月

7月 7月 7月

3月 3月 3月

5,220 4,520 4,520

事業費計(平成29年度) 事業費計(平成30年度) 事業費計(平成31年度)

実績報告書提出

実施スケジュール 実施スケジュール

芸術・文化

文化協会

文化振興団体、文化・芸術活動グループや指導者の育成と支援

事業目的

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

事業概要

町民の心に潤いと刺激を与え、活力ある地域社会を形成していくため、町民と協働で文
化・芸術事業の振興を図るほか、町民が自ら行う芸術活動を支援します。

-

-

文化振興に寄与する団体を支援する。 主な協働・関
連団体 小中学校ＰＴＡ

平成29年度 平成30年度

文化協会と小中学校ＰＴＡの文化活動に対し、助成を行う。 主な関連計
画・法令

文化協会や文化・芸術グループ
の育成と支援事業

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

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

平成31年度

社会教育法

町社会教育関係団体補助金
交付要綱

団体の行う文化活動

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

文化芸能フェスティバル実行委員会に行う
補助金を廃止し、減額していた文化協会補
助金を平成２７年度までの金額に戻した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

補助金申請書提出補助金申請書提出

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

補助金申請書提出

補助金交付

実績報告書提出

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

内訳（具体的な内容）

補助金交付補助金交付

実績報告書提出



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

652 -1 B 継続

担当 部 教育委員会 事務局 生涯学習 係 作成者

文化協会や文化・芸術グループ
の育成と支援事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 4,520 4,520 4,520

■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 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

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） A 団体の主体的な活動の育成に対して効果的である。

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

対象団体の支援について計画通り推移している。

文化協会と小中学校PTAサークル（4校）に対して社会教育
関係団体補助金を交付した。また、補助金の趣旨に基づき
適正に執行されるよう指導した。今後も町民の文化振興の
ため引き続き援助を行っていくものとする。

文化展の開催（出展） 回

補助金の趣旨に基づき適正執行されるよう指導した。

　文化協会と小中学校ＰＴＡサークルへの社会教育関係団体補助金は、５
月に申請書が提出され、６月に補助金を交付したところ、順調に団体運営
がなされている。

これからも、事業費補助金として、明確な使途のもと適切に執行されている
か検証しなければならない。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

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）
指標名

平成31年度
以降の展望

文化振興を図る地域での団体として定着しており、町文化
展・独自事業などの企画・運営が進められてきた。団体の
行う周年記念行事・特別事業に関しては、個別の助成要綱
を設け、経理面で本会計と混同しないように整理した。ま
た、平成27年度に文化協会に対し愛知県文化協会連合会
東尾張部芸能大会補助金を交付した。なお、平成２８年度
は、「国民文化祭あいち2016」分野別市町村事業「文化芸
能フェスティバルｉｎとよやま」を町と文化協会にて実行委員
会を組織し、文化展・芸能発表会を行った。

現状値
（下段：時点）

単位

平成28年度ま
での主な取組
と成果

事務事業評
価指標

文化協会の会員数の増加を図るとともに、
小中学校ＰＴＡの青少年育成活動や社会参
加活動への参加を促進させる。

進行管理

特定財源の
増減理由

備考 備考 備考

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

652 -2 Ｃ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 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 6

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 5

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

0 0

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

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）

前年度実施計画の事業費

（社会教育センター管理一般
事業、学習等供用施設維持
管理事業による）

（社会教育センター管理一般
事業、学習等供用施設維持
管理事業による）

前年度実施計画の事業費

実施スケジュール
（社会教育センター管理一般
事業、学習等供用施設維持
管理事業による）

事業費計（平成29年度）

全町民・施設利用者

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

主な協働・関
連団体

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち

―

―

内訳（具体的な内容）

文化施設の整備

事業目的

芸術文化活動施設整備を行うことにより、住民生活の利便性の向上を目指す。

平成31年度

芸術・文化

町民が自由に芸術文化活動を行うことができる場所の整備を行うことにより、利便性向上と
振興を図る。

文化振興団体、文化・芸術活動グループや指導者の育成と支援

社会教育センターや学習等供用施設等の生涯学習施設の利用状況から、未だ余裕がある
ので、芸術文化活動の場として、生涯学習施設を活用する。 主な関連計

画・法令

内訳（具体的な内容）

生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画 

前年度実施計画の事業費

事業概要

平成29年度 平成30年度

　



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

652 -2 Ｃ 継続

担当 教育委員会 事務局 社会教育ｾﾝﾀｰ 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）

文化施設の整備

■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

（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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

社会教育センターは毎年度多くの利用件数を記録している。

生涯学習拠点施設として十分な成果を得ている。

施設の維持管理に努め、効率的な施設運営を継続する。

　安全、快適な施設を確保するため修繕や設備の更新を
行った。
　施設維持に係る経費について、使用料に転嫁する形で利
用者にも一定の負担を求めていく。

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

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

引き続き、芸術文化活動の場所として、生涯
学習施設の充実を図る。

特定財源の増
減理由

備考

その他財源の名称

社会教育センターの設備及び備品もオープン以来続けて利用しているもの
が多くある。今年度はここまで３階料理教室のガスレンジを１台更新した。ま
た、１階北側自動ドアの修繕も行った。

建設後３０年近く経過し、社会教育センター内の修繕箇所が増えている。学
習等供用施設も含め建物や設備機器の点検を行い、計画的に修繕や設備
の更新を実施していく。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

（社会教育センター管理一般
事業、学習等供用施設維持
管理事業による）

現状値
（下段：時点）

平成31年度以
降の展望

備考

その他財源の名称

備考

社会教育センター実習室２の増築や、３つの学習等供用施
設の改築を行うことにより、生涯学習施設を充実させ、芸術
文化活動施設の機能も向上した。

事務事業評価
指標

指標名 単位



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

751 -1 Ａ 継続

担当 総務　 部 総務 課・事務局 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 7

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

5月 5月 5月

9月 9月 9月

12月 9月 9月

3月 3月 3月

随時 随時 随時

0 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

財源確保事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

－

－

－

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

地域振興や土地利用などの新たな財源を生み出す背策に取り組むとともに、受益者負担
の原則に立った使用料・手数料等の見直しや国・県補助金制度の有効活用を行い、安定
的な財源確保に努める。また、後年度の財政負担に配慮した、地方債の計画的な活用（借
入）を行う。

地方財政法

地方財政法施行令

地方債に関する省令

豊山町広告掲載要領

財政運営

安定的な財源の確保

地方税の大幅な減収や近年の世界的な経済の低迷による歳入予算の縮小に対し、町の
歳入底上げに繋がるような財源の確保に努め、財政基盤を強化する。

役場内

平成29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） 内訳（具体的な内容）

元気な愛知の市町村づくり補助金（従
来枠）申請、起債計画の作成

元気な愛知の市町村づくり補助金（従
来枠）申請、起債計画の作成

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

市町村振興協会基金交付金
申請

市町村振興協会基金交付金
申請

地方債借入 地方債借入 地方債借入

市町村振興協会新宝くじ交付
金申請

市町村振興協会新宝くじ交付
金申請

市町村振興協会新宝くじ交付
金申請

市町村振興協会基金交付金
申請

元気な愛知の市町村づくり補助金（従
来枠）申請、起債計画の作成

実施スケジュール

使用料・手数料の見直し、国・県補助金の活
用、ふるさと寄附金の受入

使用料・手数料の見直し、国・県補助金の活
用、ふるさと寄附金の受入

使用料・手数料の見直し、国・県補助金の活
用、ふるさと寄附金の受入

起債協議 起債協議 起債協議事業実施スケ
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 前年度実施計画の事業費

実施スケジュール 実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

751 -1 Ａ 継続

担当 総務　 部 総務 課・事務局 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29～31年度）

財源確保事業

■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

112,397 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下

27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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

　市町村振興協会基金交付金（12,682千円）及び市町村振
興協会宝くじ交付金（4,732千円）の交付申請を行った。ま
た、豊山保育園外壁等改修事業債（40,000千円）及び社会
教育センター空調設備改修事業債（148,000千円）の借入を
行った。
　今後は新たな財源を生み出す施策に取り組む必要があ
る。 効率的な執行は認められるものの、新たな財源確保に取り

組む必要がある。

一次評価に同じ。

広告入り窓口封筒の更新を行ったものの、新たな財源確保
には至らなかった。

一次評価に同じ。

広告入り窓口封筒の更新を行った。

一次評価に同じ。

その他財源の名称 その他財源の名称

備考 備考

その他財源の名称

「愛知県市町村振興協会基金交付金（サマージャンボ収益
金）」及び「愛知県振興協会新宝くじ交付金（オータムジャン
ボ収益金）」を豊山チャンネル運用事業に、「元気な愛知の
市町村づくり補助金（従来枠）」をバス運行事業に充当した。
また、平成20年より都市計画税の導入、同年10月よりふるさ
と寄附金を開始、平成22年度に広告入り窓口封筒の無償提
供者を募集、平成24年度は自動販売機設置スペースに係る
使用料について入札を導入し、財源確保（支出削減）に努め
た。

平成30年度以
降の展望

引き続き、新たな財源を生み出す施策に取り
組むとともに、財源不足については、後年度
の財政負担を考慮しながら、基金の取り崩し
や地方債の借入による補てんにより財源を
確保する。

備考

特定財源の増
減理由

進行管理

元気な愛知の市町村づくり交付金（旧愛知県市町村振興事業費補助金）の
交付申請を行った。（決定額：1,000千円）
歳出削減による一般財源の確保策として、広告入り窓口封筒の更新手続を
行った。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

事務事業評価
指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）

住民1人あたりの起債額
（H26類似団体平均505,302
円）

円

厳しい財政状況を考慮し、新たな自主財源の確保に努めるとともに、地方
債の借入にあたっては、後年度負担を考慮し、事業及び借入額の精査、借
入時期の先送り等を検討する。

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

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

751 -3 A 新規

担当 総務 部 総務 課・事務局 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 7

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 1

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 3 財政会計管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 7,561 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2,000 43 43

81 2,648 2,648

98

2,179 2,691 2,691

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 （随時） （随時）

4月

7月

8月

10月

（随時）

0 2,179 2,691

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

ふるさと寄附金事業

まちづくり重
点目標

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

－

－

－

事業目的
地方税の大幅な減収や近年の世界的な経済の低迷による歳入予算の縮小に対し、町の
歳入底上げに繋がるような財源の確保に努め、財政基盤を強化する。

－

主な協働・関
連団体

財政運営

安定的な財源の確保

事業概要 町に対して寄附を行なった者に対して、寄附金額に応じて設定された返礼品を贈呈する。 主な関連計
画・法令

地方税法

豊山町ふるさと寄附金事務取扱要綱

平成29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） 内訳（具体的な内容）

需用費 役務費 役務費

役務費 委託料 委託料

使用料及び賃借料

事業費計（平成29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 実施スケジュール
ふるさと寄附金業務一括代
行委託契約締結

返礼品提供事業者の募集・選
定委員会開催・返礼品承認

返礼品提供事業者の募集・選
定委員会開催・返礼品承認

返礼品提供事業者募集

返礼品選定委員会開催

ふるさと寄附事務取扱要綱
制定

返礼品贈呈開始

返礼品提供事業者の募集・選
定委員会開催・返礼品承認

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 前年度実施計画の事業費

平成28年度新規事業のため 業務を一括代行としたため。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

751 -3 A 新規

担当 総務 部 総務 課・事務局 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29～31年度）

ふるさと寄附金事業

■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 2,179 2,691 2,691

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

― ― ― 500 500 500

H28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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

－
平成31年度
以降の展望

返礼品提供事業者数及び返礼品の品数も
増加し、日本全国から寄附が集まっている。

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）

寄附件数 件

新たな財源の創出、町のＰＲ効果について十分評価でき
る。

今後も返礼品の拡充に努める必要がある。

これまでの主な成果

ふるさと寄附金事業を効率よく遂行している。

一次評価に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

ふるさと寄附に係る事務を委託するため、株式会社さとふると契約を締結
した。
また、返礼品提供事業者を募集すると同時に、業者の発掘作業も行った。
その後、7月に選定委員会を開催して開始時の返礼品を決定した。
実際の返礼品贈呈開始は10月2日からとなったため、9月に「豊山町ふるさ
と寄附事務取扱要綱」を制定した。

本町のPRと寄附金を集めるため、新たな返礼品の発掘や魅力的な寄附金
の使途を設定していく必要がある。

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10月2日からふるさと寄附の返礼品贈呈を開始
した。寄附の使途としては、総合計画の7つの分野別まちづ
くりの目標と町長のおまかせの8つの区分を設定し、29年度
末には23項目の返礼品を用意した。今後も町ならではの返
礼品の拡充や制度の周知に努め、本町のＰＲ及び財源確
保に向けて事務を進めていく。

返礼品の贈呈開始に向けて、円滑かつ適正に事務を執行
できた。

より良い制度となるよう、町内事業者等と一体となって事務
を進める。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

752 -1 Ｂ 継続

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 7

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 年度 終了年度 31 年度 各種行政計画

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

～9月 ～9月 ～9月

10月 10月 10月

0 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 前年度実施計画の事業費

予算編成方針作成 予算編成方針作成 予算編成方針作成

事業費計（平成29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 実施スケジュール

財政計画の策定・見直し 財政計画の策定・見直し 財政計画の策定・見直し

平成29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） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

社会情勢の変化や行政需要の多様化にも、計画的かつ合理的な行政運営が長期的に安
定して実施できるよう、中長期的な視点に立った財政計画の策定及び財政指標の目標値
を設定し、今後の財政運営の取組を定め、予算編成や財政運営の基本とする。

豊山町第4次総合計画

豊山町新行政改革大綱

（集中改革プラン）

事業目的 主な協働・関
連団体

財政運営

財政計画に基づく財政運営の適正化

町税をはじめとする歳入の減及び扶助費・公債費といった義務的経費の増による、財政の
硬直化が懸念されるなか、財政運営の健全性を確保するため、的確な財政推計に基づく
財政計画を策定する。

役場内

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

財政管理事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

－

－

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

752 -1 Ｂ 継続

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29～31年度）

財政管理事業

■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

78.3 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下

28年度

112,397 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下

27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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

地方公会計制度に基づく連結財務４表（平成27年度決算分）を作成し、公表
した。
財政健全化法に基づく財務指標（平成28年度決算分）を算定し、広報及び
町ホームページに公表した。

長期的な視点に立ち、5年、10年先を見据えた堅実な財政運営を行うととも
に、基金や地方債の活用については、後年度負担を考慮し、慎重に行うこ
ととする。

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

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成20年度より財政健全化法に基づく財務指標の算定・公
表を行っている。
平成21年度より新地方公会計制度に基づく連結財務4表の
作成・公表を行うこととなった。
平成23年度予算は総合計画の施策に沿ったものとするた
め、予算の事前調整と実施計画の進行管理を一体的に行っ
た。

平成30年度以
降の展望

社会経済情勢の動向に注視しながら、それ
に見合った財政計画となるよう見直しを行
い、予算編成や財政運営を行う。

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

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

経常収支比率
（H26類似団体平均88.8%）

％

住民一人あたりの起債額
（H26類似団体平均505,302
円）

円

　財政健全化法に基づく各財務指標を算定し、各指標から
本町は健全な財政状況が確保されているといえる。
　今後も計画的かつ合理的な財政運営を長期的に実施でき
るよう、予算編成や財産管理を行っていく。

効率性を意識して執行している。

一次評価に同じ。

財政運営の健全性は確保されている。

一次評価に同じ。

財政運営の健全性は確保されている。

一次評価に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

752 -2 Ｂ 継続

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 7

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 11 公債費 項 1 公債費 目 1 元金

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 417,755 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

134,186 139,838 143,731

134,186 139,838 143,731

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月 5月

9月 9月 9月

10月 10月 10月

3月 3月 3月

124,973 134,186 139,838
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 前年度実施計画の事業費

平成27年度借入債（豊山小学校講堂改修事
業債、新栄小学校校舎増築事業債）の据置
期間終了により、元金の償還が始まるため。

平成23年度借入債（水路改修事業債）、平成
25年度借入債（総合福祉センターしいの木施
設整備事業債）の据置期間終了により、元金
の償還が始まるため。

平成24年度借入債（道路改修事業債）、平成
26年度借入債（豊山グランド整備事業債）の
据置期間終了により、元金の償還が始まる
ため。

翌年度以降の償還計画見込
の作成（予算編成時）

翌年度以降の償還計画見込
の作成（予算編成時）

翌年度以降の償還計画見込
の作成（予算編成時）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 実施スケジュール

元金償還 元金償還 元金償還

元金償還 元金償還 元金償還

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

償還計画作成 償還計画作成 償還計画作成

平成29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） 内訳（具体的な内容）

償還金、利子及び割引料 償還金、利子及び割引料 償還金、利子及び割引料

財政運営

財政計画に基づく財政運営の適正化

適正な償還計画を作成することにより、長期にわたって健全な財政運営を進める。

役場内

愛知県、東海財務局

地方公共団体金融機構

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

財源確保事業で借り入れた町債について償還計画を作成し、元金の償還を行う。

地方財政法

地方財政法施行令

地方債に関する省令

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

町債（元金）償還事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

－

－

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

752 -2 Ｂ 継続

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29～31年度）

町債（元金）償還事業

■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 134,186 139,838 143,731

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

112,397 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下

28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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

借入先から送付された償還年次表をもとに、償還計画表の修正を行った。
また、９月償還分について適正に償還を行った。

償還にあたっては、償還金額及び償還日等の誤りにより遅延利息が発生す
ることのないよう、償還計画表及び、借入先から送付される振込通知書等
に基づき適正な償還手続を行う。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）現状値
（下段：時点）

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

事務事業評価
指標

指標名 単位

特定財源の増
減理由

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

住民1人あたりの起債額
（H26類似団体平均505,302
円）

円

備考 備考

財源確保事業と連動し、償還計画表に基づき適正に償還を
行った。

平成30年度以
降の展望

引き続き、償還計画を作成し、適正に償還を
行う。

　償還計画表に基づき、９月及び３月に町債の元金償還を
行った。今後も引き続き、起債に頼らない健全な財政運営を
進めていく。

償還計画表に基づき、適正に償還を行った。

一次評価に同じ。

償還計画表に基づき、適正に償還を行った。

一次評価に同じ。

償還計画表に基づき、適正に償還を行った。

適正に償還を行った。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

752 -2 Ｂ 継続

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 7

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 2

予算体系 款 11 公債費 項 1 公債費 目 2 利子

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 53,398 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

19,186 17,812 16,400

19,186 17,812 16,400

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月 5月

9月 9月 9月

10月 10月 10月

3月 3月 3月

23,749 19,186 17,812前年度実施計画の事業費

平成29年度以降新規借入を見込んでいない
ため

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

平成１７年度借入債（臨時財政対策債）及び
平成１８年度借入債（減税補てん債）の利率
見直しにより、償還利子額そのものが減少し
たため。

平成29年度以降新規借入を見込んでいない
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 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）

利子償還 利子償還 利子償還

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

翌年度以降の償還計画見込
の作成（予算編成時）

翌年度以降の償還計画見込
の作成（予算編成時）

翌年度以降の償還計画見込
の作成（予算編成時）

償還計画作成 償還計画作成 償還計画作成

利子償還 利子償還 利子償還

平成29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） 内訳（具体的な内容）

償還金、利子及び割引料 償還金、利子及び割引料 償還金、利子及び割引料

地方公共団体金融機構

役場内

事業概要 主な関連計
画・法令

財源確保事業で借り入れた町債について償還計画を作成し、利子の償還を行う。

地方財政法

地方財政法施行令

地方債に関する省令

事業目的 主な協働・関
連団体

財政運営

財政計画に基づく財政運営の適正化

適正な償還計画を作成することにより、長期にわたって健全な財政運営を進める。 愛知県、東海財務局

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

町債（利子）償還事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

－

－

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

752 -2 Ｂ 継続

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29～31年度）

町債（利子）償還事業

■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 19,186 17,812 16,400

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

112,397 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下

28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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

　償還計画表に基づき、９月及び３月に町債の利子償還を
行った。今後も引き続き、起債に頼らない健全な財政運営を
進めていく。

償還計画表に基づき、適正に償還を行った。

一次評価に同じ。

償還計画表に基づき、適正に償還を行った。

適正に償還を行った。

償還計画表に基づき、適正に償還を行った。

一次評価に同じ。

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）

住民1人あたりの起債額
（H26類似団体平均505,302
円）

円

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

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

財源確保事業を連動し、償還計画表に基づき適正に償還を
行った。

平成30年度以
降の展望

引き続き、償還計画を作成し、適正に償還を
行う。

借入先から送付された償還年次表をもとに、償還計画表の修正を行った。
また、9月償還分について適正に償還を行った。

償還にあたっては、償還金額及び償還日等の誤りにより遅延利息が発生す
ることのないよう、償還計画表及び、借入先から送付される振込通知書等
に基づき適正な償還手続を行う。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

753 -1 Ａ 継続

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 7

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 3

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 3 財政会計管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 351,610 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

5 5 5

463 463 463

20 20 20

5,238 2,862 2,862

337,274 955 955

343,000 4,305 4,305

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月・11月 5月・11月 5月・11月

6～8月 6～8月 6～8月

7月 7月 7月

6～3月 6～3月 6～3月

10～3月 10～3月 10～3月

随時 随時 随時

3,836 343,000 4,305

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

財政運営事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

－

－

－

事業目的 主な協働・関
連団体

財政運営

財源の効率的な配分

社会経済情勢が大きく変化する中、多様化する行政課題に的確に対応していけるよう、事
業の「選択」と「集中」により、適正な財源配分を行うとともに、財政計画に基づいた安定的
で持続可能な財政運営を行う。

役場内

事業概要 主な関連計
画・法令

「選択」と「集中」による事業の重点化や優先順位付けを実施し、総合実施計画との連動性
を密にした予算編成を行う。予算執行状況については、財政状況の公表を行うとともに、決
算統計、財政健全化法に基づく指標の算定、新地方公会計制度による財務4表作成による
財政分析を行い、財政構造の改善を図る。また、交付税等算定業務や入札・契約事務を行
う。

地方自治法、地方財政法

地方交付税法

財政健全化法

豊山町予算決算会計規則

平成29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） 内訳（具体的な内容）

委託料 委託料 委託料

積立金 積立金 積立金

需用費 需用費 需用費

役務費 役務費 役務費

旅費 旅費 旅費

予算編成（方針作成、事前調
整・査定・裁定・予算書作成）

予算編成（方針作成、事前調
整・査定・裁定・予算書作成）

予算編成（方針作成、事前調
整・査定・裁定・予算書作成）

交付税本算定事務 交付税本算定事務 交付税本算定事務

財務4表作成 財務4表作成

財政状況の公表 財政状況の公表 財政状況の公表

決算統計、健全化法指標算
定

決算統計、健全化法指標算
定

決算統計、健全化法指標算
定

入札・契約事務 入札・契約事務 入札・契約事務

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

財務4表作成

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 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 前年度実施計画の事業費

【委託料】
統一的な基準に対応したシステム導入や財
務書類作成対応費用が増額となったため。

【委託料】
システム導入費用の減による。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

753 -1 Ａ 継続

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29～31年度）

財政運営事業

■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 955 955 955

一般財源 342,045 3,350 3,350

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

78.3 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下 類団平均以下

28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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

　平成29年度の執行状況は、歳入の核となる町税のうち法
人町民税、固定資産税、個人町民税及び軽自動車税の増
収に伴い、町税全体で平成28年度比で約8.2％の増となっ
た。
　今後の取組として、歳入については、引き続き、収納率の
向上や広告媒体の利用、町有財産の有効活用等、新たな
財源創出に努め、歳出については、積極的に経費の削減を
進める一方、老朽化した公共施設の改修を図るため、国・県
等の財源制度を最大限活用し、今後取り組むべき課題に的
確に対応するとともに、最小の費用で最大の効果を得ること
ができるよう執行していく。また、災害時等の緊急時対応に
備えて基金残高を一定に保つため、計画的な基金管理を行
う。

効率性を意識して、業務改善に努めている。

平成30年5月から導入する電子入札を適正に行う必要があ
る。

予算・決算を中心とする財政業務を遅滞なく執行した。

一次評価に同じ。

予算・決算を中心とする財政業務を遅滞なく執行した。

入札・契約業務を適切に執行した。

財政調整基金運用利子、教育施設整備基金運用利子 財政調整基金運用利子、教育施設整備基金運用利子 財政調整基金運用利子、教育施設整備基金運用利子

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 備考

％

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成20年度からは財政健全化法に基づく財務指標の算定・
公表を、平成21年度からは新地方公会計制度に基づく連結
財務4表の作成・公表を始めた。
平成23年度予算は総合計画の施策に沿ったものとするた
め、予算の事前調整と実施計画の進行管理を一体的に行っ
た。
契約関係については、平成19年度より入札参加資格審査申
請を愛知県をはじめとする県下自治体とともに電子システム
による共同受付に変更した。

平成30年度以
降の展望

総合計画及び財政計画に基づきながら、財
政指標等の分析を行い、安定した財政運営
を行う。

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）

経常収支比率
（H26類似団体平均88.8%）

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

平成28年度下期の財政状況の公表を5月に行った。
なお、平成28年度の決算状況及び平成29年度上期の財政状況については
11月に公表予定。

引き続き、第4次総合計画後期計画と各事業の予算との連携を意識した予
算編成を行う必要がある。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

754 -1 Ｂ 継続

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 7

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 4

予算体系 款 － － 項 － － 目 － －

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 36 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

12 12 12

12 12 12

時期（月） 時期（月） 時期（月）

1～3月 1～3月 1～3月

4月 4月 4月

月初 月初 月初

随時 随時 随時

随時 随時 随時

12 12 12

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

財産管理事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

－

－

－

事業目的

役場内

主な協働・関
連団体

普通財産貸付団体

行政財産使用団体

財政運営

財産の有効活用

既存施設の利用方法や使用料の見直し、低未利用地の活用を図り、町有財産を有効に活
用する。

事業概要 主な関連計
画・法令

地方自治法

豊山町財産管理規則

豊山町行政財産の目的外使用にかかる使用料条例

施設については管理部署と、低未利用地については地域振興課と調整を図りながら、町有
財産の有効活用を見出す。また、財源確保事業と連動しながら、自動販売機設置に係る使
用料への入札制度導入など、自治体の先進的事例を参考にし、普通財産の貸付や行政財
産の目的外使用について検討する。

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） 内訳（具体的な内容）

役務費 役務費 役務費

許可書・納付書送付 許可書・納付書送付

平成29年度 平成30年度 平成31年度

低未利用地の活用方法検討 低未利用地の活用方法検討 低未利用地の活用方法検討

使用料納付書送付 使用料納付書送付 使用料納付書送付

施設利用方法・使用料の見
直し

施設利用方法・使用料の見
直し

施設利用方法・使用料の見
直し

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

行政財産の目的外使用許可
申請受付

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 実施スケジュール
行政財産の目的外使用許可
申請受付

行政財産の目的外使用許可
申請受付

許可書・納付書送付

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 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

754 -1 Ｂ 継続

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29～31年度）

財産管理事業

■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 12

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

　前年度同様、自動販売機設置に係る敷地の貸付を行い、
貸付料と電気料の徴収を行った。
　今後も各施設の管理部署と連携し、行政財産の貸付等の
公有財産の有効活用を進める。

効率的な事務の執行が認められる。

一次評価に同じ。

自動販売機設置の貸付継続に努めた。

一次評価に同じ。

自動販売機設置業者からの歳入の継続に留まった。

一次評価に同じ。

平成30年度以
降の展望

自治体の先進的事例を参考にしながら、引
き続き既存施設の利用方法や使用料の見直
し、低未利用地の活用を図り、町有財産を有
効に活用する。

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

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

事務事業評価
指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）

平成19年度に産業文化会館を解体した。
平成21年度に豊山交番敷地の賃借料について見直しの検
討を行った（平成22年度より値下げ）。
平成24年度以降の自動販売機の設置に係る使用料につい
て入札制度を導入した。

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

行政財産の有効活用の一環として平成24年度に導入した自動販売機設置
に係る敷地の貸付契約に関し、賃貸料や電気料の徴収を行った。その他、
普通財産の貸付や、行政財産の目的外使用許可に係る事務を行った。
建物保険について、豊山町高齢者生きがいセンターの建物保険の支払い
を行った。

町有財産の有効活用について先進自治体の状況を把握し、新たな自主財
源の確保に努める。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

711 -2 Ａ 継続

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 7

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 1

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 2,640 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

330 330 330

151 151 151

399 399 399

880 880 880

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

７月 ７月 ７月

１０月 １０月 １０月

１１月 １１月 １１月

１月 １月 １月

290 880 880

報告書の作成・送付

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

町民討議会議の開催事業

まちづくり重
点目標

事業概要 主な関連計
画・法令

協働のまちづくり指針

事業目的

全住民

主な協働・関
連団体

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） 内訳（具体的な内容）

報償費 報償費 報償費

役務費 役務費 役務費

委託料 委託料 委託料

運営委託契約

会議の内容の決定 会議の内容の決定

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

会議の内容の決定

報告書の作成・送付

案内通知送付・住民周知 案内通知送付・住民周知

開催 開催

案内通知送付・住民周知

開催

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 前年度実施計画の事業費

平成２８年度は、５年間継続開催の効果検証
等を実施するものであるため。

実施スケジュール

報告書の作成・送付

①町民の町政への関心の向上とまちづくり活動への参画意欲の醸成
②町民の町政への参画機会の拡大
③幅広い年代のまちづくりの担い手を発掘、育成

住民基本台帳から無作為抽出した住民（５０名程度）により、地域の公共的課題を討議し、
解決策を探る。テーマは、町のビジョンや政策構想の方向性により毎年設定し、会議への
参加者には、報償費を支給する。当日の運営は、まちづくりサポーターに委託することによ
り、新たな人材を探し出す機会にもつなげる。

運営委託契約

実施スケジュール 実施スケジュール

運営委託契約

平成29年度

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

協働への理解を深め、町政への関心とまちづくり活動への参加意欲を醸成する。

－

－

協働のまちづくりの意欲醸成と参加機会の拡大

住民協働

事業実施スケ
ジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

711 -2 Ａ 継続

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29～31年度）

町民討議会議の開催事業

■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 880 880 880

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

68.3 71.0 72.0 73.0 74.0 75.0

25年度 - - -

48.3 57.0 59.0 61.0 63.0 67.0

25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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成２３年度以降毎年度実施して、５回開催した。上記「事
業目的」にそって成果を分析する。①について、アンケート
結果は、「町政への関心がある住民割合」は平成２０年６７．
６％に対して平成２５年６８．３％（平成３１年目標値７５％）、
「まちづくり活動等への参加意向がある住民割合」は平成２
０年４６．０％に対して平成２５年４８．３％（平成３１年目標値
６７％）と微増にとどまり現時点では目標値には達していな
い。②・③については、まちづくりサポーター事業において具
体化が進んでいる。平成２９年１月に５年間を総括する討議
会議を開催する。

平成31年度以
降の展望

ＮＰＯ法人となったまちづくりサポーターの人
材発掘の機会にもなっている。協働の機運
が高まり、行政と同様、町民や町民団体もま
ちづくりにおいて重要な役割を担っている。

％

町政に関心がある住民割合 ％

まちづくり活動などへ参加意
向がある住民割合

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）

事業実施上の問題点と対応策

　１１月１９日（日）開催にむけて、準備を進めている。平成２８年度の町民討
議会議で、今後話し合いたいテーマについて話し合っていただいた。それを
踏まえたテーマ設定にする予定である。

これまでの主な成果

比較的年齢層の高い町民の参加数が多い。また、話し合った結果が町政
に具体的に反映される実感に乏しいと思われる。テーマの設定などに配意
していくことで対応していく。

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

　１１月１９日（日）に町民討議会議を開催した。過去６回の
討議会議と異なり、ＮＰＯ法人豊山町まちづくりサポーターと
の協働で実施運営をした。『航空館boonを盛り上げよう！』
『大地震が来たとき、わたしたちに何ができるか考えよう』
『町民討議会議で取り上げてほしいテーマと討議会議の感
想』の３テーマで討議を行い、参加者から出た意見などを報
告書としてとりまとめた。討議会議参加者の中からまちサポ
新規加入者が現れるなど、まちづくりに参画する人材発掘
の場ともなった。
　町民の主体性を引き出すために、今後もまちサポや町民
団体との協働で継続して実施する。次期総合計画の策定に
向け、行政への意見の反映も合わせて実施できるよう検討
する。

特に若い世代のまちづくりの担い手の発掘は、金銭的価値
では図ることのできない価値を有している。

費用対効果は問題ない。

町政への関心とまちづくり活動への参画意欲は目標に届い
ていない。

一次評価に同じ。

幅広い年代のまちづくりの担い手を発掘、育成できている。

一次評価に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

712 -1 Ａ 継続

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 7

人 該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 1

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 4,131 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,377 1,377 1,377

1,377 1,377 1,377

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

年２回 年２回 年２回

毎月第２・４
金曜日

毎月第２・４
金曜日

毎月第２・４
金曜日

年２回 年２回 年２回

年１２回 年１２回 年１２回

0 1,377 1,377

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

ＮＰＯ・ボランティア団体の支援

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

協働への理解を深め、町政への関心とまちづくり活動への参加意欲を醸成す
る。

-

協働のまちづくりを進めることにより、行政のみでは行き届きにくい、きめの細か
い福祉サービスを享受できる。

事業目的 主な協働・
関連団体

豊山町まちづくりサポーター

事業概要 主な関連計
画・法令

協働のまちづくり指針

全住民・団体

住民協働

ＮＰＯ・ボランティアとの協働の推進

意欲ある住民が主体的に活動できる場を整え、住民の力を引き出して協働のま
ちづくりを推進する。これにより、活動に取り組む住民の充足度を高めるととも
に、本町の住民福祉をいっそう向上させる。

豊山町まちづくりサポーター（まちサポ）を支援するとともに、まちサポを通じて
他の住民や団体の活動支援を行う。

委託料

平成29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） 内訳（具体的な内容）

委託料 委託料

情報紙の発行

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾗｼﾞｵ番組の放
送

町民活動活性化事業委
託契約

町民活動活性化事業委
託契約

情報紙の発行 情報紙の発行

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾗｼﾞｵ番組の放
送

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾗｼﾞｵ番組の放
送

町民活動相談会 町民活動相談会町民活動相談会

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

町民活動活性化事業委
託契約

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 実施スケジュール

まちづくりサポーター定例
会議

まちづくりサポーター定例
会議

まちづくりサポーター定例
会議

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

712 -1 Ａ 継続

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29～31年度）

ＮＰＯ・ボランティア団体の支援

■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 1,377 1,377 1,377

■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

29年度 0 1 1

1 1 2 2 3 3

29年度 1 2 2

28 25 26 26 28 30

28年度 28 28

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

一次評価に同じ。

まちづくりに関連したＮＰ
Ｏの数

団体

一次評価に同じ。

一次評価に同じ。

ＮＰＯ法人数 団体

ボランティア団体数 団体

　豊山町まちづくりサポーターを平成２７年９月に発
足した。活動を支え、当初９人だったメンバーは平成
２８年９月には１８人となった。県の開催するＮＰＯ研
修会にまちづくりサポーターの１人とともに参加した。
様々な活動を行い、ＮＰＯ化に向けて体制を整えた。

福祉、防災、防犯、教育、多文化共生
などさまざまな分野で、町民の自主的
な活動が活発に行われている。活動に
携わる人も、活動を受ける人も満足度
の高い暮らしを送ることができている。

その他財源の名称

備考

その他財源の名称 その他財源の名称

現状値
（下段：時

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

備考 備考

　ＮＰＯ法人の立上げから１年が経過した。各施策により町民の活
動がより活性化するよう取り組んでいく。

まちづくりＮＰＯの活動を支援し、事業実施を実現さ
せた。

まちづくりＮＰＯと協働して様々な取組を実施した。

特定財源の
増減理由

進行管理

平成28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

これまでの主な成果

今後ＮＰＯ法人が収益事業を実施し、独立して活動
できるようにするなど、継続した支援が必要である。

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

　ＮＰＯ法人まちづくりサポーターに町民活動活性化
事業を委託した。情報紙の発行、インターネット番組
の配信などを実施した。また、産業観光推進事業と
して、あいち航空ミュージアムでまちサポ主催のイベ
ントを開催した。
　モリコロ基金を活用したアンダー２２町民討議会議
の実施や、キリン福祉財団からの補助金を活用した
学生カフェの実施など、財源の多様化にも努めた。
　まちサポが今後もＮＰＯ法人として継続的に発展
し、町に依存しすぎず独立した活動を行えるよう、収
益事業の実施や財源確保が課題である。また、まち
サポの他に、ＮＰＯ法人化できる町民団体の育成も
検討していく。

　ＮＰＯ法人まちづくりサポーターに町民活動活性化事業を委託し
た。情報紙の発行、インターネット番組の配信、ＪＩＭＯキャラダンス
コンテストへの参加などを実施した。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

713 -1 Ａ 継続

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 7

人 該当

産業 非該当

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 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 483 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

14 14 14

100 100 100

17 17 17

30 30 30

161 161 161

時期（月） 時期（月） 時期（月）

（随時） （随時） （随時）

４月～５月 １０月 １０月

１０月 （随時）

61 161 161

－

－

住民協働

産学官の連携強化

愛知学泉大学、中部大学、名古屋大学大学院環境学研究科との連携協定に基づき、大学
の専門性や学生の視点を活かしてさまざまな課題の解決に向けて協働により取り組む。

官学連携協定

名古屋大学大学院環境学研究科

愛知学泉大学

全町民

大学との官学連携事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

官学連携事業を通じて、豊かなコミュニティづくりに寄与する。

事業打ち合わせ・連絡調整 事業打ち合わせ・連絡調整 事業打ち合わせ・連絡調整

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 前年度実施計画の事業費

新名物を開発するための材料費のため。

産業まつりで試作品試食会 町内飲食店等で新名物販売

事業費計（平成29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 実施スケジュール

新名物試作品開発
産業まつりで新名物一般公
募作品とコンテスト開催

産業まつりで新名物出品

平成29年度 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 負担金補助及び交付金

使用料及び賃借料

需用費

旅費

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） 内訳（具体的な内容）

旅費 旅費

需用費 需用費

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

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

事業概要 主な関連計
画・法令

事業目的 主な協働・関
連団体

公共交通政策や生涯学習事業について名古屋大学と連携する。また、本町の各種計画の
策定や審議会等、専門的な知識や助言が求められる事業に大学の有識者に参加してい
ただく。その他、大学側とよく調整をとりながら、学生や町民も巻き込んだ新事業の提案を
図る。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

713 -1 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課 企画財政・情報 係 作成者

大学との官学連携事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 161 161 161

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

68.3 - - - - 75.0

25年度 - - -

48.3 - - - - 67.0

25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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

一次評価に同じ。

これまでの主な成果

費用に対して効果的といえる。

一次評価に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

愛知学泉大学家政学部との協働により、どじょう寿司の重ね構造とカルシ
ウムという要素を取り入れた新名物の開発を行った。試作品を夏まつりで
配布した。中部大学との官学連携協定を締結した。

町民に認知していただくのはこれからである。２月の航空文化フェスタで、
参加者に複数の試作品を試食してもらう予定である。中部大学とは、具体
的な事業実施に向けて検討する必要がある。

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

大学の専門性や学生の視点を活かした事業を実施してい
る。

一次評価に同じ。

　愛知学泉大学家政学部との協働により、どじょう寿司の重
ね構造とカルシウムという要素を取り入れた新名物の開発
を行った。試作品を夏まつりや２市３町ふれあい協働フォー
ラムで配布した。２月の航空文化フェスタにおいて、学生が
考案した新名物を販売するカフェを開催した。これにより、
大学の専門性や学生の視点を活かし、郷土料理「どじょう寿
司」の継承と新たな名物の開発という課題の解決に向けて
一歩前へ進むことができた。また、中部大学との官学連携
協定を締結した。締結式の場での意見交換をきっかけに、
航空文化フェスタの講演会に中部大学教授を招聘した。
　今後の課題は、各大学の専門性を町政に効果的に活かし
ていくことである。

官学連携の取組は増えている。

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）

町政に関心がある住民割合 ％

まちづくり活動などへ参加意
向がある住民割合

％

特定財源の
増減理由

進行管理
平成28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１９年度に行われた地域防災に関するワークショップを
さきがけに、平成２０年度から、愛知学泉大学との官学連携
が始まった。各種ワークショップや審議会などに大学の専門
家が参加したり、調査の協力を行うなどしてきた。平成２４
年度に協定を更新し、連携事業の継続と発展を進めること
を確認した。平成２２年度から町民討議会議を開催してい
る。平成２６年度には新たに名古屋大学大学院環境学研究
科と連携協定を締結した。

愛知学泉大学や名古屋大学大学院との新
たな連携事業が行われている。まちづくりサ
ポーターに参加する大学（院）生もいる。

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

713 -3 Ａ 継続

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 7

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 － － 項 － － 目 － －

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成～年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 年度 終了年度 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

通年 通年 通年

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 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 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）事業費計（平成29年度）

平成29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） 内訳（具体的な内容）

情報収集と研究・関係機
関との調整

情報収集と研究・関係機
関との調整

情報収集と研究・関係機
関との調整

事業概要 主な関連計
画・法令

三菱重工業、三菱航空機、ＪＡＸＡ、大学、県などと情報交換するなど連携を強
化する。

事業目的 主な協働・
関連団体

産学官の連携強化

住民協働

県営名古屋空港を中心とした、産学官情報ネットワークを形成し、空港周辺の
一体的な振興を図る。

県営名古屋空港・三菱重工・ＪＡＸＡ

愛知県・名古屋大学等

名古屋空港関連団体

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

産学官調査・研究事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

豊山町にこれまでなかった、産業を機軸とした新しい人的ネットワークが構築さ
れる。

県営名古屋空港を中心とした、航空宇宙産業の振興に資する。

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

713 -3 Ａ 継続

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29～31年度）

産学官調査・研究事業

■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

（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

特定財源の
増減理由

進行管理

平成28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

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

　平成２９年１２月議会において補正編成する、地方創生推進事
業により、県営名古屋空港を中心とした、産学官情報ネットワーク
を形成し、空港周辺の一体的な振興を図っていく。

　民間主導の産学官情報ネットワークとなるように、商工会などと
十分連携していく。

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

産業観光戦略を策定する旨を愛知県航空対策課企
画グループに伝え、連携を確認した。

ネットワーク会議において、航空機産業
や産業観光を機軸とした、空港周辺の
地域振興について、様々な立場から、
活発に意見・情報交換が行われてい
る。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

714 -1 Ｂ 継続

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 7

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 4

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

通年 通年 通年

0 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 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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

情報収集と先進事例調査 情報収集と先進事例調査

平成29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） 内訳（具体的な内容）

まちづくり協議会などの組織を立ち上げ、育成・強化などの支援体制を築くとともに、その活
動を資金面で支援する。

情報収集と先進事例調査

住民協働

住民参加型のまちづくり支援

町民がまちづくりに意欲的に取り組み、まちのビジョンを描き、その実現に向けて適切な活
動ができるようにする。

全住民

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

まちづくり推進事業費補助事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

－

協働への理解を深め、町政への関心とまちづくり活動への参加意欲を醸成する。

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

714 -1 Ｂ 継続

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29～31年度）

まちづくり推進事業費補助事業

■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

29年度 0 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

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

　ＮＰＯ法人化したまちづくりサポーターの活動を支援した。
町民討議会議でまちづくりサポーターの新規加入者が現れ
るなど、まちづくりに関わる人材の発掘につながった。
　今後はまちづくりサポーターの支援を継続するとともに、よ
り幅広い層の町民がまちづくりに参画しやすい体制を整える
ために、行政として行うべき施策の検討を続ける必要があ
る。

これまでの主な成果

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28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）

　まちづくりサポーターの育成や、個別の団体の活動支援を通じて、町民が
まちづくりに意欲的に取り組み、まちのビジョンを描き、その実現に向けて適
切な活動ができるように取り組んだ。

　協働のまちづくりをいっそう推進するために、行政が行うべき施策につい
て今後も研究していく必要がある。

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

回まちづくり協議会の開催

一次評価に同じ。

特に費用は投じていない。

一次評価に同じ。

社会教育団体をはじめ、各種補助団体に支援を行ってき
た。まちづくりサポーターのＮPO法人化のため、先進事例の
情報収集を行ってきた。

まちづくり協議会の運営が開始され、自立的
な運営を行っている。また、行政との協働も
確立されている。

本事業としての成果は特にない。

本事業としては特に進展はない。

一次評価に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

721 -1 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 7

人 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 1

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 5 自治振興費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 26,415 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2,079 2,079 2,079

2,850 2,850 2,850

3,876 3,876 3,876

8,805 8,805 8,805

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

8月 8月 8月

3月 3月 3月

8,739 8,805 8,805

コミュニティの意識啓発と参加誘導

地区の活動を支えることにより、近隣住民同士の絆を深め、心豊かに安心して暮らすこと
ができる町にする。

地区委員に対し報酬を、地区委員を補助する補助員に対し報償金を支払う。また、地区活
動を補助するため地区振興費を交付する。

地区

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

-

-

地区の活動を支えることにより、近隣住民との交流を促し、心豊かに暮らすことができる住
環境を目指す。

コミュニティ

報酬

報償費報償費

報酬

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金負担金補助及び交付金

平成29年度 平成30年度 平成31年度

報償費

報酬

地区委員会地区委員会

体育大会・防災訓練説明会体育大会・防災訓練説明会

地区委員会

地区委員会

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 前年度実施計画の事業費

世帯数の増加のため

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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

地区委員会

体育大会・防災訓練説明会

地区委員会

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） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

豊山町町政協力委員設置条例

豊山町町政協力委員運営規則

豊山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

豊山町町政協力補助員設置要綱

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

コミュニティ参加啓発事業



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

721 -1 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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）

コミュニティ参加啓発事業

■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 8,805 8,805 8,805

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

55.91 69.0 70.0 70.0 75.0

28年度 58.29 55.91 55.59

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

事業実施上の問題点と対応策

　地区委員を委嘱して４月・７月に地区委員会を開催し、各地区に地区振興
費を交付した。地区振興費の交付方法については、口座振込を希望する地
区には振込で対応した。
　自治会加入を支援するため、転入者の同意を得た上で、転入者の情報を
地区委員に知らせている。

　自治会加入率が低下傾向にあるため、広報とよやま１０月号に、加入を呼
びかける記事を掲載する予定である。

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

　４月、７月、３月に地区委員会を開催し、７月の地区委員会
において、２７地区の各自治会に対し、自治振興費を交付し
た。
　また、自治会加入率が年々低下していることから、広報と
よやま１０月号に、自治会加入を呼びかける記事を掲載し
た。３月の地区委員会では、各自治会の抱える課題や現状
を把握するため、地区委員に対してアンケートを配布した。
　平成３０年度は、自治会加入率の増加につながるよう、転
入者に配布する加入案内のチラシを刷新したり、配布したア
ンケートを集計・分析し、対策を検討していく。

アンケートの実施など、町として加入率の増加に向けた取組
を行った。

各地区の活動を支援できたが、加入率が伸びていない。

計画どおり地区振興費の交付を行うことができた。

体育大会や防災訓練など、地区の活動を支えることにより、
近隣住民同士の交流を支援することができた。

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）

自治会への加入率 ％

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成30年度以
降の展望

町民体育大会への参加や地区のお祭りなど、地域の連帯
や近隣住民の絆を深めることができるよう各地区の活動を
助成してきた。また、平成２５年４月からは、地区委員の要
望により、転入者の同意を得た上で、転入者の情報を地区
委員に知らせている。

　備品の整備や自主防災会の活動と相俟っ
て地域の絆や交流がより醸成される。

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

地区振興費により各地区の活動を助成できている。

地区委員からの相談等に対応し、計画どおり地区振興費の
交付を行うことができた。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

721 --3 Ｂ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 7

人 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 1

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 45 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

11 11 11

2 2 2

2 2 2

15 15 15

時期（月） 時期（月） 時期（月）

８月 ８月 ８月

16 15 15
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 前年度実施計画の事業費

役務費を削り、使用料及び賃借料を計上し
た。

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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（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） 内訳（具体的な内容）

使用料及び賃借料

平成29年度 平成30年度 平成31年度

パネル展実施 パネル展実施パネル展実施

戦争や平和に関するパネル展を実施する。

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

需用費

使用料及び賃借料

需用費

使用料及び賃借料

需用費

コミュニティの意識啓発と参加誘導

コミュニティ

平和都市宣言の町として、８月６日・９日の広島・長崎の原爆の日に合わせて平和に関する
事業を行う。

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

平和都市宣言啓発事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

世代間を超えて戦争の悲惨さを伝え、二度と繰り返すことのないよう、子供たちの笑顔の絶
えない町を目指す。

－

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

721 --3 Ｂ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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29～31年度）

平和都市宣言啓発事業

■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 15 15 15

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

3 10.0 11.0 10

29年度 3.0 0 3

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

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

　日本原水爆被害者団体協議会（愛友会）から、「原爆と人
間」パネル（キャプション付き３０枚）を借り、８月１日（火）から
８月１５日（火）までヒロシマ・ナガサキ「原爆と人間」パネル
展を実施した。
　展示会場では、被爆者の体験を記録したＤＶＤを放映する
とともに、戦争への想いを記すための感想ノート、戦争に関
する絵本、折り鶴用の折り紙を置いた。
　今後も、戦争の悲惨さや平和の大切さを後世に伝えられる
よう展示内容を工夫していく。

平和への啓発は、継続することが重要である。

パネル以外にも、絵本の設置や折り鶴を飾るなど、少ない経
費で啓発の工夫を行っている。

少ない経費で事業を実施できている。

計画通りパネル展を実施することができた。今年度は感想
ノート、折り鶴に加え、戦争に関する絵本を設置した。

計画通り事業を遂行することが出来ている。

戦争に関する絵本を設置することで、子どもに対しても分か
りやすい啓発を行うことができた。

　８月１日（火）から８月１５日（火）までヒロシマ・ナガサキ「原爆と人間」パネ
ル展を実施した。
　日本原水爆被害者団体協議会（愛友会）から、「原爆と人間」パネル（キャ
プション付き３０枚）を借りて展示した。
　展示会場では、被爆者の体験を記録したＤＶＤを放映するとともに、戦争
への想いを記すための感想ノート、戦争に関する絵本、折り鶴用の折り紙を
置いた。
　来場者が折った折り鶴は、パネルの返却とともに同協議会へ寄贈した。

　今年度は、展示会場を社会教育センターから役場ロビーに戻した。来庁
者が立ち寄りやすいこともあり、多くの方がパネルの前で立ち止まり、真剣
な眼差しでパネルを見ていた。次年度以降も、役場ロビーで開催したい考え
ている。
　新たな試みとして、小さな子供でも戦争や原爆について知ってもらいたい
という想いから、絵本５冊を置いた。今後は、戦争や原爆を知らない世代に
対して、その悲惨さをどのように伝えていくのか検討する必要がある。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28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）

備考 備考 備考

平成１８年度から、８月６日・９日の広島・長崎の原爆の日及
び１５日の終戦記念日に合わせてパネル展を行ってきた。
　平成２７年度までは役場庁舎ロビーで実施してきたが、平
成２８年度は新たな取り組みとして、展示会場を社会教育セ
ンターとした。
より啓発効果が見込まれる場所での実施を検討する。

その他財源の名称その他財源の名称 その他財源の名称

戦争や平和に関するパネルを見ることによっ
て、二度とと戦争を起こさないという意識が
高まっている。

感想ノート記入者数 人



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

722 -1 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 7

人 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 2

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

7月 7月 7月

10月 10月 10月

2月 2月 2月

3月 3月 3月

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

コミュニティ設備補助金の概
算払

コミュニティ設備補助金の概
算払

翌年度要望の取りまとめ

愛知県から助成金の交付決
定通知

翌年度要望の取りまとめ

事業目的 主な協働・関
連団体

精算・実績報告

自治会への情報提供

愛知県から助成金の交付決
定通知

コミュニティ設備補助金の概
算払

広報とよやま掲載

愛知県から助成金の交付決
定通知

自治会への情報提供

精算・実績報告

広報とよやま掲載

精算・実績報告

自治会への情報提供

翌年度要望の取りまとめ

広報とよやま掲載

事業概要 主な関連計
画・法令

豊山町コミュニティ助成金の支払手続に関する要綱

平成29年度 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） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29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 実施スケジュール

事業の内訳と
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 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

コミュニティ

自治総合センターコミュニティ助成金

公民館の利用促進と新規建設への補助

公民館等の備品を整備することにより、自治会員の利用増加を図る。

自治会が、自治振興のために購入する備品に対する補助を行う。

一般財団法人自治総合センター

公民館利用推進事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

コミュニティ活動の拠点となる地域の公民館等の有効な利用を促すことにより、地域住民
の交流を深める。

-

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

722 -1 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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）

公民館利用推進事業

■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 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

55.91 69.0 70.0 70.0 75.0

28年度 58.29 55.91 55.59

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

今年度、自治会からの要望は無かった。

今年度の実績がない。

今年度、自治会からの要望は無かった。

今年度の実績がない。

今年度、自治会からの要望は無かった。

今年度の実績がない。

　平成２９年度は、自治会から要望がなく、助成事業は実施していない。
　平成３０年度助成分として、新田第２自治会から要望があったため、愛知
県を通じて一般財団法人自治総合センターに申請した。

　一般財団法人からの助成金を財源としているため、整備を希望する自治
会全てに対して、単年度で事業実施することはできない。
　ただし、優先順位を明確にしたうえで、複数年にわたって順次申請する予
定である。

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

特定財源の
増減理由

進行管理
平成2８年度
までの主な取
り組みと成果

平成3１年度
以降の展望

  自治会の備品が整備され、充実した自治
会活動が各地で行われている。その結果、
犯罪が少なく、快適で住みよい環境が形成
されている。

　平成２０年度に西之町第１・名栗第１、中稲、平成２１年度
に下青山、平成２２年度に九十野、平成２３年度に伊勢山と
上東、平成２４年度に上西と青塚第２、平成２６年度に大
門、平成２７年度に豊山分譲住宅、平成２８年度に青塚第３
の各自治会に対して備品購入の補助を実施した。
　平成２９年度事業分については、平成２８年１０月７日の期
限までに自治会から要望なかったため、一般財団法人自治
総合センターへの助成金申請は提出していない。

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）

自治会への加入率 ％

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

　平成２９年度は、自治会からの要望がなく、助成事業を実
施しなかった。
　一方、平成３０年度助成分として、新田第２自治会から要
望があったため、愛知県を通じて一般財団法人自治総合セ
ンターに申請した。
　平成３０年度は、新田第２地区が助成金を使用して、地区
の備品等を整備できるよう、適正に事務処理を行っていく。

これまでの主な成果



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

722 -2 Ｂ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 7

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 2

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 720 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

720

720 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

6月

7月

8月

0 720 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

事業概要 主な関連計
画・法令

豊山町公民館の建設補助金交付要綱

事業目的 主な協働・関
連団体

平成29年度 平成30年度 平成31年度

地区が公民館を新築、増築及び修繕するための直接工事費、設計費、設計監理費及び既
存施設の取壊撤去費の一部を補助する。

地区が公民館を新築・改築等をする費用の一部を補助することにより、地域住民の交流拠
点を整備する。

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） 内訳（具体的な内容）

負担金補助及び交付金

事業費計（平成29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 実施スケジュール
地区からの交付申請書受
理、補助金の交付決定

工事着手（7月末完了）

完了検査、補助金の交付

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 前年度実施計画の事業費

補助事業が完了したため。

公民館建設補助事業

公民館の利用促進と新規建設への補助

コミュニティ

自治総合センターコミュニティ助成金

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

-

-

地区が公民館を新築・改築等するための費用を補助することにより、地域住民が交流する
拠点を整備する。ひいては、「地域力」を向上させる。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

722 -2 Ｂ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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）

公民館建設補助事業

■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 720 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

55.91 69.0 70.0 70.0 75.0

28年度 58.29 55.91 55.58

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

自治会への加入率 ％

交付要綱に基づき、適切に執行することができた。

補正予算計上後、速やかに事業を執行することができた。

事業計画どおり、適切に事業を執行することができた。

洋式トイレに変更することで、公民館を利用する高齢者の要
望に応えることができた。

利用者のニーズに対応することができた。

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

公民館の整備が住民とともに進められる。そ
の結果、自治会活動の拠点がより整備され
る。

特定財源の増
減理由

現在までに本補助金を交付して建築を行った公民館
  下青山、九十野、新町（北・南）、新田町、青塚第１、中稲、
　大門、上青山（上東・上西）、西名　　　　　　　　以上９棟

既存の公民館はこの９棟と中之町・伊勢山の１１棟

事務事業評価
指標

指標名 単位

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成30年度以
降の展望

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

　新田第１地区から、新田町公民館のトイレ改修（和式トイレ
から洋式トイレへの変更）に関する要望があったため、６月
議会で補正予算を計上し、議決後、交付申請等の手続きを
行った。
　８月９日に完了検査を実施した結果、事業計画どおり実施
されていることから、補助金を交付した。
　平成３０年度についても、申請が出た際は、適切に事務処
理を行っていく。

これまでの主な成果

現状値
（下段：時点）

事業実施上の問題点と対応策

　新田第１地区から、新田町公民館のトイレ改修（和式トイレから洋式トイレ
に取り替える。）に関する要望があった。
　補助金交付要綱を確認した結果、当該改修は補助対象事業であることか
ら、６月議会で補正予算を計上し、議決後、交付申請等の手続きを行った。
　８月９日に完了検査を実施した結果、事業計画どおり実施されていること
から、補助金を交付した。

　既存の公民館１１棟は、平成１１年度から補助制度により順次建設されて
おり、老朽化による改修等の要望も増える可能性がある。
　要望があった際は、補助金交付要綱を確認したうえで、合致する内容に
限り、適正に事業を実施する必要がある。

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

補助金の申請から実績報告に至るまで、地区委員と連携し
て遺漏なく執行することができた。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

723 -1 B 継続

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 7

人 非該当

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 － － 項 － － 目 － －

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

通年 通年 通年

0 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 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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

調査・研究 調査・研究 調査・研究

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） 内訳（具体的な内容）
平成29年度 平成30年度 平成31年度

コミュニティ拠点の形成

コミュニティ

役場周辺地区を、様々な住民活動の場として、また、タウンバスのターミナルとして整備す
ることにより、住民が集い、交流する新たなコミュニティ拠点とする。

全住民

事業概要 主な関連計
画・法令

社会教育センターに、公共交通に関する総合案内板を設置するなど、乗り継ぎの利便性を
高める整備を行う。また、バスターミナル化に向けたハード整備の検討を行う。

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

コミュニティ拠点形成事業（役場周辺）

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

-

-

役場や社会教育センターがタウンバスのターミナルとして、また、住民のコミュニティ拠点と
して整備・活用する。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

723 -1 B 継続

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29～31年度）

コミュニティ拠点形成事業（役場周辺）

■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

14.1 - - - - 20.0

25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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

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

具体的な計画実行には至ってない。

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28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）

役場や社会教育センターを中心として町民や在勤者が集い交流できるよ
う、フリースペースの開放や、活動団体を紹介する掲示板の設置など、具体
的な施策を検討する必要がある。

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

公共交通に対する住民満足
度

％

この地域にはとよやまタウンバスをはじめ、各種バスの停留
所が複数ある。町民に加え、三菱重工業の社員が利用する
など、数多くの人が集まる地域となっており、コミュニティ拠
点としてより有効活用できる可能性が高いと思われる。今後
有効策を検討する必要がある。

役場周辺地区が、公共交通のターミナルとし
て機能するとともに、住民たちの交流・活動
の場所となっている。

予算は伴っていない。

達成度は不足している。

一次評価と同じ。

成果には乏しい。

一次評価と同じ。

平成２８年度に実施した交流拠点環境充実事業にて、タウン
バスのバス停「豊山町役場」、「豊山町社会教育センター」周
辺にＷｉ‐Ｆｉ環境を整備し、引き続き維持管理を行った。今後
は、町民や在勤者が交流できるよう、ロビー等のフリース
ペースを活かした取組を検討していく。

予算は伴っていない。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

723 -2 B 継続

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 7

人 非該当

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 － － 項 － － 目 － －

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

通年 通年 通年

0 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

コミュニティ拠点形成事業（航空館周辺）

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

-

-

神明公園と航空館boon周辺をコミュニティ拠点として整備・活用する。

事業目的 主な協働・関
連団体

コミュニティ拠点の形成

コミュニティ

神明公園と航空館boon周辺を緑に囲まれた憩いの場として、また、臨空都市の文化の発
信源として、コミュニティの核となる拠点を形成する。

全住民

事業概要 主な関連計
画・法令

ハード面、ソフト面から、どのような整備が適切であるのかを調査・研究する。

調査・研究 調査・研究

平成29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） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29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 実施スケジュール

調査・研究

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

723 -2 B 継続

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29～31年度）

コミュニティ拠点形成事業（航空館周辺）

■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

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

成果はない。

一次評価と同じ。

予算は伴っていない。

特に進展していない。

一次評価と同じ。
　まちづくりサポーターとの協働で実施した町民討議会議に
おいて、「航空館boonを盛り上げよう！」をテーマにグループ
討議を実施した。町民から出された意見を参考に、まちづく
りサポーターと協力して、航空館周辺によりにぎわいをもた
らす施策の実施を検討していく。

予算は伴っていない。

神明公園は平成１７年度に豊山町の初めての都市公園とし
て設置された。平成２１年度からは公園を舞台にしたとよや
まエアポートビューマラソンが開催され、スポーツ・レクリ
エーションの場としても機能している。また、大山川堤防の
整備や、空港に続く道路の４車線化が進められている。今後
は、県の航空展示施設やＭＲＪの組立工場など、航空文化
の拠点としての特性も強まっていく。

航空館boonや神明公園を中心として、地域
一帯が航空文化に親しむゾーンとして、内外
に認知されている。航空館ｂｏｏnの拡張と、こ
の地域への公共用施設の集積の検討が進
んでいる。また、大山川堤防道路は散策に
適した空間として親しまれている。

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

事業実施上の問題点と対応策

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28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）

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

具体的な計画実行には至っていない。

あいち航空ミュージアムやＭＲＪミュージアムの開館により、町外から町に訪
れる人の増加が見込まれる。航空文化に親しむ地域としての特性がより強
まる。この機会に、航空文化を中心としたコミュニティを形成できるような環
境づくりのため、具体的な施策の検討が求められる。

これまでの主な成果



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

724 -1 Ｂ 継続

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 7

人 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 4

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 16,296 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

243 243 243

5,189 5,189 5,189

5,432 5,432 5,432

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

５月 ５月 ５月

７月 夏祭り開催 ７月 夏祭り開催 ７月 夏祭り開催

３月 補助金確定 ３月 補助金確定 ３月 補助金確定

5,432 5,432 5,432

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

とよやまＤＥないと運営事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

夏祭りの企画・運営、開催を通じて、住民同士のつながりや協働の意識を深める。

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） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

補助金交付（概算） 補助金交付（概算）

事業費計（平成28年度） 事業費計（平成29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 実施スケジュール

ステージ保管契約 ステージ保管契約

補助金交付（概算）

ステージ保管契約

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 前年度実施計画の事業費

役務費 役務費 役務費

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

夏祭りを運営する夏まつり実行委員会の運営費を補助するとともに、必要に応じてアドバイ
スや協力を行う。

夏祭りを開催することによって、町民の活気を結集し、交流の場所とするとともに、地域コ
ミュニティの形成を目的とする。

全町民

豊山町夏まつり実行委員会

豊山町夏まつり実行委員会規約

－

－

コミュニティ組織の育成

コミュニティ

平成29年度 平成30年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

724 -1 Ｂ 継続

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29～31年度）

とよやまＤＥないと運営事業

■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

一般財源 5,432 5,432 5,432

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

3,363 3,300 3,400 3,600 3,800 4,000

26年度 3,312 3,569 3,344

30 22 23 25 27 30

26年度 27 26 28

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

本町の夏のイベントとして広く内外に定着している。平成21
年度から実行委員会による自主運営で行われている。ス
テージショー、町民ふれあいコーナー、大抽選会、花火、
キャラクターとのふれあいなど、地域振興に寄与する内容と
なっている。

夏まつり「とよやまＤＥないと」が現在と同様、
実行委員会により開催され続け、参加者数
が増えている。

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）

人
とよやまＤＥないとへの参加
者

これまでの主な成果

町民ふれあいコーナーへの
出店者

団体

一次評価と同じ。

十分成果は上がっている。

一次評価と同じ。

費用の低減に努めた。

一次評価と同じ。

７月に開催し、実行委員会の積極的な運営のもと、町民どう
しの交流が図られた。今後の課題としては、実行委員会方
式の持続と、一層の活性化である。

事業実施上の問題点と対応策

７月２２日（土）に開催した。今年度も多数の町民が来場して盛り上がりを見
せた。花火は、ＭＲＪ最終組立工場の稼働などの理由で、手筒花火のみと
した。

実行委員長が退任を希望しているものの、後任の成り手がいない。様々な
視点で、夏まつりの継続を検討しなければならない。打ち上げ花火の再開
を望む声がある。どのような見世物が可能なのか、実行委員会で検討して
いただく。

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

魅力的なまつりを実行委員会が制作した。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

733 -1 Ｃ 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 7

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 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 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

通年 通年 通年

43 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 前年度実施計画の事業費

事業費の廃止のため減。

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 実施スケジュール

情報収集と検討 情報収集と検討

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

平成29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） 内訳（具体的な内容）

愛知県航空対策課、愛知県国際交流協会などに協力をお願いしながら、事業の実現の可
能性について、慎重に調査・検討を行う。必要に応じて、当該国の大使館などと事前交流を
行う。

情報収集と検討

空港を活かした国際的なまちづくり交流

国際化

「アーバンビレッジ」と「空港を活かしたまちづくり」をキーワードとした、海外の先進自治体と
交流できるかどうかの調査・研究を行う。

海外の先進自治体

愛知県航空対策課

愛知県国際交流協会

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

海外先進地交流基礎調査事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

海外の自治体と交流を通じて、国際化・多文化共生の意識が高まる。

空港を活かしたまちづくりの実践事例を産業振興に活かす。

アーバンビレッジの実践事例をまちづくりに活かす。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

733 -1 Ｃ 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29～31年度）

海外先進地交流基礎調査事業

■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 1 1 1

29年度 0 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

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

愛知県国際交流協会をはじめとした各機関から情報収集を行っている。海
外の都市と姉妹提携するなど具体的な成果には結びついていない。

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）

事前交流の回数 回

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

特定の海外の自治体と交流を行った実績はない。第４次総
合計画の「アーバンビレッジ」を想起させ、かつ空港を活かし
たまちづくりを行っている海外都市を想定したものの、県営
名古屋空港の利用促進など他の事業を優先したため、具体
的な事業を検討することができなかった。今後は継続して情
報収集を行い、海外先進地に近付けるような具体策を検討
する必要がある。

「アーバン･ビレッジ」、「空港を活かしたまち
づくり」を実践している海外の都市との交流
が進み、町の地域振興、まちづくりへ寄与し
ている。また、町民の国際交流の意識も高
まっている。

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

成果は特にない。今後、航空機産業の拠点となっており、Ｍ
ＲＪのアメリカにおける試験拠点となっているワシントン州の
グラント郡モーゼスレイクとの情報交換や交流などの機会が
あれば検討する。

特に進展はない。

一次評価に同じ

具体的な成果はない。

一次評価に同じ

予算は伴っていない。

予算は伴っていない。

町の特性をより伸ばしていくために、空港と共存している海外の先進地の情
報収集・研究などを行うことが必要である。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

733 -2 Ｃ 継続

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 7

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 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成～年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 年度 終了年度 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

通年 通年 通年

0 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 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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

前年度の海外先進地交流基
礎調査事業の結果による

前年度の海外先進地交流基
礎調査事業の結果による

前年度の海外先進地交流基
礎調査事業の結果による

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） 内訳（具体的な内容）
前年度の海外先進地交流基
礎調査事業の結果による

前年度の海外先進地交流基
礎調査事業の結果による

前年度の海外先進地交流基
礎調査事業の結果による

平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業概要 主な関連計
画・法令

海外先進地交流基礎調査事業の結果、長期的に交流を行うに適切な自治体が見つかった
場合、海外渡航も含めて、必要な事業を行う。詳細については、交流自治体と調整しなが
ら決定する。

事業目的 主な協働・関
連団体

空港を活かした国際的まちづくり交流

国際化

第４次総合計画のキーワードである「アーバン・ビレッジ」と「空港を活かしたまちづくり」を実
践している海外の自治体と交流することによって、先進的な事例を施策に取り入れるととも
に、国際交流の機会とする。

愛知県航空対策課

愛知県国際交流協会

海外の先進自治体

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

海外先進地交流事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

海外の自治体と交流を通じて、国際交流の意識が高まる。

空港を活かしたまちづくりの実践事例を産業振興に活かす。

アーバンビレッジの実践事例をまちづくりに活かす。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

733 -2 Ｃ 継続

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29～31年度）

海外先進地交流事業

■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

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｃ

（二次評価） Ｃ

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

具体的な成果はない。
海外先進地交流基礎調査事業の結果、長期的に交流を行うに適切な自治
体が見つかった場合、海外渡航も含めて、必要な事業を行う。

達成したものはない。

一次評価に同じ。

成果はない。

一次評価に同じ。

効果はない。

一次評価に同じ。

成果は特にない。海外先進地交流事業において適切な自治
体が見つかった場合、海外渡航も含めて、必要な事業を行
う。

これまでの主な成果

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28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）

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称

海外先進地交流基礎調査事業の成果がないため、交流事
業も実施していない。

「アーバン･ビレッジ」、「空港を活かしたまち
づくり」を実践している海外の都市との交流
が進み、町の地域振興、まちづくりへ寄与し
ている。また、町民の国際交流の意識も高
まっている。

その他財源の名称

基礎調査事業の結果に基づ
き、事業化された場合に設定
する



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

741 -1 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 7

人 非該当

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 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 360 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

120 120 120

120 120 120

時期（月） 時期（月） 時期（月）

２月 ２月 ２月

３月 ３月 ３月

３月 ３月 ３月

随時 随時 随時

120 120 120

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29年度）

報酬

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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

報酬等審議会の開催

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール

前年度実施計画の事業費

推進本部の開催

資料収集

行政改革推進委員会の開催

報酬等審議会の開催

実施スケジュール

事業概要

事業目的

主な関連計
画・法令

報酬 報酬

内訳（具体的な内容）
平成30年度平成29年度

行政改革推進委員会の開催

実施スケジュール

資料収集

推進本部の開催

報酬等審議会の開催

行政改革推進委員会の開催

主な協働・関
連団体

資料収集

平成31年度
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）

推進本部の開催

まちづくり重
点目標

行政運営の改革・改善を図るため、第５次豊山町行政改革大綱を着実に実行する。また、
特別職の報酬等の額の適正化を図る。

平成２８年３月に策定した第５次豊山町行政改革大綱に基づき、推進本部・推進委員会を
開催して行政改革の進行管理を行う。また、町長、副町長、町議会議員の給料月額等の
金額について、社会全般の経済状況等といった情勢を踏まえ、額の適正化を図る。

第５次豊山町行政改革大綱

行政改革推進事業

行政運営

行政改革の推進

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

－

－

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

741 -1 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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）

行政改革推進事業

■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 120 120 120

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1 2 1 1 1

28年度 3 1 1

0 2 1 1 1

28年度 3 0 1

1 1 1 1 1

28年度 1 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

　３月１５日に開催した行政改革大綱推進本部会議の内容
を踏まえ、３月２２日に行政改革推進委員会を開催し、第５
次豊山町行政改革大綱実施計画の進捗状況等について報
告した。
　次年度も、引き続き第５次豊山町行政改革大綱に掲げる
目標について、個別具体的に事業を実施していく。
　２月８日に特別職報酬等審議会を開催し、町長や町議会
議員等の特別職の報酬については、近隣市町及び過去の
改定状況を踏まえ、現行どおりとする内容の答申を審議会
からいただいた。

事務事業評
価指標

今後も効率的に進行管理を図ること。

第５次豊山町行政改革大綱の進捗状況を報告した。

推進委員会にて進捗報告を行った。

第５次豊山町行政改革大綱の進捗状況を報告した。

委員会の承認を得ることができた。

委員会の報酬のみで進行管理を行った。

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

　特別職報酬については、社会の経済状況等を踏まえながら、適正な報酬
額のあり方に留意していく必要がある。

　今後、行政改革推進本部会議及び行政改革推進委員会を開催して、行
政改革の進捗状況の管理を実施する予定である。
 また、特別職報酬等審議会についても今後実施する予定である。

特別職報酬等審議会開催数 回

進行管理
平成31年度
以降の展望

単位

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

備考

その他財源の名称

推進本部の開催

回

回

推進委員会の開催

備考

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

備考

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名

平成１７年度に策定した豊山町行政改革大綱・集中改革プ
ランにより、組織機構の見直し、定員管理の適正化、民間
委託の推進などを行った。また、平成２２年３月には第４次
豊山町行政改革大綱・集中改革プランを策定し、引き続き
行政改革に取り組んだ。こうした改革の流れを引き継ぎ、平
成２８年３月には第５次豊山町行政改革大綱を策定した。さ
らに、特別職報酬等審議会を開催し、特別職の報酬等の適
正化を図った。

第５次行政改革大綱に基づき効率的な行政
運営を行っている。また、特別職に対し、適
正な額の報酬等が支給されている。

現状値
（下段：時点）

平成28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

741 -2 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 7

人 非該当

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 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 540 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

180 180 180

180 180 180

時期（月） 時期（月） 時期（月）

８月 ８月 ８月

１１月 １１月 １１月

２月 ２月 ２月

180 180 180

－

まちづくり重
点目標

主な協働・関
連団体

行政評価制度の導入、第三者評価機関の設置

－

－

行政運営

行政改革の推進

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

　豊山町行財政運営に関する有識者懇談会を開催し、行財政運営について有識者の専門
的見地からの意見を求め、より一層の効率的で民主的な行財政運営を行う。

報償費

有識者懇談会の設置 有識者懇談会の開催

有識者懇談会の開催

主な関連計
画・法令

報償費

有識者懇談会の開催

有識者懇談会の開催

有識者懇談会の開催

第５次豊山町行政改革大綱

平成31年度平成30年度

報償費

　有識者懇談会を開催し、行財政運営について意見を求め、懇談会からの提言を町の施
策に反映できるように努める。

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

有識者懇談会の開催

前年度実施計画の事業費前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

事業目的

有識者懇談会の開催 有識者懇談会の開催

事業費計（平成29年度）

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～3１年度）

内訳（具体的な内容）

事業概要

平成29年度

事業の内訳と
事業費

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）

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）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

741 -2 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 係 作成者

行政評価制度の導入、第三者評価機関の設置

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～3１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 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 180 180 180

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1 3 3 3 3

28年度 2 1 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

事務事業評価
指標

指標名

回

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

今年度、有識者懇談会の開催実績はなかった。

今年度の実績がない。

今年度、有識者懇談会の開催実績はなかった。

今年度の実績がない。

今年度、有識者懇談会の開催実績はなかった。

今年度の実績がない。

その他財源の名称 その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

備考

進行管理
平成31年度以
降の展望

　行財政運営に関する有識者懇談会の提言を踏まえ、補助
金等、扶助費、施設使用料の見直しを実施した。

特定財源の増
減理由

　有識者懇談会を定期的に開催し、効率的
で民主的な行財政運営を行っている。

備考

懇談会の開催回数

　今後、有識者懇談会を開催する予定である。

　昨年度は、ふるさと寄附金の概要や将来を見据えた行財政運営につい
て、町長や副町長を交えた意見交換の場として、懇談会を活用した。
　今年度についても、同様の内容を中心に意見交換を行うとともに、有識者
懇談会の位置づけや運営方法について検討したいと考えている。

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年度は、有識者懇談会を開催しなかった。
　今後は、制度を見直し、有識者懇談会の位置付けや運営
方法等を検討していく予定である。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

備考

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

741 -3 Ｂ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 7

人 非該当

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 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 90 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

30 30 30

30 30 30

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

随時 随時 随時

30 30 30

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

豊山町情報公開・個人情報
保護審査会の開催

豊山町情報公開・個人情報
保護審査会の開催

情報公開請求による公開情報公開請求による公開

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

情報公開請求による公開

豊山町情報公開・個人情報
保護審査会の開催

内訳（具体的な内容）

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）

全町民

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

情報公開事業

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

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

-

-

-

事業目的

行政改革の推進

町政情報の公開請求に対して、個人情報を保護しながら公開する。 主な関連計
画・法令

報酬 報酬 報酬

行政運営

町が行う諸活動に対する説明義務を全うし、町民による町政の理解と参加を推進し、公正
で開かれた町政の発展に資するため、町の保有する情報を公開する。 主な協働・関

連団体

平成31年度

豊山町情報公開条例

事業概要

平成29年度 平成30年度

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

741 -3 Ｂ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 係 作成者

情報公開事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 18 18 18

一般財源 12 12 12

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

5 1 1 1 5

28年度 4 5 7

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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年度は、７件の情報公開請求があり、公開または
不存在により情報公開をした。公開の場合は、写しの送付ま
たは交付により対応した。
　また、庁舎１階の情報公開コーナーに刊行物や議事録等
を配架し、積極的に町の制度をＰＲした。
　今後も引き続き情報公開を行い、必要があれば、公開方
法や公開内容を適宜見直していく。

一次評価に同じ。

今後も適正に公開していくこと。

審議会を開く必要もなく実施できた。

公開に対する不服申し立てはなかった。

情報公開請求に対し、豊山町情報公開条例及び同条例施
行規則に基づき、適切に対応した。

一次評価に同じ。

　随時、情報公開請求に対応し、平成２９年９月末現在で２件の公開請求が
あり、公開又は部分公開により情報公開した。
　また、情報公開コーナーに刊行物や議事録等を配架し、積極的に公開し
た。

　今後も制度の周知をしていく必要がある。

備考

情報公開資料複写等実費徴収料 情報公開資料複写等実費徴収料

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

個人情報を保護しながら、町政情報を公開し
ている。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

平成１２年度から情報公開制度を設置し、公開請求があっ
た場合、個人情報を保護して、町政情報を公開している。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

情報公開資料複写等実費徴収料

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

単位
現状値

（下段：時点）

公開請求件数 件

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

742 -1 C 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 7

人 非該当

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 2 総務費 項 1 総務管理費 目 2 広報広聴費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 36,363 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

5,904 5,904 5,904

168 168 168

6,034 6,034 6,034

15 15 15

12,121 12,121 12,121

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

５月 ５月 ５月

毎月 毎月 毎月

毎月 毎月 毎月

随時 随時 随時

随時 随時 随時

12,257 12,121 12,121

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

広報紙による情報提供

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

－

－

－

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

行政運営

広報・広聴の充実

広報事業によって、内外に豊山町の行政のあり方や事業について発信するとともに、広聴
事業を通じて、広く住民の意見を把握し、町政へ活かす。

全町民及び町外関係者

広報として、毎月の広報とよやまを発行、年に一度の暮らしの便利帳の発行などを通じて、
町行政に関する基本的な情報やサービスなどについて発信するとともに、マスメディアへの
情報提供も積極的に行う。また、広聴として、町長との対話や町長への意見箱などを通じ
て、住民ニーズを的確に把握するように努める。

役務費

委託料

需用費

平成29年度 平成30年度 平成31年度

委託料
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） 内訳（具体的な内容）

需用費 需用費

負担金補助及び交付金

役務費 役務費

委託料

ポケット情報誌の発行

広報とよやまの発行

町長への意見箱

町長との対話 町長との対話

ポケット情報誌の発行 ポケット情報誌の発行

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

暮らしの便利帳の発行

実施スケジュール 実施スケジュール

暮らしの便利帳の発行 暮らしの便利帳の発行

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

広報とよやまの発行 広報とよやまの発行

町長への意見箱 町長への意見箱

マスコミへのパブリシティ

町長との対話

マスコミへのパブリシティ マスコミへのパブリシティ

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 前年度実施計画の事業費

広報配布委託料の見込み変動のため。

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

742 -1 C 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29～31年度）

広報紙による情報提供

■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 12,121 12,121 12,121

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

30 12 12 12 12 12

28年度 16 30 30

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

　広報とよやまを発行した。フリーペーパー「ぶるぅむ」への情報提供を行っ
た。各課から情報収集しパブリシティを実施することで、本町のＰＲに努め
た。
　町民の声に適切に対応することにより、広聴活動を実施した。町長との対
話集会の実施にむけて、要綱等を制定し体制を整えた。

　報道により取り上げられる件数は増加傾向にあるため、今後も魅力的な
事業は積極的にパブリシティを行っていく。春日井市や小牧市に比べると件
数は少ないので、事業の魅力を十分に伝えるためパブリシティシートの文面
や添付資料を充実させるよう努める。

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 備考

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

広報とよやまの発行に加え、近年はパブリシティを積極的に
行い、新聞等で事業成果等が取り上げられる機会が増加し
ている。また、町長との対話をはじめとした広聴事業も定着
している。

町ホームページとの連携を深め、より多角的
で即時的な広報・広聴活動を行っている。

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）

パブリシティを通じて新聞報
道等マスメディアにとりあげら
れた回数

回／年

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

　広報紙による分かりやすく、詳細な情報提供に引き続き努
めた。年度末には、暮らしの便利帳の全戸配布により最新
の町政情報を提供した。
　町長との対話集会を開始し、４団体との対話集会を実施し
た。集会の議事録を町ホームページで公開した。町民の声
により、町民からの意見や要望を受け付けて適切に対応す
ることで、開かれた行政を推進した。

広報等により、町政情報の発信に努めた。

一次評価に同じ。

町民に対して十分な情報提供を行った。

一次評価に同じ。

競争入札等を通じて、従前より経費を節減している。

一次評価に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

742 -2 Ｂ 継続

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 7

人 該当

産業 該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 2

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 10 電子計算費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 4,126 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2,180 778 778

130 130 130

2,310 908 908

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

6月 随時 随時

随時

908 2,310 908

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

ホームページ運用事業

事業目的

行政運営

広報・広聴の充実

事業概要

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

行政と住民の協働意識の向上に寄与するページ作りを目指す。

産業振興に寄与するページ作りを目指す。

自宅のＰＣ、携帯端末で必要な情報を獲得できるページ作りを目指す。

平成29年度 平成30年度 平成31年度

ＨＰを見るすべての人

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

主な協働・関
連団体

町公式ホームページへの迅速な情報の掲載を行う。 主な関連計
画・法令

町が保持する情報を積極的にだれにでも、２４時間開示する手段として、町公式ホーム
ページの内容の充実を図る。

事業実施スケ
ジュール

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

実施スケジュール

公式ＨＰの改修

契約

事業の内訳と
事業費

契約

公式ＨＰの更新

増額理由：公式ＨＰの改修を実施し、スマート
フォン及び多言語化対応させるため。

公式ＨＰの更新

委託料 委託料委託料

使用料及び賃借料使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

実施スケジュール

公式ＨＰの更新

契約

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

742 -2 Ｂ 継続

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29～31年度）

ホームページ運用事業

■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 360 360 360

一般財源 1,950 548 548

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

214,588 260,000 270,000 280,000 290,000 300,000

24年度 323,189 391,750 -

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

件
町公式ホームページの年間
アクセス件数

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

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成22年3月末にホームページのリニューアルを実施。ほと
んどのコンテンツについて、本町職員が直接更新できること
となり、情報掲載の迅速化を達成することができた。

これまでの主な成果

5月末に公式ホームページの改修が完了し、スマートフォンおよび多言語化
に対応させた。

平成21年度に構築してから約9年が経過しており、客観的に見て他市町村
のホームページと比べてデザインが古くなっている。閲覧者が快適に必要
な情報を得られるようリニューアルを検討する。

事務事業評価
指標

指標名 単位

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

各課からのホームページ掲載依頼に対応した。スマートフォ
ン利用者の利便性を図るため、町公式ホームページのス
マートフォン対応を行った。また同時に、外国人の方が利用
しやすいように多言語翻訳への対応を行った。
現在のホームページは、平成２１年度に構築してから約９年
が経過しており、客観的に見て他市町村のホームページと
比べてデザインが古くなっている。全体の構成や個々の
ページ内容などを見直し、閲覧者が快適に必要な情報を得
られるようリニューアルを検討する必要がある。

通常のホームページ更新は、企画財政・情報係職員が行っ
ている。

一時評価に同じ。

スマートフォン向けの機能強化、外国語対応といった改善を
実施した。

一時評価に同じ。

アクセス件数が不明であるため、指標が不明瞭である。

一時評価に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

生活に必要な行政サービスの情報は全て
ホームページで得られる状態になっている。
各種ボランティア団体、地域コミュニティに関
する情報も掲載し、ボランティア意識、協働
意識の向上を図る必要がある。

平成31年度以
降の展望



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

743 -1 Ｂ 継続

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 7

人 該当

産業 該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 3

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 10 電子計算費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 62,898 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

17,896 17,896 17,896

3,070 3,070 3,070

20,966 20,966 20,966

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

年間 年間 年間

31,116 20,966 20,966

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29年度） 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

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

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

住民の町の行事への積極的な参加を促進する。また、行政と住民の協働を促進する。

商工会のイベント等を放送することで、町内産業の活性化に寄与する。

災害時に避難情報など必要な情報を提供する。

ＣＡＴＶ運用事業

行政運営

全住民

CATVとよやまチャンネルにより、災害情報の提供をはじめ、まちづくり、住民協働の意識
向上に寄与する番組を放送する。

地域情報システムの整備

主な協働・関
連団体

体育協会・文化協会

福祉ボランティア団体

契約

映像放送作成、放送

内訳（具体的な内容）

負担金補助及び交付金

平成29年度 平成30年度

委託料 委託料

負担金補助及び交付金

事業目的

有線テレビ法

負担金補助及び交付金

事業概要

委託料

平成31年度

災害時に避難情報等、必要な情報をＣＡＴＶにより放送する。また、まちづくり、住民協働の
意欲向上に資する番組を放送する。 主な関連計

画・法令

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

減額理由：昨年度でデジタル放送設備負担
金の支払いが完了し、本年度より負担金の
支払いが無くなったため。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

映像放送作成、放送

実施スケジュール

契約

映像放送作成、放送

契約

実施スケジュール

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

743 -1 Ｂ 継続

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29～31年度）

ＣＡＴＶ運用事業

■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 20,966 20,966 20,966

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

51.4 55.0 56.0 57.0 58.0 60.0

20年度 - - -

48.9 55.0 56.0 57.0 58.0 60.0

20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） A

（二次評価） A

■成果 判定理由⇒

（一次評価） A

（二次評価） A

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） B

（二次評価） B

備考 備考 備考

一時評価に同じ。

新規接続世帯に対し補助金制度を活用し、接続世帯を増や
している。

一時評価に同じ。

番組を計画どおり製作し放送した。また災害情報の放送に
も対応した。

一時評価に同じ。

ケーブルテレビ放送設備が老朽化してきている。更新時に
は設備を見直すなど維持管理方法を検討する必要がある。

特定財源の
増減理由

進行管理

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

CATVで提供される災害情報により、適切な
避難対応ができている。また、動画番組によ
り、地域の連帯意識、地域協働の機運が高
まっている。

指標名 単位

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

9割を超える導入世帯を維持しており、大雨、洪水等の警報
発令時には、適宜、災害情報を伝達している。また、とよや
まチャンネルも継続して放送している。平成27年3月末にデ
ジアナ変換放送が終了した。

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

とよやまチャンネルで予定どおり毎月２本の番組を放送し
た。また、昨年度の放送内容を検証し、「防災キャンプ」や
「県営あいち航空ミュージアムオープンイベント」など新たな
テーマの番組を10本放送した。ケーブルテレビの新規接続
については、昨年度実績（49件）を上回る62件の申請に対し
て確実に対応した。
ケーブルテレビ放送設備の更新については、機器の更新以
外の方法も含め、様々な方法を検討する必要がある。

番組放送について計画通り実施している。役場行事、保育園、学校生活、
子ども会など子どもたちの様子などを積極的に取り入れ、幅広いテーマの
番組作りを行った。また、ケーブルテレビの新規接続世帯が増加傾向にあ
るが、接続に対する補助金申請について確実に対応した。

放送設備の負担金については平成２８年度で払い終えるが、設備の老朽
化による更新が発生するため、維持管理方法について検討が必要である。

事務事業評
価指標

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

現状値
（下段：時点）

％

動画放送を視聴した人の割
合（※現状値は総合計画策
定時アンケートによる。）

％

緊急放送を視聴した人の割
合（※現状値は総合計画策
定時アンケートによる。）

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

744 -1 B 継続

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 7

人 非該当

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 4

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 10 電子計算費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 410,161 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

5 5 5

3,961 3,961 3,961

4,283 4,283 4,283

73,120 63,807 63,807

51,483 55,510 55,510

6,816 7,670 7,670

21

139,689 135,236 135,236

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

５月

１０月

１０月

１月

127,099 139,689 135,236

事業費計（平成29年度）

当初契約

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

グループウェアシステム更新

住民情報、財務会計、介護、健康管理、グループウェア等の情報システムを適切に運用す
る。 主な関連計

画・法令

当初契約

実施スケジュール

事業費計（平成31年度）

事業概要

旅費

使用料及び賃借料

需用費

役務費

委託料

償還金、利子及び割引料

負担金補助及び交付金

事業目的

平成29年度 平成30年度

前年度実施計画の事業費

－

－

－

総合情報システムを適切に運用する。 主な協働・関
連団体

全住民及び職員

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

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

総合行政情報システム運用事業

旅費 旅費

行政運営

総合情報システムの適切な運用

平成31年度

ＩＴ基本法

需用費

役務費

委託料

個人情報保護条例

負担金補助及び交付金

実施スケジュール

当初契約

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

あいち情報セキュリティクラウドの運用の開
始や情報セキュリティ強化対策の実施、財
務会計システム及びグループウェアシステ
ムの更新、住民情報システム機器の更新等
により増額。

負担金補助及び交付金

事業費計（平成30年度）

あいち情報セキュリティクラウ
ド運用開始

財務会計システム更新

内訳（具体的な内容）

需用費

使用料及び賃借料

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

役務費

委託料

使用料及び賃借料

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

住民情報システム機器更新



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

744 -1 B 継続

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29～31年度）

総合行政情報システム運用事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 6,369 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 135,257 135,236 135,236

■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

25年度 0 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

セキュリティ事故はなく安定して運用している。

プロポーザルにより、効率的に更新した。

4月に総合行政情報システムの委託契約を結び、運用を開
始した。昨年度に引き続き社会保障・税番号制度対応に向
け、総合情報行政システムの改修を行った。また、導入後、
約8年経過していたグループウェアシステム及び財務会計
システムの更新を実施した。
情報漏洩等のセキュリティ事故はなかったが、8月に住民情
報システム（COKAS-R/ADⅡ）の機器が老朽化により故障
し、システムが停止してしまった。10月に更新予定の機器
だったため、現在は 新の機器に更新されているが、機器
の更新頻度を早めるなどし定期的な更新を実施する必要が
ある。
新元号対応など確実な対応が求められる。また、ネットワー
ク分離やあいちセキュリティクラウドへの切替えによりシス
テム及びネットワークが複雑になっているため、適切に管理
できるようにする必要がある。

一次評価に同じ

その他財源の名称

一次評価に同じ

本年度の主な成果と今後の課題

その他財源の名称

事業の実施状況に関する評価

グループウェアシステム及び財務会計システムの更新を計
画通り実施した。

一次評価に同じ

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

件

平成31年度
以降の展望

目標値（上段：目標値、下段：実績値）現状値
（下段：時点）

4月に総合行政情報システムの委託契約を結び、運用を開始した。5月にあ
いちセキュリティクラウド切替作業を実施し、6月末にあいちセキュリティクラ
ウドへの切替が完了した。また、6月に財務会計システムのプロポーザルを
実施し、9月末に新規財務会計システム（ＧＰＲＩＭＥ）を導入した。

災害時のデータの復旧体制の整備が課題である。クラウド化に向けた検討
が必要である。福祉医療システムおよび後期高齢者医療システムについて
は、 新のOSに対応していないため、機器の更新に課題がある。再リース
に入るため、システム更新を検討する必要がある。また、平成31年4月にか
わる新元号へ対応させるため、システム改修を実施する必要がある。

事務事業評
価指標

重大セキュリティ事故発生件
数

単位

備考

指標名

「社会保障・税に係る番号制度」の運用によ
り関連するシステムについて見直しが検討さ
れている。また、平成29年度にはあいち情報
セキュリティクラウドの運用の開始や、情報
セキュリティ強化対策の実施により、セキュリ
ティが大きく強化される。それに伴い、ネット
ワークの構成が大きく変わるため、運用方法
の見直しが必要である。

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

　住民情報、財務会計、介護、ささえ（児童手当・保育料・福
祉医療）、グループウェア、インターネット接続等システムに
ついて、重大なセキュリティ事故なく適切に運用することが
できた。また、「情報漏洩防止システム（秘文）」、「ウィルス
対策システム（ウィルスバスター）」の更新及び「社会保障・
税番号制度」に関連するシステムの改修を行った。

進行管理

特定財源の
増減理由

備考備考

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

744 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 7

人 非該当

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 4

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 120 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

60 0 60

60 0 60

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

6月・12月 6月・12月 6月・12月

11月 11月 11月

12月 12月 12月

1月・4月 1月・4月 1月・4月

43 60 0

昇給・昇格、人事異動
発令処理

補正予算　積算

事業概要

平成29年度 平成30年度

行政運営

人事管理・給与計算処理をお互いに関連させながら、システム一括管理を行う。 主な協働・関
連団体

平成31年度

豊山町総合情報システム運用管理規程

事業目的

総合情報システムの適切な運用

人事管理・給与計算処理をお互いに関連させながら、システム一括管理を行う。 主な関連計
画・法令

需用費 需用費 需用費

補正予算　積算

年末調整、当初予算積算

昇給・昇格、人事異動
発令処理

昇給・昇格、人事異動
発令処理

年末調整、当初予算積算

総合行政情報システム運用事業
（人事給与電算システム）

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

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

―

―

―

全職員

年末調整、当初予算積算

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

【増】給与明細書の作成
【減】辞令様式の作成完了

【減】給与明細書の作成完了 【増】給与明細書の作成

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

給与計算処理

期末・勤勉手当　処理

内訳（具体的な内容）

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）

給与計算処理給与計算処理

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

期末・勤勉手当　処理期末・勤勉手当　処理

補正予算　積算



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

744 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 係 作成者

総合行政情報システム運用事業
（人事給与電算システム）

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 60 0 60

■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

27年度 0 2 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

処理エラー件数 件

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

給与計算処理、予算積算を行うとともに、人事異動等に伴う
発令処理を必要に応じて実施している。

備考

特定財源の増
減理由

制度改正内容を理解し、概ね適切な運用を行っている。

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

引き続き、適正な給与計算処理を行う。

　4月に人事異動、昇任・昇格者への辞令発令、毎月の例月給与、6月に期
末勤勉手当の計算処理を行った。

　共済貯金額の変更や手当の支給開始・終了、保険料の天引きなど個別で
変更点がある事項については見落としやすいため、滞りなく事務を進めて
いく。
　時間外において、災害対策費や選挙費が出た場合には、単価に気をつけ
て事務を進めていく。
　会計年度任用職員制度の導入に向けた、システム改修等の検討が必要
である。

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

　毎月の例月給与、期末勤勉手当の計算処置、年末調整、
補正及び当初予算の人件費積算、人事異動及び昇給・昇格
に係る辞令の発令を行った。
　平成29年度は、人事院勧告に基づく給与の差額支給、標
準報酬制による定時改定処理及び年末調整事務を行った。
　平成30年度についても、関係団体及びシステム開発業者
との連絡を密にしながら、対応していく必要がある。また、会
計年度任用職員制度の施行が近づいているため、制度の
導入に向け、システム改修等を進めていく必要がある。

給与システムを導入しているものの、システムの計算結果に
ついては、目視及び手計算による確認作業を行う必要があ
る。

マニュアルの作成・確認により、スムーズな処理に努める。

計画どおりに処理を行っている。

チェック体制を徹底し、エラー防止に努める。

システム開発業者の協力もあり、概ね適切に対処できてい
る。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

745 -1 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 7

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 5

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 8,229 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

520 520 520

169 169 169

1,030 1,030 1,030

20 20 20

1,004 1,004 1,004

2,743 2,743 2,743

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月、10月 4月、10月 4月、10月

5月 5月 5月

8月、11月、1
月

8月、11月、1
月

8月、11月、1
月

随時 随時 随時

随時 随時 随時

随時 随時 随時

2,312 2,743 2,743

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

研修を実施し職員の資質向上を図り、住民とともにまちづくりに必要な協働作業を実施す
る。

―

―

時代に対応した職員の育成

行政運営

職員研修実施計画に基づき各種研修を行い、職員の能力開発・意識改革を図り、住民との
協働のまちづくりに対応可能な職員を育成する。

職員研修実施計画に基づき、集合研修（職場での一斉研修）、派遣研修（愛知県研修セン
ター等への派遣研修）、職場研修（ＯＪＴ）、自主研修（職員の希望により実施する市町村ア
カデミー等への派遣研修）を行い、職員の能力向上に資する。また、管理職を講師として積
極的に登壇させ、議会対応等に必要なプレゼンテーション能力の養成に努める。

全職員

地方公務員法第39条

職員研修実施計画

委託料

平成29年度 平成30年度 平成31年度

旅費

新規採用職員研修

一般職員研修

職場での集合研修

県研修センターへの派遣研
修

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 前年度実施計画の事業費

【増】宿泊研修に係る予算を平成28年度実績
に基づき計上したため。また、新たに主任以
下を対象としたグループ研修を実施するた
め。

職場での集合研修 職場での集合研修

自主研修（希望者による市町
村アカデミー等への派遣）

自主研修（希望者による市町
村アカデミー等への派遣）

自主研修（希望者による市町
村アカデミー等への派遣）

一般職員研修 一般職員研修

県研修センターへの派遣研
修

県研修センターへの派遣研
修

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 実施スケジュール

新規採用職員研修 新規採用職員研修

新規採用職員宿泊研修 新規採用職員宿泊研修

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

新規採用職員宿泊研修

使用料及び賃借料

負担金補助及び交付金 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

委託料 委託料

使用料及び賃借料

需用費

主な協働・関
連団体

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） 内訳（具体的な内容）

旅費 旅費

使用料及び賃借料

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

職員研修事業

まちづくり重
点目標

事業概要 主な関連計
画・法令

事業目的



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

745 -1 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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）

職員研修事業

■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 2,743 2,743 2,743

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

24 20 20 25 25 25

27年度 24 30 46

15 8 8 17 17 17

27年度 15 22 37

3 4 4 4 4 4

27年度 3 3 6

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

町独自の研修や研修センターでの研修については、できる
だけ多くの職員が受講できるように配慮した。

個々の能力向上だけでなく、町全体の底上げが必要

事業実施上の問題点と対応策

①平成29年度職員研修計画に基づき、新規採用研修をはじめ、各研修を
対象職員が受講している。
②市町村アカデミー及び全国市町村国際文化アカデミーが実施する研修に
ついては、10月末現在、4人が受講を終了しており、11月以降については、
現在のところ2人の受講が決定している。
③町独自研修については、5月に新規採用職員及び各世代職員を対象に
世代間交流研修（宿泊研修）を実施した。その他、7月にハラスメント防止研
修、10月に女性活躍推進研修（接遇力向上研修）を実施した。

　研修の計画・実施の指針である人材育成基本方針について、平成19年に
作成してから10年が経過している。時代にあった効果的な研修を実施して
いくためには見直しが必要である。
　世代間交流研修については、研修会場として利用していた「レイクサイド
入鹿」が今年度末で閉館となるため、平成30年度以降は「グリーンパレス春
日井」での開催を予定しており、研修内容の見直しを進めている。
　行政サービス向上研修については、実施に向け、早急に制度設計及び要
綱を整備する。

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

　市町村アカデミー（6人）をはじめ、各研修機関主催の研修
へ職員を派遣し、専門知識の習得及び他自治体職員との情
報交換の場の提供に努めた。
　町独自研修においては、意識改革を目的とする研修だけ
でなく、あいさつ実践力向上研修やクレーム対応研修、ワン
ペーパー資料作成研修など、より実践的な研修を新たに実
施することができた。
　ここ数年の職員の退職及び採用により、職員の年齢構成
が10年前から大きく変わり、平均年齢が下がってきている。
研修を通して、個々の能力向上を図るとともに、管理・監督
職育成に向けた人材育成が重要である。

町独自の集合研修の実施や研修センター等での研修の受講に
ついては、目標を大きく上回った。しかし、行政サービス向上研
修については、制度設計まで至らなかったため。

研修計画に基づき、研修を実施・受講させることができた。

各研修機関への派遣研修により、能力向上だけでなく、他
自治体との人脈を広げさせることができた。

研修アンケートにおいても、高評価の確認ができている。

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）

愛知県市町村振興協会研修
センターでの専門研修受講
者

市町村アカデミー、ＮＯＭＡ
（日本経営協会）等への派遣
者数

役場主催の集合研修開催回
数

人

人

回

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

　職員研修実施計画に基づき各種研修を実施し、職員の能
力開発を図った。

　研修による能力が向上した職員により、住
民との協働まちづくりの施策が展開されてい
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

751 -2 B 継続

担当 総務 部 税務 課 収納 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 7

人 非該当

産業 非該当 －

生活空間 非該当 －

基本計画 基本施策 5

施策内容 1

予算体系 款 2 総務費 項 2 徴税費 目 1 税務総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 16,350 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

400 400 400

5,050 5,050 5,050

5,450 5,450 5,450

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 臨時職員契約 ４月 臨時職員契約 ４月 臨時職員契約

５月・１２月 催告書送付 ５月・１２月 催告書送付 ５月・１２月 催告書送付

７月・９月・１２月・３月 夜間滞納整理・電話催告 ７月・９月・１２月・３月 夜間滞納整理・電話催告 ７月・９月・１２月・３月 夜間滞納整理・電話催告

納付月 督促状送付 納付月 督促状送付 納付月 督促状送付

随時 納税相談 随時 納税相談 随時 納税相談

随時 徴収業務 随時 徴収業務 随時 徴収業務

5,378 5,450 5,450

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

賃金

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

前年度実施計画の事業費

事業費計（平成31年度）

事業目的

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

収納率向上事業（収納管理事務）

安定的な財源の確保

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

内訳（具体的な内容）
平成31年度

－

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

臨時職員の時給額が３年超となり単価が増
額した。徴収員の収納件数が増加した。徴収
指導員の勤務日が暦により１日増加したた
め。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業概要

平成29年度 平成30年度

共済費 共済費

主な関連計
画・法令

共済費

滞納者

　町税徴収員、事務補助員及び徴収指導員（臨時職員）を雇用し、滞納者に対する催告、
集金業務を強化する。また、徴収指導員の指導のもと、効果的な滞納整理（電話催告、夜
間滞納整理など）に取り組み収納率向上を図る。

賃金

実施スケジュール

　町税徴収員、事務補助員及び徴収指導員（臨時職員）を雇用する。町税徴収員は効果的な収納業
務を行い、収納率の向上を図るとともに、安定的な財源の確保を目的とする。事務補助員は、納税相
談に有効な情報（所在地や預金などの調査）の収集と整理を行い、履行管理の向上を目的とする。徴
収指導員は、困難ケースに対し、助言や指導により滞納整理の向上を目的とする。

主な協働・関
連団体

賃金

内訳（具体的な内容）

財政運営

名古屋西税務署

名古屋北部県税事務所



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

751 -2 B 継続

担当 総務 部 税務 課 収納 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）

収納率向上事業（収納管理事務）

■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 5,450 5,450 5,450

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

98.96 98.85 98.90 98.95 99.00 99.05

27年度 98.96 99.17 99.21

31.62 27.25 27.50 28.00 28.50 29.50

27年度 31.62 42.46 39.50

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

進行管理

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

　夜間電話催告を年４回実施している。電話に応答がないものにつ
いては、訪問して不在票を投函して連絡をつけていく。
　東尾張滞納整理機構へ移管した事案の収納率は62.3％（徴収額
21,957千円）であり、前年度57.3％（徴収額29,168千円）から率の上
昇が見られたが、徴収額そのものは減少している。町全体の滞納
繰越分の収納率は前年度42.46％（44,043千円）から39.50％
（34,251千円）に減少している。
　滞納処分として、町、東尾張滞納整理機構合わせ67件、7,540千
円（前年度57件、10,705千円）を徴収した。滞納処分の件数は増え
ているが、徴収額が減っている。今後も同様の傾向が続くと考えら
れる。
　今後は徴収率が悪い国民健康保険税等に力点をおいた処理を
行っていく。

　分納誓約書の取得を徹底し、時効中断を
活用して時効による不納欠損を縮減する。
　納付意志の希薄な滞納者については、引
続き滞納処分を実施していく。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

備考

特定財源の増
減理由

　町税徴収員、徴収指導員（国税OB職員）の臨時職員雇用
により収納率の向上及び滞納者に対する交渉技術向上を
図った。また、事務補助員の臨時職員雇用により財産調査
のための督促状・催告書・納付書等の発送、資料収集、
データの整理・入力等を行い、担税力の判断資料を整理し
適正かつ公平な差押や執行停止処分を実施した。
　未納税の時効、分納、分納誓約の管理を強化した。

平成31年度以
降の展望

備考

その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

一次評価に同じ

その他財源の名称 その他財源の名称

　徴収指導員の指導を受け、困難事案等の対策を行っている。また、執行
停止を適正に処理している。
　東尾張滞納整理機構への参加により、高額滞納者の滞納処分を実施して
いる。
　収納員による効果的な収納業務を行っている。
　事務補助員による財産調査の資料収集およびデータ入力により、担税力
の判断資料作成を迅速に処理している。

備考

徴収指導員の指導を受け、適正に滞納処分を実施し、収納
率が上昇した。

一次評価に同じ

収納員による臨戸徴収、事務補助員による資料調査・記録
整理を行い、滞納処分業務の円滑化を図ることができたた
め

現年度、滞納繰越とも目標値を上回ったため。

一次評価に同じ

　９月末現在において、町税合計で現年課税分及び滞納繰越分の収納率
が前年度同月より減少している。
　徴収指導員の助言を基に担税能力を判断し効果的に滞納処分を実施し
ていく。

町税収納率向上（現年分） ％

単位
目標値（上段：目標値、下段：実績値）現状値

（下段：時点）
指標名

事務事業評価
指標

町税収納率向上（滞納分） ％



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

751 -2 B 継続

担当 総務 部 税務 課 収納 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 7

人 非該当 －

産業 非該当 －

生活空間 非該当 －

基本計画 基本施策 5

施策内容 1

予算体系 款 2 総務費 項 2 徴税費 目 2 賦課徴収費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 83,832 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

27,522 25,300 27,300

620 639 639

104 104 104

500 500 500

28,746 26,543 28,543

時期（月） 時期（月） 時期（月）

５月 ６月 ５月

７月 ７月 ７月

随時 随時 随時

27,333 28,746 26,543

町県民税前納報奨金

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）

　固定資産税が通常の納期年となるため、
報奨費を増額した。
　また、封筒印刷枚数減に伴い、印刷製本費
を減額した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

　評価替えに伴い固定資産税の納期が変更
されるため、報奨費を減額した。
　在庫調整に伴い、印刷製本費を増額した。

負担金補助及び交付金

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール

固定資産税前納報奨金

町県民税前納報奨金

固定資産税前納報奨金

役務費

収納業務に関する用紙等の作成及び前納報奨金を支出する。また、効率的効果的に収納
業務を行い、収納率の向上を図り、安定的な財源の確保を目指す。

役務費

督促状、催告状の送付

内訳（具体的な内容）

町県民税前納報奨金

内訳（具体的な内容）

各税目の納期限内に納付されない場合に督促状の発布、滞納者の個人処分票を作成し、
適正な管理による催告書を送付する。期限後納付に対する延滞金納付書を作成し、送付
する。個人住民税と固定資産税に関する前納報奨金を支出する。

収納率向上事業（賦課徴収事務）

主な関連計
画・法令

報償費 報償費 報償費

内訳（具体的な内容）

名古屋西税務署

名古屋北部県税事務所

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

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

国税徴収法

納税義務者、滞納者

地方税法

事業目的

財政運営

安定的な財源の確保

主な協働・関
連団体

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

督促状、催告状の送付

平成31年度

役務費

需用費

事業概要

平成29年度 平成30年度

需用費 需用費

督促状、催告状の送付

負担金補助及び交付金負担金補助及び交付金

固定資産税前納報奨金

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

751 -2 B 継続

担当 総務 部 税務 課 収納 係 作成者

収納率向上事業（賦課徴収事務）

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 28,746 26,543 28,543

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

98.96 98.85 98.90 98.95 99.00 99.05

27年度 98.96 99.17 99.21

31.62 27.25 27.50 28.00 28.50 29.50

27年度 31.62 42.46 39.50

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

単位
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

　固定資産税及び個人住民税（普通徴収）の全期前納され
た納税者に対して前納報奨金を支出した。滞納者への督促
状、催告書（年２回）を送付した。滞納者と納税相談（随時）
を行い、納付誓約を取り、未納額の減少を図った。催告・差
押予告書の送付後、連絡等のない滞納者に対し滞納処分を
実施した。
　財産調査の結果を賦課担当と情報を共有することで適正
な課税保留や執行停止を実施した。
　納税者の利便性向上に向け２８年度にコンビニ収納に関
する資料を収集した。

分納誓約書の取得を徹底し、時効中断を活
用して時効による不納欠損を縮減していく。
　徴収指導員の助言を基に担税能力を判断
し効果的に滞納処分を実施していく。

　督促状（納付月）、催告書（６月）を送付し未納者の縮減を図っている。
　財産調査（行方不明）の結果を賦課担当と情報を共有することで課税保留
や執行停止を実施している。
　納税者の利便性向上のため、コンビニエンスストア収納に関する資料等を
収集し、実施に向け検討している。

　督促状、催告書等の返戻事案については、所在調査を実施し 新情報の
収集に努め、課税係と情報共有し発送する。
　９月末現在において、町税合計で現年課税分及び滞納繰越分の収納率
が前年度同月より減少している。
　徴収指導員の助言を基に担税能力を判断し効果的に滞納処分を実施し
ていく。

その他財源の名称

備考 備考

特定財源の増
減理由

一次評価に同じ

平成31年度以
降の展望

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

指標名

滞納整理機構において、悪質滞納者に対し専門的・集中的
に徴収を実施し、効率的に収納業務を行った。

現年度、滞納繰越とも目標値を上回ったため。

一次評価に同じ

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

事務事業評価
指標

町税収納率向上（滞納分） ％

町税収納率向上（現年分） ％

滞納整理機構の徴収率は上昇したものの、前年度に比べ
町としての収納率は減少しているため。

一次評価に同じ

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

 固定資産税及び個人住民税（普通徴収）の納期限前に全期前納された納税
者に対して固定資産税：3,801件24,135千円、町県民税：819件3,387千円の前
納報奨金を支出し、税収の早期確保と納税意識の向上を図ることができた。
また、滞納者へ督促状（各納期限後）、催告書（年２回）を送付し未納者の縮減
を図った。
　東尾張滞納整理機構へ移管した事案の収納率は62.3％（徴収額21,957千
円）であり、前年度57.3％（徴収額29,168千円）から率の上昇が見られたが、徴
収額そのものは減少している。町全体の滞納繰越分の収納率は前年度
42.46％（44,043千円）から39.50％（34,251千円）に減少している。
　滞納処分として、町、東尾張滞納整理機構合わせ67件、7,540千円（前年度
57件、10,705千円）を徴収した。滞納処分の件数は増えているが、徴収額が
減っている。今後も同様の傾向が続くと考えられる。
　　今後は徴収率が悪い国民健康保険税等に力点をおいた処理を行ってい
く。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

754 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 7

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 4

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 4 財産管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 273,763 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

25,740 23,889 23,889

4,733 4,655 4,655

11,516 28,897 28,897

4,707 4,606 4,606

6,957 41,472 41,472

148 6,325 6,325

4 4

133 133

53,801 109,981 109,981

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

毎月 毎月 毎月

毎月 毎月 毎月

随時 随時 随時

61,271 53,801 109,981

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

主な協働・
関連団体

事業費計（平成31年度）

役務費

財産の有効活用

財政運営

主な関連計
画・法令

委託料

公課費

委託料

使用料及び賃借料使用料及び賃借料

実施スケジュール 実施スケジュール実施スケジュール

公課費

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29年度） 事業費計（平成30年度）

財産管理事業

まちづくり重
点目標

使用料及び賃借料

役務費 役務費

庁舎は特定建築物（床面積　３，０００㎡以上）に該当するため、受水槽清掃、ねずみ駆除、浄
化槽排出水の水質検査等を行うとともに、冷暖房設備、浄化槽、電気設備、消防設備の保守
点検や清掃を行い常に良好な状況に保つ。また、多様化する事務に対応するため、事務機
器を活用し、事務の合理化・簡素化を図る。公用車は車検･点検を実施し、安全運行を確保す
る。

内訳（具体的な内容）

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

施設管理等の契約

事業の内訳
と事業費

事業実施ス
ケジュール

平成29年度 平成30年度

豊山町職員環境保全行動指針
に基づく点検

前年度実施計画の事業費

備品購入費

豊山町職員環境保全行動指針
に基づく点検

光熱水費等の支払い光熱水費等の支払い

燃料費の支払い

施設管理等の契約

豊山町職員環境保全行動指針
に基づく点検

備品購入費

燃料費の支払い

施設管理等の契約

光熱水費等の支払い

燃料費の支払い

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

－

－

－

庁舎（保健センター含む）及び公用車を常に良好な状態で維持できるよう、適正な管理をす
る。

需用費 需用費

委託料

公課費

需用費

備品購入費 工事請負費 工事請負費

事業目的

事業概要

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

754 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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）

財産管理事業

■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 72 72 72

一般財源 53,729 109,909 109,909

■事業の進行管理

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

3,923,374 3,020,000 3,020,000 3,020,000 3,000,000

27年度 3,646,710 4,028,818

20 20 20 20 20

27年度 20 20

19 20 20 20 20

27年度 18 20

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

庁舎及び公用車の管理を行った。庁舎管理については空
調機や水洗など設備の老朽化に伴う修繕が多く発生した
が、大規模なものはなく、平成２８年度比で683,460円の減と
なった。また、１階印刷室の大量印刷機、１階給湯室の給
茶器等の機器の更新を行った。
施設の老朽化に伴い、現在使用している機器の部品の製
造が中止されている案件も発生している。今後は、空調機
器の更新をはじめ、庁舎の老朽化及び大規模な修繕への
対応について検討が必要である。

　低燃費車への切替計画により、１０エスティマハイブリッド、給食センター
ミニカを廃車し、新たにエスティマハイブリッド及びキャリィトラックを購入し
た。
　また、町政情報の発信を随時行うため、情報公開コーナーに電光掲示
板を設置した。
　原油価格の高騰により、燃料費の価格変動が著しいことから、単価契
約を４半期ごととし、価格の変動に対応した。

　修繕が必要な箇所を迅速かつ的確に対応する。庁舎等の経年劣化に伴い、
修繕料の増加が見込まれるため、耐久性が高い部品及び機器を選定し、今後
の経費の削減に努めていく。

備考

事業実施上の問題点と対応策

平成31年度以
降の展望

事務事業評
価指標

公用車の台数 台

指標名

コピー使用料（５台合計） 円

特定財源の
増減理由

進行管理

平成28年度
までの主な
取り組みと成
果

豊山町職員環境保全行動指針に基づき、冷暖房の温度設定
の適正化等により、温室効果ガスの削減を行ってきた。また、
低公害車を導入し、公用車の削減も行ってきた。

庁舎管理に係る経常費用を抑制するため、
光熱水費が削減されている。環境に配慮する
ため、低公害車の導入が進んでいる。

備考

公共施設内公衆電話料・コピー料・庁舎等収入

その他財源の名称

備考

公共施設内公衆電話料・コピー料・庁舎等収入

庁舎の修繕箇所が増えてくるため、効率的な修繕をする必要
がある。

経年劣化による庁舎や周辺機器の修繕が増加するため、計
画的に執行する必要がある。

一次評価に同じ。

一次評価に同じ。

おおむね庁舎管理等を円滑に実施することができた。

庁舎及び公用車の保守点検等について、計画通り執行した。

単位
現状値
（下段：時

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

その他財源の名称 その他財源の名称

これまでの主な成果

公共施設内公衆電話料・コピー料・庁舎等収入

　　うち低公害車台数 台



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

754 -2 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課・事務局 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 7

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 5

施策内容 4

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 4 財産管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

7月～8月 7月～8月 7月～8月

6,678 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）

公共施設等総合管理計画策定事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

まちづくり重
点目標

－

－

－

財政運営

財産の有効活用

事業目的
長期的な視点から、所有する施設の更新・統廃合・長寿命化を計画的に行い、財政負担の
軽減を平準化につなげる。 主な協働・関

連団体

事業概要 公共施設等総合管理計画を策定し、施設の維持・修繕・更新を計画的に進める。 主な関連計
画・法令

平成29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） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29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 実施スケジュール

施設カルテの修正 施設カルテの修正 施設カルテの修正

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 前年度実施計画の事業費

平成28年度に計画策定が完了するため。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

754 -2 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課・事務局 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29～31年度）

公共施設等総合管理計画策定事業

■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

（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28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成28年に各施設担当に施設カルテの作成を依頼して取り
まとめ、公共施設等総合管理計画を策定した。

平成31年度以
降の展望

公共施設等総合管理計画に基づき、計画的
な施設の維持・修繕が行われている。

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）

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

761 -3 Ｂ 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 7

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 6

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 84 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

14 14 14

14 14 14

28 28 28

時期（月） 時期（月） 時期（月）

８月 ８月 ８月

１０月 １０月 １０月

36 28 28
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 前年度実施計画の事業費

普通旅費の予算を削除するため。

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 実施スケジュール
ヘブンス園原星空観察会に
参加

使用料及び賃借料

役務費

使用料及び賃借料

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

清内路秋祭りに参加清内路秋祭りに参加

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） 内訳（具体的な内容）

役務費 役務費

使用料及び賃借料

事業費計（平成31年度）

清内路秋祭りに参加

ヘブンス園原星空観察会に
参加

事業目的 主な協働・関
連団体

ヘブンス園原星空観察会に
参加

事業概要 主な関連計
画・法令

長野県下伊那郡阿智村清内路で毎年開催される秋祭り（花火）に、一般公募の参加者を募
る。また、とよやまＤＥないとの町民ふれあいコーナーに出店してもらう。

広域行政

広域行政の推進

長野県下伊那郡阿智村清内路と交流を継続し、山里の文化や自然と交流する機会を提供
する。

阿智村清内路

町内の在住・在勤者

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

友好都市交流事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

山里の文化や自然と接する機会を持ち、心豊かに暮らすことができる。

－

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

761 -3 Ｂ 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29～31年度）

友好都市交流事業

■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 18

一般財源 10 28 28

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

31 15 20 25 30 30

29年度 15 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

清内路秋祭りへの観覧参加申込み者が減ってきているため、広報などで周
知を図り、町民の阿智村への関心や交流意欲を高めるよう努める。

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）

秋祭り・ヘブンスそのはら星
空観察会への参加者

人

特定財源の増
減理由

参加費を1,000円から500円にするため。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成24年度に友好都市協定を締結した。平成25年度には防
災協定を締結し、少しずつ連携の分野が広がりつつある。
阿智村清内路の秋祭りには、参加希望者を募り観覧参加し
ている。平成27年度から、阿智村にあるヘブンスそのはらの
星空ナイトツアーに町民参加者を募り参加した。とよやまＤＥ
ないとに阿智村清内路がブースを出店した。子ども会や老
人クラブはそれぞれ交流している。

平成31年度以
降の展望

官民の交流が進み、互いに利点のある関係
性が強化されている。

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

清内路地域間交流事業参加費

備考 備考

適切な経費で事業を実施した。

ヘブンスそのはらで行われる星空ナイトツアーへの参加者を募集し、町民１
６名が参加した。阿智村清内路の秋祭りに、参加希望者１５名を募り観覧参
加した。また、とよやまＤＥないとに阿智村清内路がブースを出店した。

　ヘブンスそのはらで行われる星空ナイトツアーへの参加者
を募集したところ、２８組５６名の申込みがあり、うち８組１６
名が参加した。また、阿智村清内路の秋祭りに、参加希望
者１５名を募り観覧参加した。とよやまＤＥないとには阿智村
清内路がブースを出店した。今後も積極的に交流を行って
いく。

一次評価に同じ

星空ナイトツアーに参加定員を超える申込があった。

一次評価に同じ

本町ではできない体験を、町民に提供できた。

一次評価に同じ



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

725 -1 Ｂ 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 7

人 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 5

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 1,500 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

30 30 30

470 470 470

500 500 500

時期（月） 時期（月） 時期（月）

５月 ５月 ５月

１１月 １１月 １１月

２月 ２月 ２月

500 500

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

男女共同参画推進事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

性別に関係なく、住民がいきいきと心豊かに暮らしているまちを目指す。

-

-

事業目的 主な協働・関
連団体

コミュニティ

男女共同参画の推進

男女共同参画を推進し、性別に関わりなく個性や能力を発揮できることを目指す。

全町民

とよやま女性の会

事業概要 主な関連計
画・法令

第２次とよやまレインボープランに基づき各種事業を推進する。また、男女共同参画を推進
する団体の活動を補助する。広報とよやまなどを活用して、啓発活動を実施する。

とよやまレインボープラン

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） 内訳（具体的な内容）

報償費 報償費報償費

負担金補助金及び交付金

平成29年度 平成30年度 平成31年度

補助金交付（前金払い）

第２回レインボースクール

第１回レインボースクール

補助金交付（前金払い）

負担金補助金及び交付金 負担金補助金及び交付金

第２回レインボースクール

第１回レインボースクール

補助金交付（前金払い）

事業費計（平成29年度） 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

第２回レインボースクール

第１回レインボースクール

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



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

725 -1 Ｂ 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29～31年度）

男女共同参画推進事業

■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 500 500 500

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

34.8 32.0 36.0 37.0 38.0 40.0

27年度 34.8 33.8 36.1

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

レインボースクールの内容を充実させるなど、町の現状に合った施策を検
討していく必要がある。また、女性の会会員の高齢化への対策を、会の役
員とともに考えていく。

委員会等への女性登用率が昨年度より上昇したものの、目
標を下回っている。

一次評価と同じ。

費用に対して概ね効果的であるものの、事業内容にさらなる
工夫が必要である。

一定の成果は上がっている。

一次評価と同じ。

　とよやま女性の会への補助を行った。レインボースクール
として、小さい子を持つ母親向けの防災講座として「親子で
楽しく考える　ぼうさい工作教室」（参加者６組１８人）を開催
した。今後は町民の意見も取り入れながら、魅力があり参加
したくなる講座の企画を検討する。また、広報を効果的に行
い、参加者を増やすことも課題である。
　とよやま女性の会の中村百合子会長が愛知県男女共同
参画人材育成セミナーに参加し修了した。地域で活躍する
女性人材の確保を進めることも重要である。

一次評価と同じ。

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28年度ま
での主な取り
組みと成果

女性団体の活動を継続的に補助してきた。また、各種審議
会や委員会などの女性の登用を進めている。２３年度に新し
い男女共同参画社会づくりプラン（平成２４年度～平成３３年
度まで）を策定した。平成２５年度から、広報による「まちづく
りびと、紹介します」や、講座「レインボースクール」などを開
始し、平成２８年度も継続して実施してきた。

平成31年度以
降の展望

町民の男女共同参画への意識が高まり、男
性も女性も、性別によることなくそれぞれの
個性と能力を発揮することのできるまちづくり
ができている。

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）

委員会・審議会への女性登
用

％

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

とよやま女性の会に補助金を交付し、女性の社会活動を支援した。公益財
団法人あいち男女共同参画財団が主催する平成２９年度愛知県男女共同
参画人材育成セミナーに、とよやま女性の会の中村百合子会長が参加し
た。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

731 -1 C 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 7

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 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 0 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

119 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 前年度実施計画の事業費

ホームページの外国語対応化にともない、事
業を廃止するため。

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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

平成29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） 内訳（具体的な内容）

国際化

外国人向けの生活のサービス情報などを掲載したパンフレットを更新する。

町内在住の外国人

愛知学泉大学

事業概要 主な関連計
画・法令

平成１９年度に発行した暮らしの便利帳外国語版(英語、ポルトガル語、韓国語、タガログ
語、中国語）について、町制度など重要な事項が変更された場合、適宜、更新を行う。

事業目的 主な協働・関
連団体

多文化共生の推進

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

暮らしの便利帳外国語版更新事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

国籍に関わりなく、いきいきと心豊かに暮らせるような町を目指す。

－

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

731 -1 C 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29～31年度）

暮らしの便利帳外国語版更新事業

■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 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 30 35 40 45 50

27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）

パンフレット窓口配布数 枚

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成１９年度から総務課窓口に設置し、町ホームページにも
ＰＤＦファイルを掲載している。住民課窓口において、転入し
てきた外国人に配布している。毎年、各種制度の変更に応
じて改訂している。平成２８年度には、現在の５か国語（英
語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語）に加え、ト
ルコ語版を作成する予定である。

平成31年度以
降の展望

本町で暮らす外国人の生活を助ける基本的
なパンフレットとして定着している。

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

761 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 7

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 6

施策内容 1

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 30 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

10 10 10

10 10 10

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5～6月 5～6月 5～6月

随時 随時 随時

随時 随時 随時

10 10 10

市町会開催市町会開催

事業概要

平成29年度 平成30年度
内訳（具体的な内容）

広域行政

西春日井市町会を開催し、区域内の諸施策の調整等を行う。 主な協働・関
連団体

平成31年度

西春日井市町会規約

事業目的

広域行政の推進

西春日井地区の広域的な諸施策の方向性を調整するため、市町会を開催する。 主な関連計
画・法令

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

西春日井市町会事業

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

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

―

―

―

北名古屋市、清須市、豊山町

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 前年度実施計画の事業費

実施スケジュール

負担金の支出

調整事項の収集

内訳（具体的な内容）

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）

負担金の支出負担金の支出

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

調整事項の収集調整事項の収集

市町会開催



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

761 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 係 作成者

西春日井市町会事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 10 10 10

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 2 2 2 2 2

27年度 2 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

指標名

西春日井市町会　会議開催
数

回

事務事業評価
指標

西春日井二市一町の連絡調整機関として、機能している。

その他財源の名称

備考

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

必要に応じ、市町会を開催し、２市１町の広域事業に対する
調整を行った。

予算及び事業計画に基づき、適正に執行することができた。

適正に事業を執行している。

単位
現状値

（下段：時点）

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

備考 備考

特定財源の増
減理由

その他財源の名称

西春日井市町の良好な関係が保たれてい
る。

その他財源の名称

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8月6日付け加藤清須市長退任に伴い、送別会を
開催した。また、平成29年8月7日付け永田清須市長就任に
伴い、歓迎会を開催した。豊山町長が会長であることから、
事務局として各委員の日程調整や会議資料の作成等を行う
必要がある。
　西春日井市町会としての要望は、必要に応じて行ってい
く。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

　6月26日に第１回西春日井市町会会議を開催し、平成28年度の事業報告
及び決算報告、平成29年度の事業計画案及び予算案の審議並びに特別
養護老人ホームの建設に関する協議を行った。

　通常時は、市町会としての役割はほとんど機能していないのが現状であ
る。
　ただし、西春日井地域が一体となって、行っていかなければならない事業
等については、積極的に推進していくとともに、必要に応じて要望等を実行
していく必要がある。

事業計画に基づき、引き続き効率的に予算執行すること。

一次評価に同じ

事業計画に基づく事業について、効率よく執行している。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

761 -2 Ｂ 継続

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 7

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 6

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 714 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

164 164 164

74 74 74

238 238 238

時期（月） 時期（月） 時期（月）

通年 通年 通年

毎月 毎月 毎月

年４回程度 年４回程度 年４回程度

年３回程度 年３回程度 年３回程度

未定 未定 未定

未定 未定 未定

227 238 238

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

広域行政研究事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

まちづくり重点
目標

-

-

-

調査・研究・各種協議会等に
参加

調査・研究・各種協議会等に
参加

調査・研究・各種協議会等に
参加

広域行政

広域行政の推進

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

事業目的
地方公共団体それぞれの立場を理解、尊重した上で、住民サービスの向上や地域振興に
資する連携・協力関係を築き上げる。 主な協働・関

連団体

事業概要 周辺市町との連携を進め、広域行政の施策について調査・研究し、対応策を検討する。 主な関連計
画・法令

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

２市３町協働部会作業部会２市３町協働部会作業部会２市３町協働部会作業部会

平成29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） 内訳（具体的な内容）

需用費 需用費 需用費

使用料及び賃借料

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 実施スケジュール

２市３町協働部会 ２市３町協働部会 ２市３町協働部会

名古屋市近隣市町村広域行
政研究会ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

名古屋市近隣市町村広域行
政研究会ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

名古屋市近隣市町村広域行
政研究会ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

２市３町協働フォーラム ２市３町協働フォーラム ２市３町協働フォーラム

２市３町職員協働研修 ２市３町職員協働研修 ２市３町職員協働研修

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

761 -2 Ｂ 継続

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29～31年度）

広域行政研究事業

■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 238 238 238

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1 3 4 4 4 5

26年度 4 4

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

周辺市町との連携が進み、合併によらない
適切な広域行政事業が行われている。各市
町の取組も深まり、この圏域全体が活性化さ
れている。

２市３町広域行政研究会協働
部会開催回数

回

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

　２市３町広域行政研究会や、名古屋市近隣市町村広域連
携に関する研究会に参加して、他自治体との連携に努め
た。２市３町では、連携してＰＰＳ電力への切り替えを行っ
た。協働部会では共催で協働フォーラムを平成２８年２月に
開催した。平成２８年１２月に第２回協働フォーラムを開催予
定である。名古屋市近隣市町村広域連携に関する研究会に
おいては、中堅職員のワーキンググループに参加した。ま
た、名古屋まつりに参加した。

平成31年度以
降の展望

事業実施上の問題点と対応策

①　２市３町広域行政研究会は、協働部会において、第３回協働フォーラム
を２月に開催するための打合せを行っている。また、職員協働研修を１０月
に開催する。
②　名古屋まつりに参加するための準備を行っている。
③　名古屋市周辺近隣市町村広域連携に関する研究会ワーキンググルー
プに参加して、今後具体的な活動を連携して進めるためのアンケート案を検
討している。

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）

これまでの主な成果

本町の発展と広域の発展の両立を常に認識して連携すべきである。名古屋
まつりについては、平成２９年度で６回目の出展となる。名古屋まつりの来
場者における認知度は十分高まったといえる。どじょう寿司の認知度をさら
に高めるため、新たな場所での出展を検討していく。

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

　２市３町協働部会において、第３回協働フォーラムを開催し
た。第２回までは団体同士の情報交換や交流がメインだった
ことと比較して、第３回では具体的な協働の取組実施につな
げ得る場とした。平成３０年度は本町おける開催である。引
き続き、２市３町の連携を図りながら取り組んでいく。
　また、２市３町協働部会による職員研修や、名古屋市近隣
市町村町懇談会など、広域連携に関する事業に引き続き参
加した。今後も継続して実施し、進展させていくことが課題で
ある。

一次評価に同じ。

費用は低廉で、効果は大きい。

一次評価に同じ。

様々な広域連携事業を実施した。

一次評価に同じ。

他自治体との連携により、本町の協働も進化した。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

731 -3 Ｂ 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 7

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 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 90 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

30 30 30

30 30 30

時期（月） 時期（月） 時期（月）

２月 ２月 ２月

30 30 30

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

多文化共生交流会の開催

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

国籍に関わりなく、いきいきと心豊かに暮らせるような町を目指す。

－

－

事業目的 主な協働・関
連団体

多文化共生の推進

事業概要 主な関連計
画・法令

豊山町は県平均に比べて外国人の割合がやや高いが、現在のところ、外国人と住民とのト
ラブルなど、目立った問題は報告されていない。この状況を保ちつつ、より一層多文化共生
が推進されるように、衣食住に関する親しみやすい講座・教室などを行う。実施にあたって
は、定住外国人基礎調査の結果や有識者の意見などを参考にしながら行う。

平成29年度 平成30年度 平成31年度

国際化

国籍や文化の差などを超えた地域住民の交流を行い、多文化共生を推進する。 愛知学泉大学

全町民

報償費

広報掲載・事業実施 広報掲載・事業実施広報掲載・事業実施

報償費 報償費

事業費計（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） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成29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 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

731 -3 Ｂ 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29～31年度）

多文化共生交流会の開催

■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 30 30 30

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1 1 2 2 3 3

27年度 1 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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

住民が主体となった、多文化共生の事業が
定期的に行われており、日常においても、外
国人と日本人との間の、文化の違いを原因
としたトラブルも発生していない状況である。

その他財源の名称

単位
現状値

（下段：時点）

備考 備考 備考

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

その他財源の名称

平成22年度から開始した。初年度はフィリピン、23年度は
ブータン王国、24年度は南アフリカ共和国、25年度はブラジ
ル、26年度はニューヨーク、27年度はシアトルをテーマとし開
催した。
平成28年度については現在企画中である。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

その他財源の名称

回多文化共生交流会の開催数

今年度の多文化共生交流会のテーマとして、やさしい日本語や簡単な英会
話など、日常生活で外国人と接する際に役立つ知識を紹介するような内容
を検討している。講師の選定や具体的な実施には至っていない。

多くの町民に参加していただくために、時宜を得た、内容的にも工夫を凝ら
した講座を行う必要がある。幅広く情報収集をし、講師の選定に努める。

これまでの主な成果

事務事業評価
指標

指標名

廉価で外部講師を招聘し事業を実施した。

一次評価に同じ。

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

外国人ともコミュニケーションをとりやすい平易な表現を使っ
た「やさしい日本語」について学ぶことを目的に、「外国人に
も伝わりやすい『やさしい日本語』講座」を開催した。１３名の
参加者があった。講座参加者を増やすために、チラシやＳＮ
Ｓ等を活用し、広報を積極的に行うことが必要である。時宜
に合わせ、人々の関心の高いテーマで講座を開催する必要
がある。

参加者数は定員３０名に対して半数弱の１３人であった。

一次評価に同じ。

一次評価に同じ。

参加者からの評価は高かった。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

731 -4 C 新規

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 7

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 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 42 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

14 14 14

14 14 14

時期（月） 時期（月） 時期（月）

５月 ５月 ５月

５月 ５月 ５月

14 14 14
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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

あいち医療通訳システム推
進協議会負担金の支払

あいち医療通訳システム推
進協議会負担金の支払

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） 内訳（具体的な内容）

国際交流協会負担金の支払

あいち医療通訳システム推
進協議会負担金の支払

国際交流協会負担金の支払

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金負担金補助及び交付金

国際交流協会負担金の支払

平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業概要 主な関連計
画・法令

愛知県国際交流協会に対する賛助会費の支出の他、平成24年度からは、「あいち医療通
訳システム」を導入し、愛知県、市町村、医療機関、大学が連携して、医療機関における在
住外国人の言葉の不安を解決する。

事業目的 主な協働・関
連団体

国際化

多文化共生の推進

愛知県や県下市町村と連携しながら、外国人の方が暮らしやすいまちづくりを推進する。 愛知県、市町村

医療機関、大学

外国人

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

多文化共生推進事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

国籍に関わりなく、いきいきと心豊かに暮らせるような町を目指す。

－

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

731 -4 C 新規

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29～31年度）

多文化共生推進事業

■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 14 14 14

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

一次評価に同じ。

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

在住外国人の方が安心して医療を受けることができるよう、
継続して愛知県の主唱するあいち医療通訳システム推進協
議会に参加した。今後も、多くの在住外国人の方に利用して
いただけるよう周知し、一層の利用促進を図ることが課題で
ある。

費用に対して効果的である。

一次評価に同じ。

在住外国人の言葉の不安の解消に一定の成果をあげた。

一次評価に同じ。

引き続き医療通訳システム推進協議会に加盟した。

今後も県等の関係機関から多文化共生に関する情報や事例を収集し、施
策に活かしていく。また、あいち医療通訳システムの利用促進・参加医療機
関の増加に努める必要がある。

愛知県の主唱するあいち医療通訳システムに参加している。

これまでの主な成果

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28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）

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称

あいち医療通訳システムの運営と活動に協力している。
医療機関での言葉のトラブルが取り除かれ、
在住外国人が安心して病院にかかることが
できるまちづくりが進められている。

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

762 -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 7

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 6

施策内容 2

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 9 空港対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 3,173 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

205 347 347

758 758 758

963 1,105 1,105

時期（月） 時期（月） 時期（月）

５月 ５月 ５月

８月 ８月 ８月

１０月 １０月 １０月

１１月 １１月 １１月

２月 ２月 ２月

963 963 1,105
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 前年度実施計画の事業費

県営名古屋空港の活性化に関する協議会
のキャラバン活動旅費３回分を追加計上した
ほか、全国民間空港関係市町村協議会負担
金の航空機燃料譲与税割が増加したため。

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 実施スケジュール

事業費計（平成31年度）

空港関連施設見学会

なごや航空文化フェスタなごや航空文化フェスタ

空港関連施設見学会

なごや航空文化フェスタ

空港関連施設見学会

空港フォーラム

各種団体の年次総会等に参
加

各種団体の年次総会等に参
加

各種団体の年次総会等に参
加

家族ふれあい航空教室

空港フォーラム 空港フォーラム

負担金補助及び交付金

家族ふれあい航空教室家族ふれあい航空教室

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度）

負担金補助及び交付金

旅費 旅費 旅費

負担金補助及び交付金

平成29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） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

名古屋空港周辺環境対策協議会や、空港周辺環境整備連絡協議会、県営名古屋空港の
活性化に関する協議会などの名古屋空港を中心とした空港関連の協議会に参加する。ま
た、全国民間空港関係市町村協議会をはじめとした、全国的な空港関係の団体の活動に
参加する。

名古屋空港新展開基本計画

事業目的 主な協働・関
連団体

空港周辺環境整備と空港振興

広域行政

空港関係の各種協議会などに積極的に参加し、騒音対策をはじめとした空港の周辺環境
整備や、航空文化の普及、地域振興を図る。

県営名古屋空港協議会、名
古屋空港周辺環境対策協議
会等

空港関連団体

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

名古屋空港関連広域行政事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

-

空港に関連した地域の、全国の自治体や協議会などと連携することにより、名古屋空港周
辺地域の振興に資する。

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

762 -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29～31年度）

名古屋空港関連広域行政事業

■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 963 1,105 1,105

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

800 500 600 700 800 1,000

27年度 800 800 550

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

各種団体が連携しながら、効率的な運営を行っている。協議
会事業に係る費用の圧縮・削減を進め、限られた予算内で
最大限の成果を得られるよう工夫した。

上記に同じ。

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

名古屋空港周辺環境対策協議会主催の航空文化フェスタ
では、中部大学機械工学科教授を招き、ロケットの歴史や
宇宙へ行く方法についての講演会などを行った他、家族ふ
れあい航空教室やＭＲＪミュージアムの見学会など、航空文
化に関する啓発を実施した。
今後も一層、空港による地域づくりを振興するため、他自治
体との連携を強化し、広域的な枠組みで周辺環境の充実を
推進していくことが必要である。

なごや航空文化フェスタの入場者数について、目標値に届
かなかった。

上記に同じ。

空港関連の各協議会に積極的に参加・協力した。９月末までに名古屋空港
周辺環境対策協議会主催の家族ふれあい航空教室を開催し、地域住民の
航空に関する理解を深める事業を行った。１１月には全国民間空港関係市
町村協議会事務担当者研修会を控えており、事務局である伊丹市と開催
準備を進めている。

春日井市・小牧市と連携しながら県営名古屋空港の効果的な利用促進事
業を行う必要がある。情勢に合わせて、協議会の活動内容や負担金の見
直しを行っていくべきである。１１月２４日には全国民間空港関係市町村協
議会事務担当者研修会が予定されている。この研修会は、毎年度開催地
が変わり、今年はあいち航空ミュージアムのオープン等で大きな動きがみら
れる本町が選ばれた。全国の空港自治体が集まることから、この機会を利
用して町のＰＲを図り、空港利用促進に繋げたい。

県営名古屋空港の活性化に関する協議会を中心に、トップ
セールス等を行うことで民間路線の存続・拡充向け活動を
行った。

ＦＤＡが順調に旅客数を伸ばしている。

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）

なごや航空文化フェスタ参加
者数

人

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

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

備考

県営名古屋空港の活性化に関する協議会、県営名古屋空
港協議会等に参加し、ＦＤＡの路線維持・拡大・利用促進事
業について、関係する自治体・機関などと協力している。ま
た、全国民間空港関係市町村協議会や全国地域航空シス
テム推進協議会等に参加し、全国の空港に関係した自治体
との連携を図っている。また、平成２７年度県営名古屋空港
の活性化に関する協議会において、FDA搭乗者向けのPR
用機内誌を作成している。平成２８年度は、家族ふれあい航
空教室を本町主体で行った。

名古屋空港周辺への航空宇宙関連産業の
集積に伴い、各種協議会等の活動がますま
す盛んになっている。

備考 備考

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

762 -2 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 7

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 6

施策内容 2

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 9 空港対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 16,278 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

116 116 116

10 10 10

5,300 5,300 5,300

5,426 5,426 5,426

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

5,489 5,426 5,426
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 前年度実施計画の事業費

名古屋空港利用事業所助成金について平
成２７年度実績を現在の助成金額に換算し
て積算したところ減額となった。

事業費計（平成29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 実施スケジュール
利用者に対し、助成金の交
付を行う。

利用者に対し、助成金の交
付を行う。

利用者に対し、助成金の交
付を行う。

負担金補助及び交付金

役務費 役務費 役務費

委託料

負担金補助及び交付金

平成29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） 内訳（具体的な内容）

委託料 委託料

負担金補助及び交付金

事業概要 主な関連計
画・法令

県営名古屋空港に就航している路線の利用者に対し、助成を行う。

豊山町県営名古屋空港利用

促進助成金交付要綱

事業目的 主な協働・関
連団体

広域行政

空港周辺環境整備と空港振興

県営名古屋空港の利用促進を行い、空港の持続的発展に寄与する。

全住民

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

名古屋空港利用促進事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

-

県営名古屋空港の利用者が増え、空港関連企業及び空港周辺地域の活性化につなが
る。

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

762 -2 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29～31年度）

名古屋空港利用促進事業

■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

一般財源 5,426 5,426 5,426

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1,410 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500

27年度 1,410 1,184 1,189

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

一人当たり助成金単価を引き下げることで、町の財政負担
を軽減できた。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

９月末時点で、空港利用助成金申請件数は４４６件、計２，１２６，０００を補
助した。昨年度から申請件数は横ばいとなっている。

申請件数が横ばいになってきたことから、ある程度の周知は図られたと考
えられる。一方で、申請書類の記載ミス等が未だに散見されるため、広報
等を活用して改めて申請方法を周知徹底する必要がある。

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

助成金利用者は１，１８９人にのぼり、空港の路線維持に貢
献した。昨年から助成金の利用者は横ばいとなっているも
のの、ＦＤＡの年間利用者数は増加傾向にある。
今後も広報等を活用して、助成制度の周知を図ることで空
港利用者の増加を目指すほか、申請の不備が生じないよう
啓発に努めていく。

事業評価指標を下回った。

上記に同じ。

民間航空路線の維持はもとより、町民の空港への関心を大
きく喚起し、地域振興に資している。

上記に同じ。

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）

利用促進補助の利用者数 人

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28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23年度の事業開始から多くの住民が利用し、空港振興
に寄与している。平成24年度からは町内の事業所に対する
助成も開始した。平成26年度からは申請に回数制限を設け
た。平成27年度には補助金の見直しを行った。

県営名古屋空港の利用者が増加し、空港の
健全で安定的な運営が行われている。

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

763 -1 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 7

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 6

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29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時

0 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 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 実施スケジュール

前年度の事業計画による前年度の事業計画による情報収集・研究

平成29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） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

名古屋市、北名古屋市、小牧市、春日井市など、豊山町に隣接し、かつ独自の公共交通網
をもつ自治体と連携し、将来的には相互乗り入れや乗り継ぎの充実なども視野にいれつ
つ、地域の公共交通に関する意見交換や情報交換を行う機会を設ける。

事業目的 主な協働・関
連団体

広域行政

広域的公共交通の研究

近接する自治体の独自運行バスや民営バスなどと連携しながら、より効率的な地域公共
交通の実現を目指す。

近隣市町

名古屋大学

近隣市町のバス担当者

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

広域的公共交通連絡会議事業

住民と行政がともに考え、ともにつくる信頼のまち

-

－

豊山町の公共交通事業と、他市町村の公共交通事業が必要に応じて連携している。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

763 -1 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29～31年度）

広域的公共交通連絡会議事業

■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 1 1 2 2 2

27年度 5 5 7

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

経費を要していないものの、調整すべき事項が多く、効果的
に実施できたとはいえない。

上記に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

３月に行った名古屋市営バス社会実験を踏まえた今後の方針について、名
古屋市交通局や中部運輸局と協議を行っている。また、豊山町公共交通会
議に小牧市の公共交通担当者を招いているほか、小牧市の公共交通会議
にも出席し、相互に情報交換を行っている。

名古屋市営バス社会実験結果を踏まえ、延伸について今後どのような方針
で進めるのか、まだ決定されていない。公共交通会議や幹事会の場だけで
はなく、個別に打合せの場を設けるなど、関係各所との意見交換を密に行
うことで既存の公共交通網に対しどのような影響をもたらすのか、注意深く
観察する必要がある。

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

本町と小牧市はお互いに地域公共交通会議の委員となって
おり、会議を通して意見交換を行っている。
名古屋市営バスの延伸社会実験後、結果分析を行い、名古
屋市に対し延伸の要請を行っている。本格運行の実現に向
け、今後も地域公共交通会議や交通事業者、近隣自治体と
調整を図る。

小牧市公共交通会議の委員として情報交換を行っている。

上記に同じ。

名古屋市営バスの乗り入れについて調整段階である。

上記に同じ。

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）

連絡会議の実施回数 回

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

名古屋市バスの乗入れについての協議や、関係自治体担
当者間の連絡調整を行った。

連絡協議会をきっかけに、地域全体で公共
交通を捉える視点が育ち、利用者の立場に
立った広域的な公共交通行政が進められて
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

900 -1 Ｂ 継続

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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 12 予備費 項 1 予備費 目 1 予備費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 30,000 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

10,000 10,000 10,000

10,000 10,000 10,000

時期（月） 時期（月） 時期（月）

10,000 10,000 10,000
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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

平成29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） 内訳（具体的な内容）

予備費 予備費 予備費

事業概要 主な関連計
画・法令

予算外の支出又は予算超過の支出が生じた場合に予備費の充用を行う。

地方自治法第217条

事業目的 主な協働・関
連団体

－

－

予算外の支出又は予算超過の支出が生じた場合に予備費の充用により予算執行を行う。

役場内

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

予備費事業

－

－

－

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

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29～31年度）

予備費事業

■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 10,000 10,000 10,000

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

平成29年度上期においては、8月及び9月に個人町県民税と法人町民税の
還付金不足への対応、9月には病気休職職員の発生に伴う派遣職員の確
保に要する経費として計3件の予備費の充用を行った。

安易に予備費に頼ることがないよう、補正予算、流用対応などを優先して検
討し、適切な予算執行を行う必要がある。

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）

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

予算外の支出又は予算超過の支出が生じた予算科目に対
し予備費の充用を行った。

【充用事業】
　平成28年度上期においては、5月に豊山保育園の空調改
修工事、8月に大雨に伴うし尿・浄化槽の消毒作業、9月に
豊山保育園の水中ブロワー故障による取替え工事経費とし
て計3件の予備費の充用を行った。

平成30年度以
降の展望

予算外の支出又は予算超過の支出が生じた
場合は、予備費の充用による対応を行うもの
の、頻繁に予備費に頼ることがないよう、適
切な予算要求を行うように努める。

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

　平成29年度下期は、災害見舞金の支給や大雨警報の非
常配備に伴い管理職員特別勤務手当の予算額に不足が生
じたこと等について予備費の充用を行った。今後も緊急性が
必要な場合に、適正に予備費を充用する。

予備費充用を適切に行なった。

予備費充用を必要 小限に抑えた。

緊急性を要する場合に限り、予備費を充用した。

効率的な執行が認められる。

予備費充用を適切に行なった。

一次評価に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -8 Ｂ 継続

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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 3,576 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,177 1,192 1,207

1,177 1,192 1,207

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月 5月

5月 5月 5月

随時 随時 随時

1,169 1,177 1,192

事業実施スケ
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 前年度実施計画の事業費

加入時点（4月1日現在）での総人口（予測）
の増加による。
※平成31年度4月1日現在人口　16,000人

加入時点（4月1日現在）での総人口（予測）
の増加による。
※平成29年4月1日現在人口　15,600人

加入時点（4月1日現在）での総人口（予測）
の増加による。
※平成30年度4月1日現在人口　15,800人

事務対応手続 事務対応手続 事務対応手続

保険料分担金納入

保険加入申込 保険加入申込

事業費計（平成29年度） 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

保険料分担金納入 保険料分担金納入

保険加入申込

平成29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） 内訳（具体的な内容）

役務費 役務費 役務費

事業概要 主な関連計
画・法令

町有施設の瑕疵や町の業務遂行による事故発生時の「賠償責任保険」、町の事業に参加
した住民等第三者が被害を被った場合の「補償保険」、「公金総合保険」、「個人情報漏え
い保険」にかかる各種手続きを行う。

国家賠償法

民法

事業目的 主な協働・関
連団体

－

－

町が管理する施設の瑕疵や町の業務遂行上の過失に起因する事故が発生した際に、町
が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害を補てんするため、「全国市町村会総合賠償
補償保険」に加入する。

役場内

町村会

幹事保険会社

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

総合賠償補償保険事業

－

－

－

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -8 Ｂ 継続

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29～31年度）

総合賠償補償保険事業

■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 1,177 1,192 1,207

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事業実施上の問題点と対応策

4月に更新手続を行った。
当年度上期における事故発生件数は0件である。

事故が起こらないよう施設管理について十分に注意する一方、事故が発生
した場合は関係各課と連絡を取り合い、迅速に対応できるよう事務を進め
る必要がある。

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）

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成20年6月の制度改正により契約類型及び保険料率が変
更し、他部署加入の動産保険の見直し・統一を行った。
平成22年度6月から予防接種保険の賠償保険金額が1事故
5千万円から1億円に、保険期間中1億5千万円から3億円に
引き上げられた。
平成28年6月から医療業務の一部が「健診賠償」として保険
対象化されたのに加え、保険料分担金率が改定された。

平成30年度以
降の展望

保険料の積算基準となる住民数について
は、4月1日現在の総人口で算定するため、
人口の推移を注視しながら予算を見込む必
要がある。今後も、加入・申請等の手続につ
いては迅速に対応できるよう事務を進める。

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

　前年度に続き今年度においても、保険金の支払いの対象
となる事故件数は０件であった。今後も施設管理の徹底を
担当課に指示するとともに、事故が発生した際には迅速に
保険手続を進める。

効率的な事業執行が行なわれている。

一次評価に同じ。

適切に事業執行している。

適正かつ迅速に事務を行なっている。

適切に事業執行している。

適正かつ迅速に事務を行なっている。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -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 1

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 8 土木費 項 1 土木管理費 目 1 土木総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 963,864 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

27,994 29,581 29,581

21,803 21,221 21,221

13,725 14,250 14,250

66 66 66

469 469 469

19 19 19

11,444 11,444 11,444

10 10 10

70 363 363

363 363 363

1 1 1

244,602 243,862 243,862

320,566 321,649 321,649

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月～3月 4月～3月 4月～3月

12月～3月 12月～3月 12月～3月

310,846 320,566 321,649

道路・河川・法定外公共物の整備促進・維持管理のための事務を行う。

人件費や事業に必要な消耗品・印刷製本費、道路・水路の境界立会委託料、道路台帳修正委託業務
及び、広域幹線道路などの整備を国や県に要望するための負担金に関する事業を実施する。道路・
境界立会については、土地家屋調査士協会に委託することで、適正に境界確定を実施している。道路
台帳修正については、道路現況が毎年変化するため、修正委託を実施する。

道路・水路境界立会道路・水路境界立会 道路・水路境界立会

道路台帳修正道路台帳修正

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 前年度実施計画の事業費

下水道事業特別会計繰出金が増額となった
ため。

道路台帳修正

共済費 共済費

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

職員手当等

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 実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業目的

内訳（具体的な内容）

職員手当等

給料

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

給料 給料

平成29年度

職員手当等

事業概要 主な関連計
画・法令

道路法

河川法

平成31年度

－

全町民

主な協働・関
連団体

平成30年度

－

－

委託料

－

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

土木管理共通事業

まちづくり重
点目標

快適で活気あふれるコンパクトなまち

－

旅費 旅費

需用費 需用費

役務費 役務費

委託料

事業費計（平成29年度）

共済費

旅費

委託料

使用料及び賃借料

役務費

補償、補填及び賠償金

負担金補助及び交付金

需用費

備品購入費 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

繰出金 繰出金 繰出金

補償、補填及び賠償金

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

補償、補填及び賠償金



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -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29～31年度）

土木管理共通事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 472 補助率 2/3 1,334 補助率 2/3 3,335 補助率 2/3

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 299 299 299

一般財源 319,795 320,016 318,015

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

予算内で適切に事業を遂行した。

一次評価に同じ

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

平成24年度に作成した道路境界立会・借地データを活用し
ながら、青山1ｍ借地部分の測量調査委託業務と、所有権
移転業務及び道路・水路境界立会委託業務を実施した。
あわせて、中道地区道路整備事業のための分筆、所有権移
転登記を実施した。
土地改良等整備がされていない区画については、土地台帳
と現況道路が整合しないケースが発生しているため、資料
など随時整備していく。

官民境界、用地測量調査は、申請に対して迅速な処理を
行った。道路台帳の整備は更新箇所を修正し、台帳作成を
完了した。

電子データを活用し、迅速な事務処理に努めること。

青山1ｍ借地部分の測量調査委託業務7件と、用地買収や開発に伴う所有
権移転業務7件、道路・水路境会立会委託業務32件を実施した。

青山1m借地部分の測量調査委託業務と、所有権移転業務及び、道路・水
路境界立会委託業務を引き続き実施する。土地改良等整備されていない
区画については、土地台帳と合わないケースが発生しているため、過去の
立会い記録を官民境界システムを活用し、適正に管理する。

計画どおり事務を行った。

電子データを活用し、迅速な事務処理に努めること。

これまでの主な成果

現状値
（下段：時点）

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

備考 備考備考

その他財源の名称

引き続き、道路・水路の適正な幅員・面積を
確保するため、官民境界査定委託業務を実
施し、1m借地部分の測量調査・所有権移転
委託業務を実施する。また工事した路線に
ついては確実に道路台帳に反映するよう道
路台帳修正業務を実施しる。

平成31年度以
降の展望

久田良木川排水機場維持管理負担金

単位

久田良木川排水機場維持管理負担金

特定財源の増
減理由

防衛省受託事業（豊山用排水路改修工事）
が完了するため。

土地家屋調査士協会に官民境界査定業務を委託し、道路・
水路の適正な幅員・面積を確保した。青山1m借地部分の寄
付を受けるため、測量調査・所有権移転業務を委託した。ま
た工事を実施した道路線について、道路台帳を修正した。

防衛省障害防止対策事業（久田良木川排水
機場ポンプ増強実施設計）を実施するため。

久田良木川排水機場維持管理負担金

事務事業評価
指標

指標名

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

防衛省障害防止対策事業（久田良木川排水
機場ポンプ増強工事）を実施するため。

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

900 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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 ―

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 ―

施策内容 ―

予算体系 款 8 土木費 項 1 土木管理費 目 1 土木総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 732,326 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

244,602 243,862 243,862

244,602 243,862 243,862

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

232,742 244,602 243,862
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 実施スケジュール

繰出金の繰り出し 繰出金の繰り出し 繰出金の繰り出し

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

平成29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） 内訳（具体的な内容）

繰出金 繰出金 繰出金

事業概要 下水道事業の財源として、公共下水道事業特別会計繰出金を繰り出す。 主な関連計
画・法令

―

―

事業目的 下水道事業の財源として、都市計画税相当額に合わせて児童手当分を繰り出す。 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29～31年度）

土木管理共通事業（下水道係事業）

―

まちづくり重
点目標

―

―

―



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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）

土木管理共通事業（下水道係事業）

■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 244,602 243,862 243,862

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

予算どおり適正に事務を行った。

一次評価に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

4月に下水道事業の財源として、都市計画税相当額及び児童手当分を繰り
出した。

重点アクションプランを策定し、早期概成に向け進めるが、財政計画の見直
しも行い、都市計画税相当額の繰出しで対応できる計画としている。
借入額の抑制等を行い、後年度負担の軽減に努めているが、適宜財政計
画の見直しを行う等、建設費とその財源について検討する必要がある。

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

下水道事業の財源として、都市計画税相当額を繰り出した。
また、都市計画税の充当先は下水道事業のみであるため、
都市計画税を充当することがそぐわない児童手当について
も合わせて繰り出した。
昨年度、平成32年度までの財政計画の見直しを行った。次
回見直し時においても、都市計画税の見通しを見極め、引き
続き、都市計画税相当額のみで対応できるよう整備計画を
見直す必要がある。

計画どおり事務を行った。

一次評価に同じ。

計画どおり事務を行った。

一次評価に同じ。

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）

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

下水道事業の財源として、平成20年度より賦課・徴収を始め
た都市計画税相当額を繰り出してきた。
また、平成23年度より都市計画事業が下水道事業のみと
なったことから、都市計画税の充当先として適さない児童手
当についても繰り出している。
不明水の処理に要する経費についても繰り出していたが、
不明水量が少なかったため、平成25年度より取り止めた。

平成31年度以
降の展望

アクションプランの策定に伴い、平成27年度
に財政計画を見直し、都市計画税相当額の
繰り出しで対応できる計画とした。
引き続き、借入額の抑制を図り、元利償還金
の低減を図る必要がある。

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

900 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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 ―

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 ―

施策内容 ―

予算体系 款 1 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 83,951 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

12,076 12,517 12,517

7,712 7,950 7,950

5,860 5,998 5,998

61 61 61

218 218 218

70 70 70

105 193 193

1,279 1,278 1,278

27,381 28,285 28,285

時期（月） 時期（月） 時期（月）

6～7月 6～7月 6～7月

随時 随時 随時

28,893 27,381 28,285

旅費

需用費

旅費

需用費

旅費

需用費

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

総務一般事業

―

まちづくり重
点目標

―

―

―

―

―

事業目的 下水道の整備促進のための事務を行う。

下水道工事区域内の住民

主な協働・関
連団体

事業概要
下水道整備を円滑に行うため、工事説明会を実施する。また、下水道工事費を積算するた
めのシステムの賃借料を支払う。 主な関連計

画・法令

下水道法

都市計画法

豊山町下水道全体計画

平成29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） 内訳（具体的な内容）

給料 給料 給料

職員手当等 職員手当等 職員手当等

共済費 共済費 共済費

役務費 役務費 役務費

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

事業費計（平成29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 実施スケジュール

工事説明会の開催 工事説明会の開催 工事説明会の開催

積算システム利用・積算関連
図書の購入

積算システム利用・積算関連
図書の購入

積算システム利用・積算関連
図書の購入

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

900 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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）

総務一般事業

■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 4,373

一般財源 23,008 28,285 28,285

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

下水道使用料

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

下水道工事説明会の開催や、下水道工事積算のための図
書の購入等を行った。
平成23年度より青焼の高騰に伴い、発注図面の電子化を
行った。

引き続き、下水道事業の促進のため、適正
に事務を執行する。

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）

事業目的に沿って事務を行った。

一次評価に同じ。

これまでの主な成果

予算の範囲内で適正に事務を執行した。

一次評価に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

①下水道工事の説明会を7月3日（対象者115名）に総合福祉センターひま
わり、7月5日（対象者30名）に役場会議室１でそれぞれ開催した。説明会の
実施に伴い、開催通知の送付や欠席者に対し資料を送付した。
②下水道法第22条に規定する資格者を確保するため、日本下水道事業団
主催の技術研修への参加を予定していたが、人事異動により受講要件を満
たす者がいなくなったため断念した。

下水道事業に関する知識向上及び下水道法第22条に規定する資格者を確
保するため、日本下水道事業団等の研修に参加する必要がある。

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

下水道工事の説明会を7月3日(対象者115名)に総合福祉セ
ンターひまわり、7月5日（対象者30名）に役場会議室１でそ
れぞれ開催した。説明会の実施に伴い、開催通知の送付や
欠席者に対し資料を送付した。
新川流域下水道推進協議会や全国町村下水道推進協議会
愛知県支部等の会議や研修に参加し、情報収集、技術向上
に努めた。
下水道法第22条に規定する資格者を確保するため、日本下
水道事業団主催の技術研修に参加する必要がある。

計画どおり事務を行った。

一次評価に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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 ―

人

産業

生活空間

基本計画 基本施策 ―

施策内容 ―

予算体系 款 1 総務費 項 1 総務管理費 目 2 維持管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 362,171 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

100 100 100

54 54 54

5,072 9,509 9,957

72,115 129,552 135,504

77,341 139,215 145,615

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

6月 6月 6月

毎月 毎月 毎月

隔月 隔月 隔月

3月 3月 3月

79,678 77,341 139,215

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

公共下水道施設維持管理事業

―

まちづくり重
点目標

―

―

―

―

―

平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業目的 下水道施設を長期にわたって利用できるよう、適切な維持管理を行う。

下水道供用開始区域内の住民

主な協働・関
連団体

事業概要
下水道施設の適正な管理のための台帳整備や補修・清掃を行う。また、下水道使用料徴
収のための負担金、汚水処理のための負担金を支払う。 主な関連計

画・法令

下水道法

都市計画法

豊山町下水道全体計画

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） 内訳（具体的な内容）

需用費 需用費 需用費

役務費 役務費 役務費

委託料 委託料

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

委託料

事業費計（平成29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 実施スケジュール
下水道使用料システム通信
費支払

下水道使用料システム通信
費支払

下水道使用料システム通信
費支払

下水道台帳作成業務委託発
注

下水道台帳作成業務委託発
注

下水道台帳作成業務委託発
注

下水道使用料徴収事務負担
金支払

下水道使用料徴収事務負担
金支払

下水道使用料徴収事務負担
金支払

流域下水道維持管理負担金
支払

流域下水道維持管理負担金
支払

流域下水道維持管理負担金
支払

汚水処理委託料支払 汚水処理委託料支払 汚水処理委託料支払

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 前年度実施計画の事業費

下水道接続件数の増加に伴う委託料・負担
金の増額

下水道接続件数の増加に伴う委託料・負担
金の増額

下水道接続件数の増加に伴う委託料・負担
金の増額



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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）

公共下水道施設維持管理事業

■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 77,341 131,000 137,000

一般財源 0 8,215 8,615

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

下水道使用料、下水処理受託金 下水道使用料 下水道使用料

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

下水道管の修繕・清掃、北名古屋水道企業団に徴収事務
負担金、愛知県に流域下水道維持管理負担金、名古屋市
に汚水処理委託料をそれぞれ支払った。
また、水質調査の結果、異常値が確認された事業所に対
し、改善するよう指導をした。

下水道への接続件数が増加するので、徴収
事務負担金及び維持管理負担金の支払いも
増える。下水道使用料を財源とする。
また、管理延長も増えるため維持管理費が
年々嵩む。

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）

下水道台帳の整備、水質検査や管路清掃など、下水道施
設の適正な維持管理に努めた。

一次評価に同じ。

これまでの主な成果

予算の範囲内で適正に事務を執行した。

一次評価に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

①下水道台帳作成業務の発注を行った。
②事業所からの排水の監視のため、3事業所に対し水質検査を行った。
③北名古屋水道企業団に徴収事務負担金を、愛知県に流域下水道維持管
理費等負担金を支払った。
④名古屋市に汚水処理委託料の9月末までの数量を報告した。

①水質検査の結果、1事業所について異常値を観測したため、改善するよう
指導を行った。その結果、事業所にて除害施設の清掃等を定期的に実施す
る等の改善は見られたが、引き続き監視を行う必要がある。
②毎年件数は少ないが管路閉塞が発生している。飲食店下流部について
は、定期的に点検を行っているが、飲食店以外の場所でも閉塞が生じてい
る。閉塞を未然に防ぐため、定期的に管路内の点検を実施するなどの措置
を講じるとともに、時期を見極めて管路清掃を行う必要がある。

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28年度に整備した下水道施設の台帳を作成した。
事業所からの排水を監視するため、3事業所に対し水質検
査を実施した。異常値を観測した事業所に対し、改善を指導
し、除害施設の定期清掃を実施させた。
管路内の点検に基づき、管路閉塞を未然に防ぐため管路清
掃を実施した。
北名古屋水道企業団には徴収事務負担金を、愛知県には
流域下水道維持管理等負担金を支払った。また、名古屋市
には汚水処理委託料を支払った。
　下水道供用開始区域の拡大に伴い、下水道利用者も増加
するため、維持管理費は増加する見込みである。また、管路
閉塞に対し、定期的に点検を実施し、効果的な管路清掃を
行う必要がある。

計画どおり事務を行った。

一次評価に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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 ―

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 ―

施策内容 ―

予算体系 款 3 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金 目 1 下水道使用料還付金

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 30 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

10 10 10

10 10 10

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

10 10 10

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

下水道使用料還付事業

―

まちづくり重
点目標

―

―

―

―

―

平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業目的 下水道使用料の還付金を支払う。 主な協働・関
連団体

北名古屋水道企業団

事業概要 減免措置等、過年度納付分の下水道使用料に還付が生じた場合、還付金を支払う。 主な関連計
画・法令

下水道条例

地方自治法

地方税法

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） 内訳（具体的な内容）

下水道使用料還付金 下水道使用料還付金 下水道使用料還付金

事業費計（平成29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 実施スケジュール

下水道使用料還付金支払 下水道使用料還付金支払 下水道使用料還付金支払

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

900 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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）

下水道使用料還付事業

■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 10 10 10

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

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

下水道使用料 下水道使用料 下水道使用料

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

誤徴収等により生じた、過年度納付分の下水道使用料につ
いて、北名古屋水道企業団と連携し、速やかに還付処理を
行った。

過年度分の下水道使用料に還付が生じた場
合、還付処理を行う。

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）

還付は生じなかった。

一次評価に同じ。

これまでの主な成果

還付は生じなかった。

一次評価に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

9月までに還付は生じていない。
還付が生じた場合は、北名古屋水道企業団と連携し、速やかに還付処理を
行う。

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年度は過年度納付分の還付金は生じなかった。
還付が生じた場合は、北名古屋水道企業団と連携し、速や
かに還付処理を行う必要がある。

還付は生じなかった。

一次評価に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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 ―

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 ―

施策内容 ―

予算体系 款 3 諸支出金 項 2 繰出金 目 1 他会計繰出金

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 3 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1 1 1

1 1 1

時期（月） 時期（月） 時期（月）

9月 9月 9月

1 1 1

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

他会計繰出事業

―

まちづくり重
点目標

―

―

―

―

―

事業目的 前年度の余剰金を精算する。 主な協働・関
連団体

事業概要 前年度の余剰金を一般会計に繰り出す。 主な関連計
画・法令

平成29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） 内訳（具体的な内容）

繰出金 繰出金 繰出金

事業費計（平成29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 実施スケジュール

繰出金支払 繰出金支払 繰出金支払

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

900 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 下水道 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）

他会計繰出事業

■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 1 1 1

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

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

前年度繰越金 前年度繰越金 前年度繰越金

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

前年度の余剰金を一般会計に繰り出した。
平成31年度以
降の展望

引き続き、前年度の余剰金を繰り出す。

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）

一般会計への繰り出しはなかった。

一次評価に同じ。

これまでの主な成果

一般会計への繰り出しはなかった。

一次評価に同じ。

事業実施上の問題点と対応策

一般会計への繰出しは無かった。

平成23年度より、都市計画税相当額分の一般会計繰入金については、余
剰金を一般会計に繰出しをせず、公共下水道事業特別会計内で財源更正
を行うことで対応している。都市計画税相当額以外の一般会計繰入金の余
剰金については、一般会計に繰出すため、繰入金の使途について整理する
必要がある。

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

経費などの余剰金が生じなかったため、一般会計への繰り
出しはなかった。
都市計画税相当額については、一般会計に繰り出さず、公
共下水道事業特別会計内で受け、財源更正により借入金
（起債額）の抑制に努めた。

一般会計への繰り出しはなかった。

一次評価に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 77,694 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

11,950 11,950 11,950

8,134 8,134 8,134

5,765 5,765 5,765

16 16 16

20 20 20

10 10 10

3 3 3

25,898 25,898 25,898

時期（月） 時期（月） 時期（月）

31,733 25,898 25,898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）

事業実施スケ
ジュール

需用費需用費

内訳（具体的な内容）

共済費

役務費

内訳（具体的な内容）

旅費 旅費

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

職員手当等

使用料及び賃借料

共済費

役務費

旅費

平成31年度

行政

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

－

-

-

-

環境保全共通事業

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

役務費

事業費計（平成29度）

実施スケジュール

人件費や事業に必要な消耗品の購入、修繕を行なう。 主な関連計
画・法令

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要

－

地盤沈下観測所維持管理委託金

共済費

必要な物品の購入等を行ない、地域住民の生活環境を保全する。

給料

－

平成29年度 平成30年度

職員手当等

給料 給料

事業の内訳と
事業費

職員手当等

使用料及び賃借料使用料及び賃借料

需用費

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

900 -1 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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）

環境保全共通事業

■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 49 補助率 49 補助率 49 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 196 196 196

一般財源 25,653 25,653 25,653

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

狂犬病予防事業からの充当の減による。

現状値
（下段：時点）

環境・安全係の運営に必要な経費を執行した。

一次評価に同じ

事業概要のとおり環境・安全係の運営をおこなった。

一次評価に同じ

事業概要のとおり環境・安全係の運営をおこなった。

一次評価に同じ

当初予算の範囲内で適切事業を執行した。

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

事業実施上の問題点と対応策

備考

環境保全事業寄附金

指標名 単位

これまでの主な成果

特になし環境保全係の運営に必要な経費を執行した。

狂犬病予防注射済票交付手数料

その他財源の名称

備考

生活環境の保全を維持するため、継続して
事業を実施する。

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

進行管理
平成31年度以
降の展望

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

適宜、環境保全係の運営に係る人件費や事業に必要な消
耗品の購入、修繕を行った。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

狂犬病予防注射済票交付手数料

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

900 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名

総事業費 3,921 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,307 1,307 1,307

1,307 1,307 1,307

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

随時 随時 随時

1,307 1,307 1,307

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール
犬猫等動物死体処理委託契
約

動物死体処理

動物死体処理事業

動物死体処理

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

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

－

-

-

-

－

前年度実施計画の事業費前年度実施計画の事業費
前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

動物の適切な死体処理を行なう。なお、引き取った死体は動物愛護協会に委託し、火葬を
し供養している。 主な関連計

画・法令

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律

動物の愛護及び管理に関する法律

平成31年度

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

犬猫等動物死体処理委託契
約

住民

事業目的

委託料 委託料 委託料

犬猫等動物死体処理委託契
約

－

ペットとして飼育された犬や猫、鳥、ウサギ等の動物死体の引き取り。道路上での動物死
体は回収を行い焼却処理する。 主な協働・関

連団体

内訳（具体的な内容）
平成29年度

事業概要

平成30年度
内訳（具体的な内容）

フン害看板及び動物死体処
理

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

900 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 環境保全 係 作成者

動物死体処理事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 291 291 291

一般財源 1,016 1,016 1,016

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

動物死体処理手数料

犬猫等の動物死体処理を適宜処理した。
処理実績　　申込受理77頭（犬34頭、猫39頭、その他4頭）
　　　　　　　　路上　　97頭（犬2頭、猫86頭、その他9頭）

適切に犬猫等の動物死体を処理した。

一次評価に同じ

動物死体を迅速かつ適切に処理した。

一次評価に同じ

当初予算の範囲内で適切に処理した。

一次評価に同じ

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

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

その他財源の名称

適宜、犬猫等の動物死体処理を適切に執行した。 特になし

備考

動物死体処理手数料

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

地域住民に不安感、不快感等を与えないよう、適切に事業
を実施している。

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

その他財源の名称

備考

事務事業評価
指標

指標名

動物死体処理手数料

その他財源の名称

快適な生活空間を確保するため、継続して
事業を実施する。

平成31年度以
降の展望



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 C 継続

担当 部 会計 課 出納 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 3 財政会計管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 18,009 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

236 236 236

1,436 1,436 1,436

3 3 3

1,404 1,404 1,404

2,864 2,864 2,864

60 60 60

6,003 6,003 6,003

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

毎月 毎月 毎月

半年 半年 半年

6,023 6,003 6,003
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 前年度実施計画の事業費

役務費及び使用料及び賃借料の減額のた
め。

支払い 支払い 支払い事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール 実施スケジュール

契約 契約 契約

支払い 支払い 支払い

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

需用費 需用費 需用費

役務費 役務費 役務費

賃金 賃金 賃金

旅費 旅費 旅費

平成29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） 内訳（具体的な内容）

共済費 共済費 共済費

事業概要
収入、支出の執行手続き、決算、現金及び有価証券並びに物品に関する事務を適正に進
める。 主な関連計

画・法令

-

-

事業目的 会計事務の処理を効率的に行う。 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29～31年度）

会計管理事業

-

まちづくり重
点目標

-

-

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 C 継続

担当 部 会計 課 出納 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）

会計管理事業

■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 56 56 56

一般財源 5,947 5,947 5,947

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

67 63 61 59 57 55

27年度 67 57 61

（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） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価） Ａ 予算の範囲内で、効率的に事業を実施できた。

事業実施上の問題点と対応策

給食費の口座振替委託業者が変更されたため、変更契約等必要な事務手
続きを行った。

　地方税共通納税システムが平成31年10月から導入される予定だが、現在
稼働している歳入システムでは対応できないため、後継機である総合収納
システムを導入する必要がある。現段階では仕様等の詳細が不明であるた
め、分かり次第平成30年度中に補正予算で対応する。

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

 公金の収入・支出の管理を適正に行うことができた。今後も
調書の提出期限の厳守や注意事項の周知など、各課との
連携を強化して、調書の作成漏れ等、問題が生じた場合
は、早期に対応する。また、基金を効果的に運用する新しい
試みとして、債券等を６億円分購入した。
　課題としては、現行の歳入システムが平成31年10月から
稼働する地方税共通納税システムに対応していないため、
後継機の総合収納システムを導入する必要がある。

法令に基づき、適正に事務を執行することができた。

誤りなく会計事務を執行することができた。

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）

払込組戻し削減 件

特定財源の増
減理由

請求書売払収入見込の減額のため。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

適正な管理に努めてきた。
平成31年度以
降の展望

迅速、正確な会計事務が行われている。

請求書売払収入 請求書売払収入 請求書売払収入

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

900 --1 C 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 ー

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 ー

施策内容 ー

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務監理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 843,447 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

36 36 36

110,979 110,979 110,979

65,538 65,538 65,538

56,097 56,097 56,097

1 1 1

4,498 4,498 4,498

30 30 30

301 301 301

700 700 700

6,836 6,836 6,836

183 183 183

6,914 6,914 6,914

13,622 13,622 13,622

15,414 15,414 15,414

281,149 281,149 281,149

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

280,253 281,149 281,149

使用料及び賃貸料

委託料

使用料及び賃貸料

賃金

報償費

旅費

交際費

需用費

役務費

賃金

報償費

旅費

交際費

需用費

報酬

給料

負担金補助及び交付金

職員手当等

共済費

災害補償費

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

総務一般事業

ー

まちづくり重
点目標

ー

ー

ー

主な協働・関
連団体

委託料

使用料及び賃貸料

賃金

報償費

旅費

交際費

事業概要 主な関連計
画・法令

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） 内訳（具体的な内容）

需用費

ー

ー

自衛官募集委託費

事業目的

平成29年度 平成30年度 平成31年度

総務業務一般を円滑に遂行する。

例規事務、文書管理、行政相談、その他の総務業務一般を遂行する。また、固定資産評
価審査委員会に関する事務を行う。

報酬

給料

職員手当等 職員手当等

共済費 共済費

給料

報酬

災害補償費 災害補償費

負担金補助及び交付金

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

役務費

負担金補助及び交付金

役務費

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 実施スケジュール

契約 契約 契約

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 前年度実施計画の事業費

非常勤職員の賃金の増額等のため。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 --1 C 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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）

総務一般事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 14 補助率 14 補助率 14 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 10,169 10,169 10,169

一般財源 270,966 270,966 270,966

■事業の進行管理

28年度 29年度 30年度 31年度 32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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

総務一般業務を当初計画通り契約を締結し、執行すること
ができた。

当初計画通り事業を執行することができた。

マイクロバスの借上げについて、予算の範囲内で事業を実
施できた。

概ね事業を円滑に実施することができた。

入札によりコピー用紙の購入単価を抑えることができた。

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

平成31年度
以降の展望

地域主権の理念に適した法制執務が実施さ
れている。また、文書管理についても丁寧に
実施されている。

特定財源の
増減理由

例規データベースの整備や法令改廃情報の提供等を通じて
適切な法制執務に努めた。また、コピー用紙やファイリング
用品を購入することや、ファイリングシステムの研修等を行
うことで役場の事務事業が円滑に実施されるよう側面から
支援した。

事務事業評
価指標

指標名

進行管理

平成28年度
までの主な
取り組みと成
果

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

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

　顧問弁護士委託、宿日直業務委託、例規データベースの
維持・更新その他の総務業務一般を執行した。また、コ
ピー用紙や加除図書の追録・書籍を購入し、役場の事務
事業が円滑に実施されるよう側面から支援した。
　マイクロバス借上げ事業では、町や町の補助団体等の
利用に供し活動を支援した。利用件数は、平成２９年度合
計１３７件（平成２８年度１３７件）の利用があった。
　ファイリングシステム維持については、本庁のみではな
く、出先機関（豊山町社会教育センター、豊山町給食セン
ター及び総合福祉センターしいの木）に対しても巡回指導
を実施した。

これまでの主な成果

　宿日直業務委託、例規データベースの維持管理その他の総務業務一
般を執行した。また、コピー用紙や加除図書の追録・書籍を購入し、役場
の事務事業が円滑に実施されるよう側面から支援した。
　マイクロバス借上げ事業を実施し、町や補助団体等の利用に供し活動
を支援するとともに、事業費の増加を抑えるため、契約区分の見直し（半
日単位の区分を追加）を行った。

　負担金を支払っている協議会等は十分に活用し、その必要性を不断に検
証しなければならない。

事業実施上の問題点と対応策

今後も入札等により経費節減に努めること。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -2 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 ―

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 ―

施策内容 ―

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,535 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

454 549 532

454 549 532

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

3月 3月 3月

505 454 549

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

負担金精算負担金精算

負担金支出

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

負担金支出

負担金精算

内訳（具体的な内容）

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）

負担金支出

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

退職者増に伴う人間ドック受検対象者減少
のため。

人間ドック受検対象者数増加のため。 人間ドック受検対象者数減少のため。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

職員互助会負担事業

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

―

―

―

―

事業目的

―

互助会規約に基づき、事業主が負担すべき事業に対して、負担分を支出する。 主な関連計
画・法令

負担金補助及び交付金

―

職員互助会の財源のうち、事業主負担分を支出する。 主な協働・関
連団体

互助会会員

事業概要

平成29年度 平成30年度

負担金補助及び交付金

内訳（具体的な内容）
平成31年度

豊山町職員互助会規約

負担金補助及び交付金

実施スケジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -2 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 係 作成者

職員互助会負担事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 454 549 532

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1：6 1：8 1：8 1：8 1：8 1：8

27年度 1：6 1：7 1：8

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

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

社会の情勢を踏まえた、適切な互助会事業
を運営していく。

平成31年度以
降の展望

互助会の健全な運営を維持するため、共済給付事業におけ
る災害見舞金及び傷病見舞金への町負担金の充当を廃止
するほか、勤続慰労金及び退会一時金の給付金額の見直
しを行った。
また、団体割引を実施している企業等との契約により、町負
担の発生しないサービスの導入を行ってきた。
財源が不足した場合は、基金の取り崩しで賄っている。
今後は、基金残高を踏まえながら、事業の見直しを行う必要
がある。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

特定財源の増
減理由

概ね会員への事業周知を行うことができている。しかし、互
助会運営委員による周知不足が一部あったため、より効率
的な執行に向けた対応が必要である。

積立金残高を考慮し、より効率的な予算執行を期待する。

予算に基づき、適正に執行することができた。

事業計画どおり適正に執行している。

事業の実施により、職員の福利厚生を図ることができた。

メニュー追加による福利厚生のさらなる充実を期待する。

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

備考 備考 備考

その他財源の名称

　互助会の事業内容及び予算を決定するため、4月27日（木）に総会を開催
した。
　カフェテリアプランのその他メニューとして、御園座「顔見世」公演の団体
割引チケットを紹介した。
　カフェテリアプランの新規メニューとして、団体メニューを創設するため、9
月に会員に対しアンケートを実施した。

　カフェテリアプランは、申請時期の偏りや未消費ポイントの発生などの問
題点がある。ナガシマスパーランドやコロナ映画券など、利用数の少ないメ
ニューについては、契約の継続が難しくなる旨企業からの案内がある。
　満足度の高い利用を目指し、メニューの内容を検討する必要がある。
　団体メニューについて、アンケート実施結果を集計し、運営委員会、理事
会を開催してメニュー内容を精査する。
　また、団体割引を実施している企業等と契約を締結し、町負担の発生しな
いサービスの導入についても検討していく。

その他財源の名称

　平成29年7月に演劇鑑賞券の団体割引料金での斡旋を行
い、購入実績があった。
　カフェテリアプランメニューについて、メニュー追加に関する
アンケートを会員に対して実施し、平成30年度から職員交流
を活発にすることを目的としたクラブ活動助成のメニューを
新たに追加する方針を決定した。
　今後は、メニューの追加に向け、平成30年度の総会で提
案していく。
　会員への事業の周知について、互助会運営委員による周
知に一部不足があった。今後は、周知方法の改善や周知不
足が生じたときの対応方法を検討する必要がある。

単位
現状値

（下段：時点）

互助会の町負担分と職員掛
金との比率

町負担：職員
掛金

事務事業評価
指標

指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -3 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,768 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

347 347 347

127 127 127

452 447 447

926 921 921

時期（月） 時期（月） 時期（月）

7月 7月 7月

9月 9月 9月

10月 10月 10月

12月 12月 12月

3月 3月 3月

845 926 921

労働安全衛生規則

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

職員安全衛生事業

-

-

-

-

事業概要 主な関連計
画・法令 労働安全衛生法

事業目的 主な協働・関
連団体

職場環境の安全衛生管理及び職員の安全衛生に対する意識の醸成を行う。

労働安全衛生法に基づき、職場環境の安全状況確認を目的とした巡視、ストレスチェック
調査及び職員健康管理の指針を示す健康相談を実施する。労働安全衛生に対する意識
向上や啓発を目的として、講習会を適当な時期に開催する。定期的に救命講習を開催し、
職員に初動処置、ＡＥＤ操作等の知識を習得させる。

豊山町職員安全衛生管理規程 

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） 内訳（具体的な内容）

報酬 報酬

-

-

需用費

報酬

委託料

全職員

安全衛生年間計画

平成29年度

需用費 需用費

委託料 委託料

ストレスチェック面接指導 ストレスチェック面接指導

実施スケジュール 実施スケジュール
ストレスチェック、救急常備薬
品点検

ストレスチェック、救急常備薬
品点検

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

職場巡視

安全衛生講習会 安全衛生講習会

職員健康相談

職場巡視

職員健康相談

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール

職員健康相談

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

安全衛生講習会

ストレスチェック、救急常備薬
品点検

ストレスチェック面接指導

職場巡視

前年度実施計画の事業費

・救急常備薬品の補充数増による増額
・ストレスチェック調査委託料の増額

平成30年度 平成31年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -3 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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）

職員安全衛生事業

■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 926 921 921

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

3 3 3 3 3 3

27年度 3 3 3

0 1 1 1 1 1

27年度 0 1 1

1 1 1 1 1 1

28年度 1 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事業計画どおり執行している。

公務災害及び労働災害が併せて7件と例年よりも多く発生し
ているため、安全な職場環境づくりに向け、原因分析が必要
である。

　ノー残業デーにおける職場巡視では、例月給与及び賞与
支給日に加え、不定期の水曜日にも実施した。ノー残業
デーの定時退庁を踏まえた働き方の意識改革に向け、今後
も継続して実施していく。
　安全衛生講習会は、3回の講習会を計画通りに実施し、96
～100%と高い出席率で実施することができた。今後も、安全
衛生向上のため、職場の課題にあった内容の講習会を開催
していく。
　ストレスチェックについては、自己管理をしやすくなるよう見
やすい判定結果に様式を見直した。また、価格も見直し、低
価格で実施することができた。
　公務災害及び労働災害が併せて7件と昨年度より6件多く
なったため、安全な職場環境づくりが課題である。 今後も適正に執行していくこと。

職場事故ゼロを目指し、安全衛生管理の徹底を図ること。

予算及び事業計画に基づき、適正に執行することができた。
経費についても、最小限となるよう改善を心がけている。

安全衛生委員会で承認を受けた事業計画どおり執行でき
た。

職員健康相談窓口開催回数 回数

安全衛生講習会開催回数 回数

その他財源の名称

予防等をはじめとする職員の健康管理に必要な知識付与、
職場の危険箇所の点検を実施し、快適に勤務できる職場環
境の整備に努めた。各課１名程度の職員を対象に、西春日
井広域事務組合で救命講習を開催し、緊急時における初動
処置やＡＥＤ操作等を習得した。平成２８年度から、平成２７
年１２月に法制化されたストレスチェック調査を実施した。

備考 備考 備考

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

進行管理
働きやすい職場環境の下で、職員は健康を
維持し、勤務している。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

事務事業評価
指標

回数

現状値
（下段：時点）

これまでの主な成果

職場巡視回数（施設巡視）

事業実施上の問題点と対応策

指標名 単位

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

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

①労使一体となり、例月給与及び賞与支給日におけるノー残業デー未実施
推進のための職場巡視を継続。
②本庁及び出先機関に設置する救急常備薬品の点検補充を実施。
③ストレスチェックを健康診断実施時期に併せて実施。
④11月に社会教育センターで、職場環境の安全確認のため巡視を実施予
定。
⑤8月に安全衛生講習会のハラスメント対策講座を実施。11月以降にストレ
スチェック講座、救命講習を実施予定。

　例月給与及び賞与支給日の巡視により、ノー残業デーにおける定時退庁
への意識は少しずつ定着しつつある。定時退庁による職員の健康増進のた
め、巡視回数を増やす。
　メンタルヘルス不調に伴う病気休業者を出さないために、安全衛生講習
会のストレスチェック講座開催を継続し、職員のセルフマネジメントに対する
知識を向上させる。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -4 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 8,592 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2,864 2,864 2,864

2,864 2,864 2,864

時期（月） 時期（月） 時期（月）

6月 6月 6月

7月 7月 7月

2,765 2,864 2,864

委託料

主な協働・関
連団体

職員健康診断事業

-

-

-

-

-

定期健康診断

乳がん検診

定期健康診断

乳がん検診

定期健康診断

-

地方公務員法第４２条、労働安全衛生法第６６条及び労働安全衛生規則第４４条に基づ
く、職員の健康管理を目的とした健康診断を行う。

職員（人間ドック受診者を除く）、非常勤職員を対象に健康診断を実施する。希望者には乳
がん検診、子宮がん検診、胃部レントゲン、かくたん検査を実施する。

地方公務員法第42条

全職員

平成29年度 平成30年度 平成31年度

乳がん検診

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 前年度実施計画の事業費

【増】受診対象人数の増加

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 実施スケジュール

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（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） 内訳（具体的な内容）

委託料 委託料

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

事業概要 主な関連計
画・法令 労働安全衛生規則第44条

事業目的

労働安全衛生法第66条



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -4 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 係 作成者

職員健康診断事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 2,864 2,864 2,864

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

94.6 100 100 100 100 100

27年度 94.6 98.1 99.1

50 100 100 100 100 100

27年度 50 26 41

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

　6月16日・21日に、保健センターにて希望職員（非常勤職員を含む）を対象
に、乳がん検診を実施した。
　7月25日・26日に、保健センターにて人間ドック受診者以外の職員（非常勤
職員を含む）を対象に定期健康診断を実施した。

　平成29年度は、予想した受診者数より定期健康診断及び乳がん検診の
受診者数が上回ったため予算の不足が生じた。定期健康診断においては
職員の入れ替わりに伴い、乳がん検診においては健康志向の上昇に伴
い、受診希望者の増加が見込まれるため、適切な予算措置を行う。
　定期健康診断の受診者を時間帯ごとに人数調整したが、依然として混雑
が見受けられた。次年度は、事前に問診票の記入例を配付するなどの工夫
を加え、待ち時間の短縮を図り、職員が業務に支障をきたすことのないよう
にしていく必要がある。

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

　例年どおり、定期健康診断及び乳がん検診を保健セン
ターで実施した。業務中の受診となるため、特に健康診断に
おいて発生している待ち時間を短縮する必要がある。
　再検査受診率については41％であり、昨年度の26％より
高くなった。今後も、積極的に受診を勧める必要がある。
　また、平成24年度から共済組合事業の一環として、特定検
査診査に係る保健指導が所属所で受診できるようになっ
た。今年度の対象者7人のうち、6人が受診した。
　労働安全衛生規則第43条に基づく、職員雇入時の健康診
断について、現在は実施していない。今後、新規採用職員
の健康診断結果提出時期の見直しを含めた検討が必要で
ある。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

健康管理に留意し、職員は健全な状態で勤
務している。

事務事業評価
指標

指標名 単位

特定財源の増
減理由

健康診断受診率

再検査職員受診率

％

％

進行管理

現状値
（下段：時点）

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

職員に対し、人間ドックまたは、町で実施する健康診断を受
診させ、今後の健康管理の指標を与えた。

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

引き続き適正に執行していくこと。

定期健康診断は100％に近い受診率となっており、再検査
の受診率についても41％（Ｈ28は26％）と大幅に改善され
た。

再検査受診率向上に向けた更なる取組が必要である。

平成29年度は、メンタルの診断で一定期間病気休暇を取得
した職員がいた。メンタルケアにも注視した取組が必要であ
る。

健康管理に直結する事業であり、評価できる。

予算及び事業計画に基づき、適正に執行することができた。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -5 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 ―

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 ―

施策内容 ―

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,497 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 年度 終了年度 31 年度 関する規約

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費 事業費

794 721 721

26 26 26

61 61 61

881 808 808

時期（月） 時期（月） 時期（月）

8月 8月 7月

9月 9月 9月

9月 9月 9月

10月 10月 10月

11月 11月 11月

1～2月 1～2月 1～2月

897 881 808

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

公平委員会委託料支出公平委員会委託料支出

職員採用第1次試験（教養
等）

広報、ホームページによる職
員募集

広報、ホームページによる職
員募集

委託料

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール
広報、ホームページによる職
員募集

公平委員会委託料支出

内訳（具体的な内容）

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）

役務費

委託料

採用応募者・全職員

職員採用第2次試験（作文）

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

【減】受験者数の減少に伴い、問題集の購入
部数が減となるため。

【減】職員証作成終了のため。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

職員採用試験（追加）

人事管理事業

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

―

―

―

―

西春日井郡豊山町と愛知県との

職員採用第1次試験（教養
等）

職員採用第2次試験（作文）

職員採用第3次試験（面接）

職員採用試験（追加）

職員採用第3次試験（面接）

職員採用第2次試験（作文）

事業目的

―

間の公平委員会の事務の委託に

適正な組織づくりを図るため、次年度の新規職員採用に伴い、競争試験を実施する。ま
た、地方公務員法第７条第４項の委託規定に基づく、当町の公平委員会事務を愛知県人
事委員会へ委託する。

主な関連計
画・法令

需用費 需用費 需用費

―

委託料

職員採用試験等、人事管理に必要な事業を行う。 主な協働・関
連団体

平成31年度

地方公務員法

事業概要

平成29年度 平成30年度

役務費 役務費

職員採用第3次試験（面接）

職員採用試験（追加）

職員採用第1次試験（教養
等）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -5 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 係 作成者

人事管理事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 881 808 808

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

20.6 10 10 10 10 10

27年度 20.6 13.3 19.8

0 0 0 0 0 0

27年度 0 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ 自己都合退職者の早期把握に努める必要がある。

　定年退職及び早期退職に伴う職員定員不足を補うため、9月17日に事務
職、保育士職の職員採用試験を実施した。
　なお、職員の年齢構成の平準化の観点から、昨年度に引き続き、職務経
験者枠を設けて、事務職、保育士職及び技術職（建築）の募集を行った。
　10月25日に第2次試験（職務経験者枠を除く）を実施し、11月22日に第3次
試験（面接試験）を予定している。

　保育士職や技術職などの専門職については、募集を行っても受験者が集
まらないのが現状である。
　優秀な人材を確保するためにも、募集時期や試験内容の見直し、大学で
の就職説明会で積極的にＰＲするなど、打開策を検討する必要がある。
　団塊世代の大量退職については、ピークを越したが、自己都合退職や関
係団体への職員派遣等により、採用者数を増やさざるをえない状況があ
る。引き続き、職務経験者枠での採用を検討しながら採用試験を実施して
いく。

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

　定年退職等による職員不足を補うため、平成30年4月1日
付け採用の試験を9～11月に、同年5月1日付け採用の試験
を3～4月にそれぞれ実施した。募集にあたっては、職員の
年齢構成の平準化を図ることから、昨年度に引き続き、職務
経験者枠を設けて行った。試験の結果、4月1日に事務職5
人（うち職務経験者1人）、保育士3人（うち職務経験者1人）、
5月1日に事務職1人の計9人を採用した。
　今後は、職員の退職補充や障害者雇用を踏まえた適正な
定員管理を行うとともに、業務遂行に支障がきたさないよう、
再任用・職員派遣・育児休業等の期間を考慮した、人員配
置を行う。また、平成32年度から会計年度任用職員制度を
導入するため、臨時・非常勤職員の任用制度の見直しが必
要である。

採用試験を県町村会の統一試験日にあわせて実施した。年度
末の追加募集についても、滞りなく実施することができた。

計画に基づき適正に試験を実施している。

当初予定していた採用人数については、追加募集すること
なく、年内に人材を確保することができた。

年度内に自己都合退職に対する職員補充ができなかった。

有能な人材を確保するためには、複数回の試験実施もやむを得
ない。ただし、追加試験の実施には予算の増額を伴うため。

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

　競争試験により採用された有能な職員が、
配属先の部署において、能力を発揮してい
る。
　また、諸問題が生じた場合でも、公平委員
会において当該問題は速やかに解決されて
いる。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

　広報、ホームページに募集要項を掲載するとともに、関係
する学校に配布し、退職に伴う次年度の職員採用試験を実
施した。
　また、愛知県に対して、公平委員会委託料を支出した。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

単位
現状値

（下段：時点）

職員から公平委員会に対す
る要求の年度繰越状況

件

事務職採用試験競争率（申
込者数／合格者数）

倍

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -6 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 ―

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 ―

施策内容 ―

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 777 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

42 42 42

36 36 36

143 143 143

27 27 27

11 11 11

259 259 259

時期（月） 時期（月） 時期（月）

10月 10月 10月

11月 11月 11月

358 259 259

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

表彰式実施表彰式実施

表彰審査委員会

使用料及び賃借料

需用費

事業費計（平成29年度）

役務費

実施スケジュール

表彰式実施

内訳（具体的な内容）

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）

報償費

表彰審査委員会

役務費

町に貢献した人

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

表彰式看板の作成が完了したことによる減
額

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

役務費

内訳（具体的な内容）

町表彰事業

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

―

―

―

豊山町表彰条例

事業の内訳と
事業費

需用費

―

事業目的

―

町行政・住民福祉・教育文化等の発展に貢献した中でも功績顕著な者を、町として感謝の
意を表す意味で豊山町表彰条例に基づき表彰するとともに、記念品を贈呈して称える。
また、式典終了後は、町議会正副議長、表彰審査委員長、町特別職及び既受賞者とその
年の受賞者を囲んで懇親会を実施する。

主な関連計
画・法令

報酬 報酬 報酬

―

需用費

町行政・住民福祉・教育文化等の発展に貢献した中でも功績顕著な者を、町として感謝の
意を表す意味で豊山町表彰条例に基づき表彰する。 主な協働・関

連団体

平成31年度

事業概要

平成29年度 平成30年度

報償費 報償費

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

実施スケジュール

表彰審査委員会

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

900 -6 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 係 作成者

町表彰事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 259 259 259

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 2 2 2 2 2

28年度 2 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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年度は2名の表彰候補者が推薦された。10月6日
（木）に表彰審査委員会を開催し、例年と同数の2名が選定
された。
　表彰審査委員会で選定した結果を受け、10月24日（火）に
第39回町表彰式を執り行った。
　平成30年度についても、同時期の表彰審査委員会及び表
彰式の円滑な実施に向け、早期から関係者の日程調整等
を行う必要がある。
　また、時代に合った基準での候補者選定に向け、平成30
年度以降、審査会の審査基準の見直しを検討する必要があ
る。

　8月上旬に、各部局長に対し、町行政・住民福祉・教育文化等の発展に貢
献した方で、特に功績が顕著な者を表彰受賞候補者として推薦するよう依
頼した。
　その結果、平成29年度は、表彰候補者2名の推薦を受けた。
　例年と同数の2名を選定するため、10月6日（木）に開催する表彰審査委員
会の準備を行った。

　表彰式後の懇親会について、廃止に向けた規模縮小のため、キッチンくま
での実施から別会場での食事会への変更を検討する必要がある。
　平成30年度の開催日について、日柄の良い日で日程及び会場を押さえる
必要がある。
　時代に合った基準に基づいて審査するため、平成30年度以降、審査会の
審査基準の見直しを検討する必要がある。

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

町に貢献した方が、毎年表彰されている。

特定財源の増
減理由

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

単位

平成31年度以
降の展望

町に対して長年貢献した方を称えるため、審査会で選ばれ
た被表彰者を表彰するとともに、歴代の表彰者との交流を
図るため、懇親会を開催した。

備考

進行管理

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

突発的な待合会場設置費用以外については、案内状を往
復はがきにするなど、表彰式に係る経費を最小限とするよう
心掛けている。

常に低コストを意識して事業を実施すること。

案内状の送付から表彰式後の懇親会まで、滞りなく表彰式
を行うことができた。緊急的な待合会場の設置も対応でき、
表彰式まで問題なく進めることができた。

来賓者のスケジュール調整等を含め問題なく執行している｡

町行政の発展に貢献した方の表彰は、町行政に功績のある
他の方の励みにもなる。また、町政に対して更なる協力をお
願いすることができた。

表彰することにより、功労者にとって励みとなる。

現状値
（下段：時点）

被表彰者 人

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

事務事業評価
指標

指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -7 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 ―

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 ―

施策内容 ―

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 140 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

0 6 134

0 6 134

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月

8月

31 0 6

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

夏服貸与（1人）

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

夏服貸与（4人）

冬服貸与（2人）

内訳（具体的な内容）

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）

技能労務職員

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

【減】平成29年度は貸与対象者がいないた
め。

【増】貸与対象者数が増加したため。
　　　夏服：清掃員1人

【増】貸与対象者数が増加したため。
　　　夏服：用務員3人、清掃員1人
　　　冬服：用務員1人、清掃員1人

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

被服貸与事業

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

―

―

―

―

事業目的

―

技能労務職員に対し、作業に必要な被服等を貸与する。 主な関連計
画・法令

需用費 需用費 需用費

―

被服貸与規程に基づき、作業用の被服等を技能労務職員に貸与し、作業の効率化を図
る。 主な協働・関

連団体

平成31年度

被服貸与規程

事業概要

平成29年度 平成30年度



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -7 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 係 作成者

被服貸与事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 6 134

■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 0 100 100

27年度 100 100 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ 不必要な貸与がないよう、希望確認を実施している。

　今年度は貸与対象者がいないため取り組んでいない。

　次年度は夏服の貸与予定者がいるため、速やかに被服貸与を行い、職員
が効率的に作業を進めれるよう配慮する。
　また、作業に支障がでないよう、貸与予定時期に関わらず、定期的に作業
服等の状況を確認し、状況に応じて貸与を検討する。

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

　今年度は、貸与対象者がいないため取り組まなかった。次
年度は貸与予定あるため、被服貸与規定に基づき貸与でき
るよう計画的に進める。

計画通り、貸与している。

引き続き、貸与時期に注意し貸与を行っていく。

計画に基づき、今年度は貸与しなかった。今後も、被服貸与
規定に基づく計画により貸与を行っていく。

今後も計画を策定し、貸与を行っていく。

予算及び計画に基づきながら、貸与対象職員と調整の上、
必要に応じた貸与を行っていく。

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

現業職員が効率的に作業を進めている。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

技能労務職員に対し、機能的で作業に適した衣類等を与
え、業務効率の向上を図った。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

単位
現状値

（下段：時点）

被服貸与率 ％

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｃ 継続

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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

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 285 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

5 5 5

16 16 16

14 14 14

60 60 60

95 95 95

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

随時 随時 随時

随時 随時 随時

95 95 95
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 実施スケジュール
市町村ゼミナール各課（局）
へ案内

市町村ゼミナール各課（局）
へ案内

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

負担金補助及び交付金

役務費

 公拡法届出・申出受付事務  公拡法届出・申出受付事務  公拡法届出・申出受付事務

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

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） 内訳（具体的な内容）

旅費 旅費

役務費

需用費 需用費

事業概要
企画業務を実施するにあたり、全国の市町村の事業・施策についての情報収集や各課
（局）へセミナー開催についての情報を提供する。また、土地取引規制等や公拡法届出・申
出の事務を実施する。

主な関連計
画・法令

事業目的 企画業務全般に係る事務を行う。 主な協働・関
連団体

-

-

平成29年度 平成30年度 平成31年度

旅費

需用費

土地取引規制等事務土地取引規制等事務土地取引規制等事務

市町村ゼミナール各課（局）
へ案内

役務費

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

企画一般事業

-

まちづくり重点
目標

-

-

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｃ 継続

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29～31年度）

企画一般事業

■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 95 95 95

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

4 4 4 4 4 4

26年度 2 2 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

事業実施上の問題点と対応策

　企画一般事務の実施と、市町村ゼミナールへの参加を行った。
土地取引規制等や公拡法届出受理事務等は、処理件数が少ないため、県
と十分連携しながら処理する必要がある。

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

市町村ゼミナールには５回、合計９名が参加した。幅広い視
野を身に付けてもらえるよう、引き続き人事担当を通じて参
加を促す必要がある。

より多くの職員の参加を図る必要がある。

一次評価に同じ。

自己研鑽の場として価値はある。

事務事業評価指標は、目標値を上回った。

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）

市町村ゼミナールの参加回
数

回

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

市町村ゼミナールについては、人事担当を通じて講座を案
内し、担当業務の知識の向上に役立てた。

平成31年度以
降の展望

企画業務全般に係る事業・施策についての
情報収集を実施するとともに、市町村ゼミ
ナールへの参加を促し、職員の知識の向上
に寄与している。

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

一次評価に同じ。

参加した職員は業務の参考になったと思われる。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -2 Ａ 継続

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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

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 14,792 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

100 360 480

8 2,845

100 100

6,200 4,599

100 6,668 8,024

時期（月） 時期（月） 時期（月）

100 6,668

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

総合計画管理事業

まちづくり重点
目標

-

-

－

－

平成22年度から始まった第４次総合計画は予算の実施計画との整合、事務事業評価指標
などの新しい手法を採用している。毎年度、ローリングにより高度なレベルでの事業維持を
図るため、専門家に進行管理の補助を委託するものである。新しい政策立案手法や調査方
法が次々と現れる中、最先端の情報やノウハウを獲得するとともに、豊山町の実態に合っ
た方法論を確立していく。

事業目的 主な協働・関
連団体

事業費計（平成29年度）

-

-

第４次総合計画の進行管理を合理的に行うとともに、政策立案のための、新しい手法や技
術を高いレベルで獲得する。

事業概要 主な関連計
画・法令

需用費

委託料

第５次総合計画策定着手のため 第５次総合計画策定のため

平成29年度 平成30年度 平成31年度

役務費 役務費
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） 内訳（具体的な内容）

報酬 報酬

需用費

委託料 委託料

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 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

900 -2 Ａ 継続

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29～31年度）

総合計画管理事業

■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 100 6,668 8,024

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

備考 備考 備考

計画の実践管理が適正に行われている。新
しい政策立案手法も積極的に採用されてお
り、時代の先端を行く行政運営に寄与してい
る。

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

予算編成に伴う事業の進行管理や、施策管理シートの作成
を行った。平成２３年度よりＰＤＣＡサイクルを制度化して完
結させた。進行管理が具体的に業務の中に組み込まれてい
る。

進行管理
平成28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）

　平成２８年度事業について総括シートを作成するなど、ＰＤ
ＣＡサイクルによる、進行管理を行った。今後も着実に計画
事項を推進できるよう、適切に進捗管理していく。第４次総合
計画の計画期間は平成３１年度までであり、第５次総合計画
の策定作業と並行して、第４次計画の適切な進捗管理・総
括を進める必要がある。

費用に見合った効果を得ている。

費用に見合った効果を得ている。

成果は上がっている。

一次評価と同じ。

適切に管理している。

一次評価と同じ。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

平成２８年度事業について、８月２３日（水）～２５日（金）に総括・評価ヒアリ
ングを実施した。全３４施策のうち、２８施策はおおむね順調である。

第４次総合計画期間は残り２年半である。計画事項の可能な限りの実現に
向けて取り組む必要がある。また、次期総合計画のあり方について検討す
る必要がある。

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

900 -1 Ｃ 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 2 総務費 項 5 統計調査費 目 1 統計調査費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,963 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

223 632 632

8 9 9

7 需用費 70 需用費 70

需用費 206 役務費 30 役務費 30

役務費 28 3 3

3

475 744 744

時期（月） 時期（月） 時期（月）

5月 5月 5月

6月 6月 6月

8月 7月 7月

10月 8月 8月

2月 10月 2月

1,331 475 744前年度実施計画の事業費

経済センサス-活動調査が行われない年度
のため減。

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

住宅・土地統計調査単位区設定

商業統計調査が行われる年度のため増。

住宅・土地統計調査

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 実施スケジュール

農林業センサス

学校基本調査

報酬

工業統計調査

学校基本調査

就業構造基本調査 市町村民所得推計事務市町村民所得推計事務

工業統計調査

市町村民所得推計事務

学校基本調査

工業統計調査

事業費計（平成30年度） 事業費計（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） 内訳（具体的な内容）

旅費 旅費

報酬

経済センサス-基礎調査

旅費

負担金補助及び交付金

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

事業費計（平成29年度）

商業統計調査

報酬

報償費

平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業概要 主な関連計
画・法令

統計法に基づく基幹統計調査などを行う。基幹統計調査については、ほぼ全額愛知県から
の交付金にて事業を行う。また、豊山町統計資料集を作成する。

統計法

事業目的 主な協働・関
連団体

-

-

-

日本の産業構造や人口動態などの実態を明らかにするとともに、国や都道府県などの地
方公共団体の行政施策のための基礎資料などを得ることを目的とする。

町内の全世帯、全事業所

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

統計一般事業

-

-

－

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｃ 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29～31年度）

統計一般事業

■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 292 補助率 600 補助率 600 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 183 144 144

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

　工業統計調査（調査員３名）と就業構造基本調査（調査員
２名）を実施した。また、市町村民所得推計事務を行った。
　平成３０年３月末で常任統計調査員の任期（平成２７年４
月～平成３０年３月の３年間）が満了することから、７０歳以
上の調査員４名に代わり、新たに４名の調査員を任命した。
４名とも５０代であり、比較的若手の調査員を確保すること
ができた。
　平成３０年度は、指導員２名、調査員１０名が必要となる規
模の調査（住宅・土地統計調査）が実施される。調査内容や
事務要領を詳細に把握し、実務を担う調査員を支援できる
よう体制を整える必要がある。

６月１日現在を調査基準日として、工業統計調査を行った。また、８月に市
町村民所得推計事務を行った。１０月１日基準日の就業構造基本調査の実
施に向けて、調査員説明会などを行った。

基本的に自主財源は使用しておらず効率的といえる。また、
交付金の残額を返還するなど、適切な経理事務に努めた。

一次評価に同じ。

十分な成果は上がっている。

一次評価に同じ。

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）

その他財源の名称 その他財源の名称

備考 備考 備考

特定財源の増
減理由

商業統計調査が行われる年度のため増。

調査回答者からより正確な回答を得るために、調査の趣旨や内容を調査員
を通し明確に伝えられるよう努める。交付金の使用について明確な経理事
務に勤める。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

一次評価に同じ。

経済センサス-活動調査が行われない年度
のため減。

毎年、統計法に基づく基幹統計調査を実施している。調査
の円滑な実施により、正確な調査結果が得られている。この
他、本町の人口、経済、社会、文化などの各分野にわたる
基本的な統計結果を収録した統計資料集を毎年発行してい
る。統計資料集は計画や施策の立案の基礎資料として、活
用されている。

引き続き、統計法に基づく基幹統計調査を実
施するとともに、統計資料集の発行などを通
じて、町勢の推移と現状を明らかにする。

その他財源の名称

重大な問題はなく終了した。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 2 総務費 項 4 選挙費 目 1 選挙管理委員会費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 666 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

204 204 204

18 18 18

222 222 222

時期（月） 時期（月） 時期（月）

6月 6月 4月

9月 9月 6月

10月 12月 委員会 7月

12月 1月又は2月 9月

3月 3月 12月 委員会

3月 委員会

222 222 222

-

-

-

各選挙の執行に関し、公明かつ適正な管理執行を確保する。

公職選挙法施行規則

公職選挙法施行令

公職選挙法

選挙管理委員会運営事業

-

-

-

需用費 需用費

委員会 県知事選挙執行

報酬 報酬

県議会議員一般選挙及び町
議会議員一般選挙執行

委員会委員会

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

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

前年度実施計画の事業費

委員会

委員会

前年度実施計画の事業費

委員会、選挙管理委員及び
同補充員選挙

委員会

委員会委員会

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 実施スケジュール

平成29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） 内訳（具体的な内容）

参議院議員通常選挙執行衆議院議員総選挙執行

需用費

報酬

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

事業概要 主な関連計
画・法令

事業目的 主な協働・関
連団体

選挙管理委員会を開催し、選挙日程等を決定するとともに選挙の公明かつ適正な管理執
行を確保する。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 係 作成者

選挙管理委員会運営事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 1 補助率 1 補助率 1 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 221 221 221

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

これまでの主な成果

予算の範囲内で、執行管理をすることができた。

選挙日程等、計画通り執行することができた。

一次評価に同じ

管理執行を適切に行うことができた。

一次評価に同じ

事業実施上の問題点と対応策

　今後予定される選挙だけでなく、各種選挙の突発的な選挙にも対応でき
るよう実施体制を整える必要がある。

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１０月２２日に衆議院議員総選挙を執行した。
　また、平成２９年度末で選挙管理員及び同補充員の任期
が満了するため、平成３０年度から平成３３年度までの選挙
管理委員等を決めるため、町議会において選挙を執行し
た。
　平成３０年度に執行される愛知県知事選挙では、公職選
挙法の改正に伴う同一都道府県内移転時の取扱い等に留
意しつつ、適正に事務を行えるよう準備をする必要がある。

一次評価に同じ

　６月１日、９月１日に選挙管理委員会を開催し、選挙人名簿の定時登録等
を実施した。
　また、平成２９年１０月２２日執行予定の衆議院議員総選挙に伴う選挙管
理委員会を１０月３日に開催する予定である。

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）

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

各種選挙の執行をした。 平成31年度以
降の展望

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

900 -1 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 2 総務費 項 4 選挙費 目 2 選挙啓発費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 213 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

36 36 36

35 35 35

71 71 71

時期（月） 時期（月） 時期（月）

7月 7月 7月

9月 9月 9月

3月 3月 3月

選挙時 選挙時 選挙時

71 71 71

-

-

-

-

-

-

需用費

報償費 報償費 報償費

需用費

平成30年度平成29年度

需用費

平成31年度

選挙時啓発にあっては、町内一円を広報車により啓発し、投票参加及び棄権防止を呼び
かける。常時啓発については、小中学校児童・生徒に明るい選挙推進ポスターの作成を依
頼する。

各選挙の執行にあたり、投票参加及び棄権防止を呼びかける啓発を実施し、投票率の向
上を目指すと共に、常時啓発を実施する。

小中学校に啓発ポスターの
依頼

小中学校に啓発ポスターの
依頼

小中学校に啓発ポスターの
依頼

ポスター選定

選挙時啓発活動

明るい選挙推進協議会開催

選挙時啓発活動

ポスター選定ポスター選定

明るい選挙推進協議会開催

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 実施スケジュール

選挙時啓発活動

明るい選挙推進協議会開催

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度） 事業費計（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） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

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29～31年度）

まちづくり重
点目標

選挙啓発一般事業



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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）

選挙啓発一般事業

■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 71 71 71

■事業の進行管理

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

53.54 65.00 65.00

25年度

46.73 65.00 65.00

27年度

49.13 50.00 50.00

26年度 50.09

31.90 50.00

26年度

51.73 50.00

28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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

　平成２９年１０月２２日執行の衆議院議員総選挙におい
て、明るい選挙推進協議会委員と共に、町内の商業施設３
店舗（西友、エアポートウォーク、ヨシヅヤ）で啓発活動を
行った。その結果、目標値を上回る５０．０９％の投票率と
なった。
　また、町内の小中学校に選挙啓発ポスターの応募を呼び
かけ、３４名の応募があった。
　今後は、平成３０年度の愛知県知事選挙に向けて、引き続
き啓発活動を行っていく。

　常時啓発事業として、町内の小中学生から選挙啓発ポスターの募集を行
い、明るい選挙推進協議会において、県選管へ提出するポスターを選抜し
た。
　平成２９年１０月２２日執行予定の衆議院議員総選挙では、昨年度の参議
院議員通常選挙と同様、西友、エアポートウォーク、ヨシヅヤの３店舗で啓
発活動を行う予定である。

　選挙啓発ポスターの応募者数は、前年度に比べ１６名減少して３４名だっ
た。
　平成２８年７月１０日執行の参議院議員通常選挙から選挙権年齢が１８歳
となったことを受け、若い世代の関心を高める取組が必要である。

若い世代の投票率上昇が課題である。いかに関心を持って
もらうか創意工夫が必要である。

一次評価に同じ

選挙時啓発や啓発ポスターの募集、審査など計画どおり実
施できた。

計画的に実施することができた。

選挙時のスーパーでの啓発活動など積極的に取り組んでい
るものの、社会的な傾向として、投票率が下がっている。

地道な啓発活動の継続が重要である。

愛知県知事選挙 ％

参議院議員通常選挙 ％

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

衆議院議員総選挙投票率

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

各種選挙の啓発活動をした。
平成30年度以
降の展望

選挙に関する関心が高まり、投票率が上昇
する傾向にある。

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）

豊山町議会議員一般選挙投
票率

％

豊山町長選挙投票率 ％

％

特定財源の増
減理由

進行管理

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

900 -1 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 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 -

まちづくり重点
目標

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 2 総務費 項 4 選挙費 目 3 衆議院議員総選挙費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 12,526 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

655

2,695

704

36

需用費 1,257

役務費 729

委託料 1,419

94

4,937

12,526 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

10月

0 12,526 0

報酬

備品購入費

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

衆議院議員総選挙執行

実施スケジュール

衆議院議員総選挙執行事業

-

賃金

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

衆議院の解散に伴う衆議院議員総選挙を執
行したため。

前年度実施計画の事業費

主な関連計
画・法令

豊山町公職選挙管理規程

前年度実施計画の事業費

事業費計（平成29年度）

前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

内訳（具体的な内容）

職員手当等

公職選挙法

衆議院議員総選挙執行経費

事業目的

実施スケジュール

主な協働・関
連団体

平成31年度

報償費

使用料及び賃借料

事業概要

平成29年度 平成30年度

事業費計（平成31年度）

衆議院の解散に伴う衆議院議員総選挙を執行する。

-

-

-

-

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｃ 継続

担当 総務 部 総務 課 総務・人事 係 作成者

衆議院議員総選挙執行事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 12,526 補助率 100% 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

（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） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ スケジュールどおり選挙を執行することができた。

その他財源の名称

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

　衆議院の開催に伴い、平成２９年１０月２２日投開票で衆議
院議員総選挙を執行した。

公職選挙法等に基づき、適切に執行することができた。

大過なく選挙を執行することができた。

費用削減を意識したうえで選挙を執行することができた。

適正に選挙を執行することができた。

公示日から投開票日まで効率よく執行することができた。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

　衆議院の開催に伴い、１０月１０日公示、２２日投開票で衆議院議員総選
挙の執行が決定した。
　これに伴い、９月２９日付けで選挙人名簿の登録を行った。

　衆議院については、任期（４年）満了による通常選挙が少ない。
　いつ解散しても対応できるよう、日頃から選挙管理委員会事務局の事務
体制を整えておく必要がある。

備考

平成31年度以
降の展望

備考

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

進行管理

特定財源の増
減理由

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

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）

事務事業評価
指標



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 C 継続

担当 総務 部 税務 課 課税 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 2 総務 項 2 徴税費 目 1 税務総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 261,878 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

31,794 35,554 35,554

19,664 21,353 21,353

15,930 17,266 17,266

1,230 1,230 1,230

26 26 26

259 259 259

3,368 3,368 3,368

824 22 22

209 209 209

10,000 10,000 10,000

83,304 89,287 89,287

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４～６月 ４～６月 ４～６月

８月 ８月 ８月

１月～３月 １月～３月 １月～３月

随時 随時 随時

86,022 83,304 89,287

負担金補助及び交付金

賃金

旅費

需用費

当初納税通知書発送、負担
金支出、臨時職員雇用

実施スケジュール

事業費計（平成31年度）

当初納税通知書発送、負担
金支出、臨時職員雇用

前年度実施計画の事業費

事業費計（平成29年度）

情報流出防止書類廃棄委託情報流出防止書類廃棄委託

臨時職員雇用

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

共済費

賃金

旅費

前年度実施計画の事業費

償還金、利子及び割引料

賃金

旅費

需用費

臨時職員雇用

需用費

委託料

当初納税通知書発送、負担
金支出、臨時職員雇用

負担金補助及び交付金

償還金、利子及び割引料

事業目的

－

内訳（具体的な内容）

全町民、所得者、所有者等

証明書発行、課税情報取得、
過誤納金還付、修・更正事務

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

平成２８年度に導入した軽自動車税検査情
報市区町村提供サービスの手数料が、平成
２９年度は平年度の経費負担となるため減
額となった。

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

－

－

－

－

税務総務一般事業

前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

委託料

役務費

共済費

臨時職員雇用

証明書発行、課税情報取得、
過誤納金還付、修・更正事務

証明書発行、課税情報取得、
過誤納金還付、修・更正事務

－

証明書発行、関係機関との情報交換、個人情報書類の適切な処理及び廃棄、その他税務
総務に関する一般的な事務を行う。また、繁忙期に非常勤臨時職員の雇用を行い円滑な
課税業務を行う。

主な関連計
画・法令

給料 給料 給料

委託料

県民税徴収取扱交付金

役務費

税務業務一般を円滑に遂行する。 主な協働・関
連団体

愛知県軽自動車協会

名古屋西税務署

平成31年度

職員手当等

地方税法

共済費

事業概要

償還金、利子及び割引料

平成29年度 平成30年度

職員手当等 職員手当等

負担金補助及び交付金

内訳（具体的な内容）

役務費

情報流出防止書類廃棄委託



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 C 継続

担当 総務 部 税務 課 課税 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）

税務総務一般事業

■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 25,736 補助率 25,736 補助率 25,736 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 860 860 860

一般財源 56,708 62,691 62,691

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

26.5 25 28 30 33 35

27年度 26.5 29.6 32.5

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

窓口証明手数料

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

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

個人町民税の課税を円滑に行うため、4月～6月、1月～3月
の6カ月間非常勤職員2名を雇用し、当初課税を迅速かつ適
正に行うことができた。e-Tax（国税電子申告）については、
名古屋西税務署と連携してポスター掲示や広報紙への記事
掲載などにより、普及率は上昇した。それに伴い申告相談
会場での受付件数は減少しており、事務の効率化を図るこ
とができた。軽自動車税は、月2回軽自動車協会から送付さ
れる申告書を基に適切に異動処理を行った。個人情報書類
の適正な管理及び廃棄を行った。今後も引き続き、正確か
つ迅速に課税事務を行う。

異動情報を随時システムに反映させ、課税処理が適正に行
われた。

一次評価に同じ。

e-taxの普及率は順調に増加しており、29年度の目標を達成
できた。

一次評価に同じ。

個人町民税の課税事務において、非常勤職員の活用や国
税との連携により効率的に作業を進めた。

一次評価に同じ。

その他財源の名称

備考備考

窓口証明手数料窓口証明手数料

県民税徴収取扱費交付金及び証明手数料
収入が増額する見込みであるため。

その他財源の名称その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

引き続き、証明書の発行、個人情報書類の
処理及び廃棄、納税通知書等の発送等を適
切に行う。また、非常勤職員の雇用、各種団
体との情報交換等により、効率的かつ適切
な課税事務を行う。

年間を通じ、税に関する証明書を発行した。個人情報書類
の適切な管理及び廃棄を行った。非常勤職員の雇用により
課税事務の効率化、円滑化を図った。課税にかかる情報を
軽自動車協会等から取得し、適切な課税を行った。また、名
古屋西税務署等と情報交換を行うことによって、適切な課税
事務を行った。

備考

平成31年度以
降の展望

進行管理

個人住民税の当初課税業務を行う繁忙期に、非常勤職員を雇用し、効率的
に業務を行う。軽自動車協会から送付される申告書等は、引き続き適正に
処理を行う。重課・軽課対応についても地方公共団体情報システム機構か
ら提供されるデータを活用し適正な課税を行う。

税に関する証明書を発行した。4月から6月まで非常勤職員を雇用し、個人
住民税の当初課税を効率的かつ適正に行った。軽自動車協会から送付さ
れる申告書を基に軽自動車の適切な異動処理を行った。5月と8月に、名古
屋西税務推進協議会に出席し、名古屋西税務署、愛知県名古屋北部県税
事務所、名古屋市、清須市及び北名古屋市と税務行政に係る情報交換を
行った。9月には、個人情報資料を廃棄した。

単位
現状値

（下段：時点）

e-tax普及 ％

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

事務事業評価
指標

指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 C 継続

担当 総務 部 税務 課 課税 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 2 総務費 項 2 徴税費 目 2 賦課徴収費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 10,392 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2,519 2,519 2,519

945 945 945

3,464 3,464 3,464

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

５月 ５月 ５月

６月 ６月 ６月

１月 １月 １月

２月 ２月 ２月

３月 ３月 ３月

3,015 3,464 3,464

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

特別徴収通知書発送・普通
徴収通知書印刷

特別徴収通知書発送・普通
徴収通知書印刷

普通徴収通知書発送・苦情
処理

当初課税数値の修正入力・
特別徴収通知書印刷

当初課税数値の修正入力・
特別徴収通知書印刷

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール
当初課税数値の修正入力・
特別徴収通知書印刷

特別徴収通知書発送・普通
徴収通知書印刷

内訳（具体的な内容）

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）

委託料

給報整理・パンチ入力委託

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

給与所得者の増加に伴い必要となる
特別徴収関連印刷物の増額。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

確定申告納税相談・パンチ入
力委託

町民税賦課事業

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

－

－

－

－

普通徴収通知書発送・苦情
処理

給報整理・パンチ入力委託

課税資料パンチ入力委託、
確定申告納税相談

確定申告納税相談・パンチ入
力委託

課税資料パンチ入力委託、
確定申告納税相談

給報整理・パンチ入力委託

事業目的

－

課税業務に係る関係書類の経費、消耗品及び印刷製本費、賦課事業の入力に伴う電算処
理等を行う。 主な関連計

画・法令

需用費 需用費 需用費

－

個人町民税、法人町民税の課税業務を正確かつ迅速に処理する。また、当初課税資料の
パンチ入力に係る委託料を計上し、効率的で公平・適切な賦課業務を行い、安定的な財源
確保を目的とする。

主な協働・関
連団体

平成31年度

事業概要

平成29年度 平成30年度

委託料 委託料

課税資料パンチ入力委託、
確定申告納税相談

確定申告納税相談・パンチ入
力委託

普通徴収通知書発送・苦情
処理



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 C 継続

担当 総務 部 税務 課 課税 係 作成者

町民税賦課事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 3,464 3,464 3,464

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

35.0 33.0 36.0 37.0 38.0 39.0

27年度 35.0 40.3 44.7

1,162 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400

27年度 1,162 1,086 958

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

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

個人・法人住民税の課税業務を法令に基づき、適正に行っ
た。また課税資料のパンチ委託及びエルタックス（地方税
ポータルシステム）からのデータ取り込みにより、課税業務
を効率的に行った。
確定申告についてはe-TAX（国税電子申告）がH27年738
件、H28年830件、H29年945件と普及してきており、それに伴
い納税相談件数が減少し、申告会場に置く職員数を削減し
（H27を基準に1人減）効率的な運営を行った。
事務の効率化や適正な課税に資するため、引き続き、広報
やポスター掲示などにより今後もエルタックスやｅ－ＴＡXの
普及に努める必要がある。
今後も引き続き正確な課税業務に努める。

エルタックス普及率について目標を上回った。

一次評価に同じ

適切に個人・法人町民税の課税処理ができた。

一次評価に同じ

エルタックスからのデータ取り込み、課税資料のパンチ委託
により、効率的に業務を行った。

一次評価に同じ

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

５月１２日に特別徴収、６月１日に普通徴収の納税通知書を発送した。ま
た、特別徴収義務者である事業者からの異動届や、所得税の修正申告に
基づく課税処理を適正に行った。

引き続き適正な課税処理を行う。また平成３０年度課税に向けた準備や、
確定申告の準備を進めていく。

備考

その他財源の名称

税制改正を的確に把握し、迅速な対応が求
められる。今後も国の動向に注視し、適切で
迅速な対応を行う。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

税制改正に伴う様式変更、エルタックスや国税連携等の電
子媒体を通じての課税資料の管理など、適切な対応により
賦課処理を行った。また、

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

単位
現状値

（下段：時点）

確定申告納税相談件数 人

エルタックス普及 ％

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -2 C 継続

担当 総務 部 税務 課 課税 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 2 総務費 項 2 徴税費 目 2 賦課徴収費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 25,074 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

589 589 586

7,018 6,730 8,860

234 234 234

7,841 7,553 9,680

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

５月 ５月 ５月

７月 ７月 ７月～８月

８月・１２月 ８月・１２月 ８月・１２月

２月～３月 ２月～３月 ２月～３月

随時 随時 随時

9,504 7,841 7,553

土地及び家屋評価計算

契約（鑑定評価・時点修正）

現況調査

土地及び家屋評価計算

土地宝典整備

契約（評価支援等システム）、
納税通知書発送

現況調査

契約（土地路線価評価委託）

平成31年度

地方税法

需用費

土地及び家屋評価計算

実施スケジュール

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業概要

平成29年度 平成30年度

委託料

需用費

内訳（具体的な内容）

課税業務に係る関係書類を作成する。土地及び家屋の課税情報を評価支援・地図情報システムに反
映させ、翌年度課税の基礎資料とする。登記異動情報を公図に反映させ、交付申請に対応する。家屋
評価システムを利用し、適切かつ効率的な評価計算を行う。平成30年度評価替に向けた路線価評価
を行う。地価の変動を把握するための調査を行う。行政資料として土地宝典を作成する。各システム
に係る機器の賃借を行う。

委託料

－

使用料及び賃借料

主な協働・関
連団体

愛知県名古屋北部県税事務所

全町民、固定資産所有者

内訳（具体的な内容）

固定資産税の課税業務を正確且つ迅速に処理し、効率的で公正・公平な賦課事業を行
い、安定的な財源の確保を行う。

事業目的

－

主な関連計
画・法令

需用費

契約（時点修正）

現況調査

土地宝典整備土地宝典整備

固定資産税賦課事業

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

－

－

－

－

事業費計（平成31年度）

委託料

使用料及び賃借料

契約（評価支援等システム）

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

平成30年度評価替のための標準宅地鑑定
評価事業の終了により委託料の減額。

平成29年度に入れ替えを行う評価支援・地
図情報システムの委託料等が、平年度の経
費負担となるため（平成29年度は導入に係
る費用が発生）。

平成33年度評価替えのための標準宅地鑑
定評価事業の実施により委託料の増額。

前年度実施計画の事業費

契約（評価支援等システム）、
納税通知書発送

使用料及び賃借料

事業費計（平成29年度）

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）

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

納税通知書発送、契約（土地
路線価評価委託）

契約（土地路線価評価委託）

契約（時点修正）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -2 C 継続

担当 総務 部 税務 課 課税 係 作成者

固定資産税賦課事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 7,841 7,553 9,680

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

26.0 20.0 21.0 22.0 23.0 25.0

27年度 26.0 27.5 34.4

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

指標名

4月1日に納税通知書を発送した。評価支援・地図情報に係る新システムを
導入し、土地の課税に係る計測業務等の効率化を実現した。また、同シス
テムによる管理図面を基に町内全域の現況調査を行い、土地や家屋の利
用状況を把握した。平成30年度評価替えに向け、路線価評価委託業務契
約により路線価格の算定作業を行った。また、時点修正委託業務契約によ
り、平成29年１～７月に係る標準宅地鑑定評価を行った。法務局からの通
知等を基に土地の課税に係る地籍図を更新するとともに、新築家屋の実地
調査を行った。

単位
現状値

（下段：時点）

事務事業評価
指標

備考 備考 備考

路線価評価委託業務により算出された路線価格の確認及びそれに伴う評
価見直しを確実に行う必要がある。期間が限られているため、綿密な計画
を立て、効率的に行う必要がある。また、土地や家屋の利用状況が変化す
る可能性があるため、12月に再度現況調査を行い、適正な課税に努める。
償却資産については、引き続きeltaxと基幹システムのデータ連携を実施
し、迅速かつ適正な課税に努める。

平成31年度以
降の展望

評価支援システムに課税情報を反映させ、翌年度課税にお
ける土地及び家屋の適切な評価及び課税を行った。毎年度
の地価の変動を把握するための調査を行った。平成30年度
評価替に向けて、路線価基礎調査及び標準宅地の鑑定評
価を行った。公図を更新し、交付申請に対応した。登記情報
を地図化した土地宝典を作成した。

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

その他財源の名称

進行管理

特定財源の増
減理由

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

償却資産税エルタックス申告
普及促進

％

評価支援システム等を用いながら、適正か
つ迅速な課税事務を行う。平成33年度評価
替に向けて、適切な評価替事務を行う。公図
を更新し、住民等からの交付申請に対応す
る。行政資料として、土地宝典を作成する。

その他財源の名称

一次評価に同じ。

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

土地及び家屋は、評価支援システム、家屋評価システムを活用し、
画地計測や新築家屋等の評価計算を効率的かつ正確に行った。ま
た、利用状況を把握するため現地調査を実施した。平成30年度評
価替に向けて、路線価の算定・調整等を行い、近隣市町との路線
価調整を行った。これらにより3月末日までに価格決定・台帳への
登録を完了した。平成30年度課税に係る地価下落状況把握のため
鑑定評価を実施した。償却資産は、引き続き電子申告と住民情報
システムとのデータ連携を行い、正確かつ迅速な事務処理に努め
た。今後も評価支援システムや住民情報システム等を効率的かつ
効果的に活用することに努め、迅速かつ正確な課税処理を行う。

償却資産エルタックス申告普及促進率が、目標を上回った。

一次評価に同じ。

土地・建物の町全域の現況調査実施に基づき課税を実施し
た。

一次評価に同じ。

土地・家屋の課税システムを活用し、課税事務の効率化・精
度向上に努めた。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -3 C 継続

担当 総務 部 税務 課 課税 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 2 総務費 項 2 徴税費 目 2 賦課徴収費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 660 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

220 220 220

220 220 220

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

５月 ５月 ５月

毎月 毎月 毎月

220 220 220

物件異動処理

地方税法

事業概要

平成29年度 平成30年度

－

軽自動車の課税に必要なナンバープレートの交付を行い、円滑な賦課事業を行う。 主な協働・関
連団体

軽自動車協会

全国市町村

平成31年度

事業目的

－

軽自動車の登録、廃車に伴う課税処理、納税通知書発行などを電算処理により効率的に
行う。ナンバープレートの交付及び証明書発行等の付帯業務を行う。 主な関連計

画・法令

需用費 需用費 需用費

物件異動処理

軽自動車税賦課事業

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

－

－

－

－

全町民、所有者

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 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

課税資料作成

納税通知書発送

内訳（具体的な内容）

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）

課税資料作成課税資料作成

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

納税通知書発送納税通知書発送

物件異動処理



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -3 C 継続

担当 総務 部 税務 課 課税 係 作成者

軽自動車税賦課事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 220 220 220

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

進行管理
平成31年度以
降の展望

軽自動車協会からの申告書、窓口での登録や廃車などの
課税物件の異動処理を適正に行った。

備考

特定財源の増
減理由

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

５月に納税通知書を発送した。また、軽自動車協会から送付される申告書、
窓口での登録、廃車などの課税物件の異動処理を行った。

引き続き適切な賦課処理を行う。

備考

その他財源の名称

引き続き、正確で迅速な賦課処理を行う。

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

軽自動車協会からの申告書、窓口での登録や廃車及び他
市町村間の課税物件に関する異動処理、また減免手続に
ついて適切に行った。

納税通知書発送をはじめ、事務を計画通りに行った。

一次評価に同じ。

軽自動車協会からの申告情報を基に、遺漏の無い事務処
理を行った。

一次評価に同じ。

住民情報システムを利用し、効率的に事務処理を行った。

一次評価に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 8 交通安全対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 219 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

36 36 36

30 30 30

7 7 7

73 73 73

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

随時 随時 随時

74 73 73

実施スケジュール

廃自動車判定会開催

事業概要

平成29年度 平成30年度

役務費 役務費

内訳（具体的な内容）

－

委託料

放置自動車の発生の防止、廃自動車の適正な処理をする。放置自動車により生ずる障害
を除去することにより、町民の快適な生活環境の維持を図る。 主な協働・関

連団体

平成31年度

事業目的

－

放置自動車の発生の防止、廃自動車の適正な処理をする。 主な関連計
画・法令

報酬 報酬 報酬

全町民

豊山町放置自動車の発生及
び廃自動車の適正な処理に
関する条例

豊山町放置自動車の発生及
び廃自動車の適正な処理に
関する条例施行規則

放置車両適正処理事業

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

－

-

-

-

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

役務費の減少のため。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

廃自動車処理

内訳（具体的な内容）

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）

役務費

委託料

廃自動車判定会開催廃自動車判定会開催

委託料

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

廃自動車処理廃自動車処理



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 係 作成者

放置車両適正処理事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 73 73 73

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

平成２９年度は、２８年度に発見された２台の放置車両を引
き続き対応し、１台は所有者により移動、１台は所有者と連
絡が取れなかったため、条例により処分した。また、町内の
パトロール時に放置車両がないか調査したり、立て看板を
設置するなど、放置されにくい環境作りに取り組んだ。
今後はより、放置されにくい環境作りに一層取り組んでいく
必要がある。

パトロール等に努め、放置されにくい環境づくりに努めた。

上記のとおり

２９年度は、放置車両は発見されなかったが、放置自転車
は１９台発見し処理を行った。

上記のとおり

条例に基づき、放置車両について適切に対応した。

上記のとおり

その他財源の名称

備考

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

進行管理
平成31年度以
降の展望

条例や規則に従って適切に処理を行った。

特定財源の増
減理由

備考

路上放棄車処理助成金 路上放棄車処理助成金

その他財源の名称

放置車両が発生した場合、条例や規則に
従って適切に処理を行っている。

備考

路上放棄車処理助成金

その他財源の名称

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

放置車両が昨年８月と今年の２月に発見された。３月発見車両について
は、所有者が判明し連絡が取れたため、４月に移動された。９月発見車両
については、所有者は判明したが、連絡が取れなかったため、条例に則り
今年の５月に処分した。今後はより、放置されにくい環境作りに一層取り組
んでいく必要がある。

放置車両が発生しないように警察や交通安全協会員と協力し啓発活動をし
ていく必要がある。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -2 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 8 交通安全対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,536 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

150 150 150

90 90 90

272 272 272

512 512 512

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

随時 随時 随時

3月 3月 3月

522 512 512

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

見舞金請求受付見舞金請求受付

次年度加入申込書発送、申
込受付

加入申込受付加入申込受付

負担金補助及び交付金

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

加入申込受付

見舞金請求受付

内訳（具体的な内容）

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）

役務費

負担金補助及び交付金

全町民

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

需用費の減
負担補助金及び交付金の減

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

交通災害共済事業

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

－

-

-

-

次年度加入申込書発送、申
込受付

事業目的

－

70歳以上及び中学生以下の者については、町が災害見舞金制度への加入金を全額補助
する。 主な関連計

画・法令

需用費 需用費 需用費

－

負担金補助及び交付金

尾張市町交通災害共済組合に加入した住民に対し、交通事故による災害見舞金を支給す
る。 主な協働・関

連団体

平成31年度

尾張市町交通災害共済組合規約

事業概要

平成29年度 平成30年度

役務費 役務費

尾張市町交通災害共済組合会費（掛金）補助交付要綱

次年度加入申込書発送、申
込受付



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -2 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 係 作成者

交通災害共済事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 72 72 72

一般財源 440 440 440

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

交通災害共済事務受託事業収入 交通災害共済事務受託事業収入

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

万が一事故にあっても安心できる保険制度
が継続されている。

平成31年度以
降の展望

特定財源の増
減理由

Ｈ27年度に交通災害共済組合に加入実績のある世帯に対
し、Ｈ28年度用の加入案内を送付した。また、70歳以上及び
中学生以下の者について、掛金の半額の補助を行った。

備考 備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

交通災害共済事務受託事業収入

その他財源の名称

加入手続きや申請のあった見舞金の支給事務を的確に実施した。
事業が平成３０年度以降に終了となるため、終了日時が決定し次第、住民
にその旨を周知する必要がある。

その他財源の名称

備考

平成２９年度は、２，３５４名（一般加入１，３３２名、補助加入
１，０２２名）の加入があり、補助金として２５５，１００円の支
払いを行った。見舞金については２０件の請求があり、１，９
３０千円の支払いを行った。しかし、組合が平成３０年度を
もって募集を終了し、平成３２年度に解散されることから、今
後は、本状況と動向を踏まえつつ適切に処理を行っていく必
要がある。また、町民には万が一のことがないように交通事
故に注意するように呼びかけていく。

上記のとおり

交通事故が起きないまちづくりと共に、見舞金制度の充実を
遂行することが出来た。

上記のとおり

70歳以上及び中学生以下の者に対し適切に補助を行い、見
舞金請求者に対し適切に見舞金を支払った。

上記のとおり

適切な予算執行を行った。

単位
現状値

（下段：時点）

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -3 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 8 交通安全対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 30 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

10 10 10

10 10 10

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

10 10 10

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

申請受付、許可証発行申請受付、許可証発行

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

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）

全町民

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 前年度実施計画の事業費

臨時運行許可事業

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

－

-

-

-

道路運送車両法施行規則

事業目的

－

無車検車両の臨時移動の運行許可証を発行し、仮ナンバープレートを貸し出しを行う。 主な関連計
画・法令

需用費 需用費 需用費

－

車検制度の健全維持を図るため、検査、登録、販売、に係る無車検車両の臨時移動の運
行許可を行う。 主な協働・関

連団体

平成31年度

道路運送車両法

事業概要

平成29年度 平成30年度
内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

申請受付、許可証発行



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -3 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 係 作成者

臨時運行許可事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 10 10 10

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

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

無車検車両の臨時移動の運行許可証を発行し、臨時運行許可証の貸し出
しを行った。

臨時運行許可証を期限までに返さない者がいるので、貸し出す際は期限を
守るよう呼びかけ、期限を遵守させる必要がある。

臨時運行許可手数料 臨時運行許可手数料

その他財源の名称

貸出した仮ナンバーがすべて返却されてい
る。

臨時運行許可手数料

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

備考

平成31年度以
降の展望

無車検車両の臨時移動の運行許可証を発行し、仮ナンバー
プレートの貸し出しを行っている。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

備考

平成29年度は、424件の仮ナンバーの貸し出しがあった。し
かし、返納期限を守らない利用者も多いので、今後も、仮ナ
ンバーの紛失や失効手続きがないよう期限超過については
厳しく指導していく。

中部運輸局自動車技術部、自動車登録業務研究会発行の
「自動車検査等登録制度と臨時運行許可業務について」を
基に的確に業務を行った。

上記のとおり

無車検車両の臨時運行を行い、車検制度の健全維持に努
めた。また、返却期限超過者に対し、督促状と自宅訪問を行
い返却漏れがないように努めた。

上記のとおり

424件の申請の受付を行い、許可証発行を適切に行った。

上記のとおり

単位
現状値

（下段：時点）

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策

施策内容

予算体系 款 9 消防費 項 1 消防費 目 4 災害対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 8,355 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2,309 2,309 2,309

1 1 1

474 474 474

1 1 1

2,785 2,785 2,785

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

随時 随時 随時

3,128 2,785 2,785
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 前年度実施計画の事業費

職員用ヘルメットの購入が終了したため。

新規採用職員に防災服を貸
与

非常配備 非常配備 非常配備

事業費計（平成29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 実施スケジュール
新規採用職員に防災服を貸
与

新規採用職員に防災服を貸
与

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） 内訳（具体的な内容）

職員手当等

需用費 需用費

原材料費 原材料費

事業概要
災害に備え防災用資機材を整備するとともに、災害時活動の機動性確保のため職員に対
し防災服を貸与する。非常配備体制において、町民の生命を守るため、避難所開設、町内
巡回による道路冠水状況や用排水路排水状況の確認等、減災に必要な対応を行う。

主な関連計
画・法令

災害対策基本法

豊山町地域防災計画

事業目的 災害に対する事前予防及び非常配備体制の機動性向上により、減災に資する。

全町民

主な協働・関
連団体

豊山町消防団

職員手当等

賃金 賃金

平成29年度 平成30年度 平成31年度

需用費

職員手当等

賃金

原材料費

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

災害対策事業

-

まちづくり重
点目標

-

-

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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）

災害対策事業

■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 2,785 2,785 2,785

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事業実施上の問題点と対応策

新規採用職員に対し防災服の貸与を行った。職員の年齢構成の変化に伴
い勤務要領の改正を行い、非常配備職員を対象に、配備体制を再編した。
台風や大雨による警報発令に伴い、非常配備を実施した。

随時、職員の年齢構成を踏まえ、非常配備体制を柔軟に対応できるように
する必要がある

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

職員構成に併せ、非常配備班員の範囲を拡大し、勤務要領
を改正し、業務の効率化を図った。
７月４日、１４日、８月７日、１８日、９月１７日、１０月２２日の
計６回、警報発令により災害対策本部を設置し、延べ１２７
名で非常配備を実施した。
また、１０月２２日の台風１６号に伴う大雨では、雨水の流入
したし尿汲み取り等を実施した。
南海トラフ地震やゲリラ豪雨の発生が危惧されている。その
ため非常配備の際の連絡体制の徹底を行う必要がある。 必要に応じた体制で対応した。

上記のとおり

上記のとおり

職員の構成に併せ、非常配備体制の変更を行い業務の効
率化を行った。

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）

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

職員に防災服を貸与し、警報発令時に非常配備体制で災害
対応に当たった。平成28年度は、非常配備体制及び災害対
策本部の運営方法を見直し、より円滑に対応することができ
た。

平成30年度以
降の展望

警報発令時をはじめ、大規模地震等の大災
害時の際も、災害対策本部の設置、円滑な
非常配備を行う体制が整っている。

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

警報発令時に早期の非常配備体制をとった。

上記のとおり



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -2 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 9 消防費 項 1 消防費 目 4 災害対策費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 24,221 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

24 24 24

1,119 1,132 1,132

6,814 6,814 6,814

103 103 103

5 5 5

8,065 8,078 8,078

時期（月） 時期（月） 時期（月）

７月 ７月 ７月

8,491 8,065 8,078
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 前年度実施計画の事業費

防災スペシャリスト養成研修の参加が無くな
るため減額。
雇用保険料減額のため。

水防管理団体連合会負担金
支払

水防管理団体連合会負担金
支払

事業費計（平成29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 実施スケジュール
水防管理団体連合会負担金
支払

共済費

賃金 賃金

需用費 需用費

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

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） 内訳（具体的な内容）

報酬 報酬

共済費

国民保護をはじめ、防災に関する管理事業を行う。

全町民

主な協働・関
連団体

事業概要 国民保護計画の見直し、防災に特化した臨時職員の任用など、防災の管理事業を行う。 主な関連計
画・法令

武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律

国民保護計画

共済費

報酬

賃金

負担金補助及び交付金

-

-

平成29年度

需用費

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

防災一般事業

-

まちづくり重
点目標

-

-

-

事業目的



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -2 Ｂ 継続

担当 総務 部 防災安全 課 防災安全 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）

防災一般事業

■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 8,065 8,078 8,078

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

必要に応じ、国民保護協議会を開催するとともに、愛知県の国民保護計画
の変更に伴い、本町の国民保護計画の変更も行う必要がある。

本年度の主な成果と今後の課題

非常勤嘱託職員として自衛隊OB及び警察ＯＢを雇用し、防
災業務等に係る事務を行った。
愛知県水防管理団体連合会に、負担金を支出した。

適切に予算執行を行った。

上記のとおり

嘱託員の雇用により専門知識を活かし事業の内容強化を図
る事ができた。

上記のとおり

防災官及び警察官ＯＢを嘱託員雇用し、防災等に係る事業
を適切に実施できた。

上記のとおり

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

非常勤嘱託職員として自衛隊ＯＢと警察ＯＢを雇用し、賃金を支出した。
愛知県水防管理団体連合会に、負担金を支出した。

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）

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28 年度
までの主な取
り組みと成果

平成19年3月に豊山町国民保護計画を作成した。平成21年
3月に国民保護協議会を開催した。平成22年度に国民保護
計画を修正した。業務継続計画策定のため、プロポーザル
を行い、計画を策定した。平成26年度から防災管を任用し、
防災に特化した業務に従事させている。

平成31年度以
降の展望

業務継続計画や国民保護計画に基づき、防
災に対する体制が整っている。

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

900 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 264,217 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

41,270 41,120 41,120

24,692 25,322 25,322

19,209 18,770 18,770

2,322 2,322 2,322

321 321 321

11 11 11

142 142 142

47 47 47

8 8 8

23 23 23

88,045 88,086 88,086

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

毎月 毎月 毎月

90,888 88,045 88,086

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

生活保護費支給生活保護費支給

各種生活相談、緊急対応は
随時

報償費

旅費

使用料及び賃借料

需用費

使用料及び賃借料

役務費

旅費

需用費

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）

事務職員派遣委託料分を削減したため。

役務費

負担金補助及び交付金

事業費計（平成29年度）

役務費

旅費

需用費

-

社会福祉一般事業

内訳（具体的な内容）

職員手当等

共済費

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

賃金

報償費

使用料及び賃借料

各種生活相談、緊急対応は
随時

報償費

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

-

-

-

生活保護費支給

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）

実施スケジュール

共済費

給料 給料

職員手当等

給料

①福祉サービス利用に関する情報提供を行う。②生活保護・家庭相談への対応、毎月の
保護費支給事務、保護世帯の生活指導を県福祉事務所の指導のもと行う。③虐待等によ
る児童保護を中央児童相談センターとの連携により緊急対応する。住民からの通告を受け
付ける。④ＤＶ防止法に基づく婦人保護について県女性センターや警察との連携により緊
急対応をする。

主な関連計
画・法令

内訳（具体的な内容）

事業目的

-

自殺対策緊急強化基金市町村等事業費補助金

戦没者遺族援護法委託金

-

　住民の福祉ニーズに対応した社会福祉全般に関わる福祉事業を積極的に遂行していく。
また、福祉分野全般を網羅した地域福祉計画に基づき、事業を具体的に実施していく。 主な協働・関

連団体

豊山町地域福祉計画

事業概要

平成29年度 平成30年度

賃金 賃金

職員手当等

共済費

負担金補助及び交付金

平成31年度

負担金補助及び交付金

各種生活相談、緊急対応は
随時



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

社会福祉一般事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 1,220 補助率 1/2 1,220 補助率 1/2 1,220 補助率 1/2

県費 1,360 補助率 1/4 1,360 補助率 1/4 1,360 補助率 1/4

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 85,465 85,506 85,506

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

0 1 1 1 1 1

27年度 0 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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

生活保護相談１６件を対応した。うち、５世帯が被生活保護世帯となった。
また、被生活保護者（６８世帯）に対して、生活保護費の支給、医療券の発
行及び随時相談を行った。
ＤＶ相談４件を対応した。大事には至らず助言で終了した。
要保護児童のケース検討会議を３回開催した。これまでの経過や今後の対
応策について話し合った。

ＤＶ相談５件、生活保護相談３３件を対応した。被生活保護
者（７４世帯）に対して、生活保護費の支給、医療券の発行
や随時相談を行った。今後も、迅速に対応していく必要があ
る。

目標値に達しなかった。

目標値に達しなかった。

事業目的に沿って福祉事業を遂行した。

事業目的に沿って福祉事業を遂行した。

様々な福祉事業、相談事業を実施した。

様々な福祉事業、相談事業を実施した。

担当者が不在のときでも迅速に対応する必要がある。そのため、相談内容
を係員で共有する。

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

専門的な相談員が配置され、住民の相談に
対応している。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

相談員の配置 人

その他財源の名称

備考

平成31年度以
降の展望

子ども・子育て支援交付金、地域子ども・子
育て支援事業費補助金が追加されたため。

生活保護相談、虐待等相談、ＤＶ相談など各種相談を県
ケースワーカーや中央児童・障害者相談センター職員など
関係機関と連携しながら対応した。虐待を受けた児童や配
偶者からの暴力を受けた者の一時保護など緊急性の高い
ケースにも迅速に対応した。

単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

その他財源の名称

備考

事務事業評価
指標

指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,214 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

72 36 36

690 690 690

762 726 726

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

6月・2月 6月・2月 6月・2月

9月 7月～8月 9月

10月 9月 10月

随時 10月 随時

随時

762 762 726

小中学校との交流会

県社会福祉大会参加

民生委員推薦会開催

民生委員推薦会開催

-

主な関連計
画・法令

報酬 報酬

事業目的

事業概要

平成29年度 平成30年度

負担金補助及び交付金

内訳（具体的な内容）

　豊山町民生委員協議会が民生委員の担当区域での職務に関する連絡、調整や関係行
政機関との連絡などの任務を円滑に運営できるよう、また、協議会として地域福祉活動を
推進する中で、民生委員・児童委員が率先して、その実践が図れるよう財政的支援をする
ことを目的とする。

　民生委員・児童委員としてふさわしい人を県知事に推薦する民生委員推薦会（委員7名）
に対する報酬の支払い。また、民生委員協議会が地域福祉を推進するための事業活動や
上部団体への負担金の支出及び民生委員の研修等に要する経費に対して、補助金を交
付する。

-

民生委員一斉改選準備・民
生委員推薦会開催

主な協働・関
連団体

豊山町社会福祉協議会

平成31年度

健康福祉フェスティバル参加

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

報酬

県社会福祉大会参加

民生委員推薦会開催 県社会福祉大会参加

健康福祉フェスティバル参加

児童生徒見守り支援活動・役員
会・定例会（毎月第3火曜日）

民生委員・児童委員

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

負担金補助及び交付金

民生委員法

負担金補助及び交付金

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

-

-

-

-

民生委員協議会助成事業

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 前年度実施計画の事業費

児童生徒見守り支援活動・役員
会・定例会（毎月第3火曜日）

児童生徒見守り支援活動・役員
会・定例会（毎月第3火曜日）

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

小中学校との交流会小中学校との交流会

健康福祉フェスティバル参加



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -2 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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）

民生委員協議会助成事業

■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 762 726 726

■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

27年度 12 12 12

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

備考備考

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

豊山町民生委員協議会に対して補助金を交付した。豊山町
民生委員協議会が実施する役員会、定例会や小中学校と
の交流連絡会などの事業運営を補佐した。

指標名 単位
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

事業実施上の問題点と対応策

民生委員・児童委員が、常に住民の立場に
立ち、困難に直面している住民の気持ちに
寄り添いながら活動している。

定例会の開催（月1回） 回

これまでの主な成果

町民生委員協議会に対し、５月に補助金を交付した。また、前年度の実績
報告があり、適正に補助金が執行されているか、確認した。

補助金が適切に施行されているか、今後、提出される実績報告により確認
する。現在も地区の民生委員児童委員と主任児童委員が選任されていな
いため、様々な方から適任者の情報を得て、選任していく。

豊山町民生委員協議会から提出された補助金申請及び実
績報告を精査し、補助金を交付した。毎月第３火曜日に開
催される役員会及び定例会の運営を補佐した。また、民生
委員協議会が実施する小中学校との交流・連絡会や愛知県
社会福祉大会などの年間行事への運営に対しても補佐し
た。今後も引き続き、事業運営がスムーズに進行するよう補
佐していく必要がある。４地区（西之町第２、名栗第２、大
門、分譲住宅）と主任児童委員の計５名が決まっていない。
引き続き、候補者を探していく必要がある。

目標値に達している。

目標値に達している。

事業目的どおり民生委員協議会の事業運営、調整を行っ
た。

事業目的どおり民生委員協議会の事業運営、調整を行っ
た。

昨年度と同額の予算で事業を推進した。

昨年度と同額の予算で事業を推進した。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 957 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

109 109 109

210 210 210

319 319 319

時期（月） 時期（月） 時期（月）

６月 ６月 ６月

〃 〃 〃

７月 ７月 ７月

〃 〃 〃

334 319 319

事前準備会開催

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

実施委員会開催・広報掲載実施委員会開催・広報掲載

事前準備会開催

実施スケジュール

事業費計（平成29年度）

内訳（具体的な内容）

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）

委託料

需用費

実施スケジュール

映画会開催

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

のぼり旗購入費分を削減したため。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

映画会開催

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

-

-

-

-

更生保護・人権擁護活動支援事業

-

主な関連計
画・法令

需用費 需用費

東部地区パレード

映画会開催

町民

東部地区パレード

事業目的

内訳（具体的な内容）

　すべての国民が犯罪の防止と罪を犯した人たちの更生についての理解を深め、それぞれ
の立場において力を合わせ、犯罪のない明るい社会を築こうとする保護司を中心とした運
動である。毎年7月１日から３１日までの間、町全体での取り組みとして実施する。

-

主な協働・関
連団体

保護司、更生保護女性会

人権擁護委員

平成31年度

保護司・更生保護女性会が主催をする「社会を明るくする運動」の強化月間に啓発活動とし
て社明パレードや映画会及び施設訪問を行う。また、１２月の人権週間には、人権擁護委
員が小学１年生を対象に啓発活動を行っている。

東部地区パレード

前年度実施計画の事業費

事業概要

平成29年度 平成30年度

委託料 委託料

事前準備会開催

実施委員会開催・広報掲載



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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）

更生保護・人権擁護活動支援事業

■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 319 319 319

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

653 310 320 330 340 350

27年度 653 661 628

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

多くの町民が運動の趣旨を理解し、事業に参加した。

６月１６日に第６７回社会を明るくする運動実施委員会を開
催し、運動の事業計画を協議した。７月１日から７月３１日ま
での１か月間、ポスターの掲示、懸垂幕、のぼり旗を設置
し、また、広報に関連記事を掲載し、町民に運動をＰＲした。
７月１０日に北名古屋市と共同で社会を明るくする運動パ
レードを開催した。７月２１日に社会を明るくする運動映画会
を開催した。保護司は、１２月４日に豊山中学校の全生徒に
対し非行防止教室を開催した。今後も、町民に対して運動の
趣旨を理解してもらい、事業を展開していく必要がある。

目標値以上の参加者を得ることができた。

目標値以上の参加者を得ることができた。

多くの町民が運動の趣旨を理解し、事業に参加した。

予算の範囲内で運動を展開することができた。

予算の範囲内で運動を展開することができた。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

７月の社会を明るくする運動強化月間に合わせて、７月１０日には、北名古
屋市と共同で社会を明るくする運動パレードを、７月２１日には、社会を明る
くする運動映画会を開催した。

今後も社会を明るくする運動の趣旨にのっとり町民に啓発していく必要があ
る。今後もパレードや映画会の開催、町広報を通して多くの町民に啓発を
行っていく。

備考

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

進行管理

備考

その他財源の名称

現状値
（下段：時点）

その他財源の名称

備考

参加者数（延べ人数） 人

平成31年度以
降の展望

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

保護司を中心とした実行委員会は、７月の社会を明るくする
運動の強化月間に合わせて、社会を明るくする運動を展開
した。北名古屋市と共同でアピタ名古屋空港店で社会を明
るくする運動の啓発活動を行った。その他に、社会教育セン
ターでの啓発ビデオの上映会を実施した。

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更
生について理解を深め、犯罪や非行のない
明るい社会を築こうとする趣旨の社会を明る
くする運動社会が町民に定着し、賛同してい
る。

単位

事務事業評価
指標

指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -4 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 4,467 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,489 1,489 1,489

1,489 1,489 1,489

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月 ４月 ４月

５月 ５月 ５月

随時 随時 随時

988 1,489 1,489

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

各団体　総会各団体　総会

各事業

団体より実績報告提出　交付
申請　決定　交付

団体より実績報告提出　交付
申請　決定　交付

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール
団体より実績報告提出　交付
申請　決定　交付

各団体　総会

内訳（具体的な内容）

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）

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

心身障害者福祉協会補助金を予算組み替
えしたため。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

福祉団体助成事業

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

-

-

-

-

各種団体

各事業

社会福祉関係団体事業費補助金交付要綱

事業目的

-

　①遺族会補助金②母子寡婦福祉協議会補助金③赤十字奉仕団補助金④保護司会補助
金⑤更生保護女性会補助金⑥心身障害者福祉協会補助金を各補助要綱に基づき交付す
る。

主な関連計
画・法令

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

-

　各種福祉関係団体の活動に対し、補助金を交付する。 主な協働・関
連団体

平成31年度

更生保護活動団体事業費補助金交付要綱事業概要

平成29年度 平成30年度

各事業



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -4 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

福祉団体助成事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 1,489 1,489 1,489

■事業の進行管理

26年度 27年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

町遺族会、町母子寡婦福祉協議会、町赤十字奉仕団、町保
護司会、町更生保護女性会及び町心身障害者協会の６団
体から提出された補助金申請、実績報告を精査し、補助金
を交付した。今後も適正に補助金が使用されているか確認
し、補助金を交付する必要がある。

各福祉関係団体に補助金を交付した。

各福祉関係団体に補助金を交付した。

事業目的どおり事務を推進した。

事業目的どおり事務を推進した。

適切に施行されているか確認し、補助金を交付した。

適切に施行されているか確認し、補助金を交付した。

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

町遺族会、町母子寡婦福祉協議会、町赤十字奉仕団、町保護司会、町更
生保護女性会及び町心身障害者福祉協会に対し、補助金を交付した。ま
た、各団体から前年度の実績報告があり、適正に補助金が執行されている
か、確認した。

補助金が適切に施行されているか、今後、提出される実績報告により確認
する。

備考

その他財源の名称

備考

特定財源の増
減理由

進行管理

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

豊山町遺族会、母子寡婦福祉協議会、赤十字奉仕団、保護
司会、更生保護女性会の５団体に補助金を交付した。

福祉団体事業に補助金が活かされており、
各福祉団体が様々な事業を実施している。

単位
現状値

（下段：時点）

平成28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



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 40,340 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

540

242

626

4,277

108

34,500

47

40,340 0 0

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月

４月

平成29年５月
上旬

６月

８月

84,216 40,340 0

内訳（具体的な内容）

-

平成28年1月1日に本町に住所を有し、平成28年度町民税（均等割）が課税されていない者
（自身を扶養している者が課税されている場合、生活保護制度の被保護者となっている場
合などは対象外）に対して、支給対象者1人につき15,000円を支給する。 主な関連計

画・法令

職員手当等

委託料

豊山町臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業実施要綱

　消費税率引き上げ（5→8％)の影響を踏まえ、低所得者に対する、制度的な対応を行うま
での間の暫定的・臨時的な措置として、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分の臨
時福祉給付金（経済対策）を支給する。

事業目的

事業概要

償還金、利子及び割引料

平成29年度 平成30年度

需用費

実施スケジュール

負担金補助及び交付金

-

臨時福祉給付金（経済対策分）事業費補助金、臨時福祉給付金（経済対策分）事務費補助金

町民

主な協働・関
連団体

平成31年度

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

臨時福祉給付金（経済対策分）支給要領

臨時福祉給付金支給

申請受付終了

支払システム委託契約

申請受付開始

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

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

-

-

-

-

臨時福祉給付金事業

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 前年度実施計画の事業費

要綱制定

使用料及び賃借料

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

役務費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 Ｂ 新規

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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）

臨時福祉給付金事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 40,293 補助率 10/10 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 47 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

86.9 90 90 90

27年度 86.9 85.8 89.8

（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） Ｃ

（二次評価） Ｃ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ｂ

（二次評価） Ｂ

事務事業評価
指標

備考備考

その他財源の名称その他財源の名称

平成２９年度臨時福祉給付金の給付を行った。平成２９年度
臨時福祉給付金は、４月２５日から７月３１日まで申請受付
し、１，８２４人に対して臨時福祉給付金（１人１５，０００円）を
支給した。

目標値に達しなかった。

目標値に達しなかった。

事業目的に沿って臨時福祉給付金を支給したが、昨年度よ
り申請率が下がった。

事業目的に沿って臨時福祉給付金を支給したが、昨年度より申請率が下がった。

概ね予算の範囲内で事業を推進した。

概ね予算の範囲内で事業を推進した。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

備考

特定財源の増
減理由

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成31年度以
降の展望

指標名 単位
現状値

（下段：時点）

申請率 ％

これまでの主な成果

４月２４日に対象と思われる１，３０３世帯に申請関係書類を送付した。４月
２５日から７月３１日まで申請受付を行った。１，１７０件の申請を受付し、１，
８２４人に臨時福祉給付金（経済対策分）を支給した。

申請受付終了後も町長がやむを得ない理由があると認める場合は、申請
受付を行うため、慎重に申請の受理有無を判断し、早急に支払いを行う。

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

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

900 -1 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 障害者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 6,326 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

58 58 58

14 14 14

57 57 57

136 136 136

2,010 10 10

21 21 21

1 1 1

3,435

5,732 297 297

時期（月） 時期（月） 時期（月）

12月 12月 12月

4～3月

6,500 5,732 297

「障害者の日」懸垂幕の掲示

前年度実施計画の事業費

実施スケジュール
身体障害者・療育手帳・精神
障害者保健福祉手帳（申請
受付→県進達交付→申請者
に送付）
自立支援医療(精神通院)（申
請受付→県進達認定→申請
者に送付）

事業実施スケ
ジュール

随時

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

「障害者の日」懸垂幕の掲示

町内居住者

内訳（具体的な内容）内訳（具体的な内容）

使用料及び賃借料

豊山町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

扶助費

随時

身体障害者・療育手帳・精神
障害者保健福祉手帳（申請
受付→県進達交付→申請者
に送付）
自立支援医療(精神通院)（申
請受付→県進達認定→申請
者に送付）

国・県負担金過年度分返還
金

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

障害者福祉計画策定委託料の予算化によ
る増。
心身障害者福祉協会補助金の別事業への
予算移行のための減。

前年度実施計画の事業費

委託料

平成29年度 平成30年度

報酬 報酬

扶助費

主な協働・関
連団体

－

主な関連計
画・法令

平成31年度

事業費計（平成31年度）

「障害者の日」懸垂幕の掲示

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

－

－

－

－

障がい者福祉一般事業

－

需用費

役務費

委託料

旅費

需用費

内訳（具体的な内容）

身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の福祉ニーズに応えるべき、障がい者福
祉サービス利用全体に亘る相談、精神障がい者生活相談（医療面の相談は保健所・保健
センター）、障がい者理解・啓発など、障がい者福祉施策を積極的に推進するための事業
を行う。また、障がい者福祉団体の活動に対して、補助金を交付する。

事業目的

役務費

委託料

旅費

事業概要

役務費
事業の内訳と
事業費

身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の福祉ニーズに応えるべき、障がい者福
祉サービス利用全体に亘る相談、精神障がい者生活相談（医療面の相談は保健所・保健
センター）、障がい者理解・啓発など、障がい者福祉施策を積極的に推進するための事業
を行う。

報酬

使用料及び賃借料

扶助費

前年度実施計画の事業費

旅費

使用料及び賃借料

需用費

事業費計（平成30年度）

随時

実施スケジュール

障害者福祉計画の策定

身体障害者・療育手帳・精神
障害者保健福祉手帳（申請
受付→県進達交付→申請者
に送付）
自立支援医療(精神通院)（申
請受付→県進達認定→申請
者に送付）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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）

障がい者福祉一般事業

■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 5,732 297 297

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

587 555 590 590 590 590

27年度 587 593 652

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

指標名 単位

人

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

団体・グループからの障がい者福祉に関す
る「出前講座」要請に積極的に応える。

備考備考

事務事業評
価指標

手帳所持者

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

「障害者の日」に因み、１２月初旬、庁舎に啓発用懸垂幕
（製作済）を掲げ、町全体に対する理解促進を図ってきた。
また、社会福祉協議会に委託し点訳された封筒を作成し、
点字封筒の普及を行ってきた。平成２４年度から、身体・知
的障害者相談員の業務が県から町へ権限移譲されたこと
に伴い、引き続き町で身体・知的障害者相談員による相談
業務を実施している。

現状値
（下段：時点）

事業の実施状況に関する評価

事業実施上の問題点と対応策これまでの主な成果

備考

進行管理

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

その他財源の名称

平成25年4月に障害者総合支援法が施行され、制度の改正が多く行われ
た。制度について知りたいとの声があるため、障がい者福祉に関する「出
前講座」等の機会を通じて周知を図っていく。また、平成３０年度に障害者
総合支援法の改正があるため、改正部分についても、周知を図っていく。

平成27年3月に「障がい者福祉制度のご案内」という冊子を作成し、４月か
ら手帳の交付時に配布している。また、福祉サービス事業所のパンフレット
をストックし、要望に応じて配布を行うようにしている。

本年度の主な成果と今後の課題

適正な手帳申請事務を行った。

町で作成した「障がい者福祉制度のご案内」を手帳の交付
時に配布し、障害者福祉制度の周知を行った。本年度は、
新たな事業についても加筆するなど、内容の更新も併せて
行った。
 障害者団体やグループへの「出前講座」も実施し、障害福
祉施策の周知を図った。
平成３０年度に障害者総合支援法の改正が予定されてい
る。大幅な法改正に伴い、改正部分の周知を行うことが必
要である。

「障がい者福祉制度のご案内」を作成し、障がい施策の周
知を行った。

手帳交付時に制度周知に努めた。

障害施策の周知を効率的に事業を実施した。

障害施策の周知を効率的に事業を実施した。

適正な手帳申請事務を行った。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -2 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 －

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 障害者福祉費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 515 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

216 108 108

36 18 18

5 3 3

257 129 129

時期（月） 時期（月） 時期（月）

８月 ８月 ８月

11月 ３月 ３月

1月

３月

129 257 129

報酬 報酬 報酬

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

報償費

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

障害者福祉審議会の開催回数を増やしたた
め。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

第２回審議会開催

実施スケジュール

第１回審議会開催

事業費計（平成29年度) 事業費計（平成30年度)

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

報償費

－

実施スケジュール

第１回審議会開催

第２回審議会開催

実施スケジュール

障がい者福祉審議会運営事業

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

－

－

－

－

事業目的

－

平成29年度の開催回数は、障害者福祉計画の策定進行管理等4回開催を予定する。 主な関連計
画・法令

前年度実施計画の事業費

障害者福祉審議会を設立し、２１世紀福祉ビジョンにおける「障害者福祉計画」に基づく障
がい者福祉施策の進行管理、各計画の見直しに対する諮問・答申、障がい者福祉事業の
点検・評価、障がい者福祉施設の運営評価等の審議を行う。

主な協働・関
連団体

身体・知的・精神障がい者

報償費

平成30年度 平成31年度

需用費

事業概要

平成29年度

豊山町障害者福祉審議会条例

第１回審議会開催

第２回審議会開催

需用費

事業費計（平成31年度

第３回審議会開催

需用費

第４回審議会開催



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -2 Ａ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

障がい者福祉審議会運営事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 257 129 129

■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 4 2 2

27年度 1 1 3

（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） B

（二次評価） Ｂ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） B

（二次評価） Ｂ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） B

（二次評価） Ｂ

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

第１回の障害者福祉審議会を１０月５日に実施し、 第４次障害者計画・,第
４期障害福祉計画（平成２８年度実績報告）及び第５期障害福祉計画・第１
期障害児福祉計画（案）について協議を行った。

審議会における計画の評価に対して、充分に説明できるよう準備を行う。

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

備考 備考 備考

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

事業目的に沿って一定の成果があがった。

目標の予定回数には達しなかった。

審議会の予定回数を下回った。本年度は、平成２９年1０月５日、１１月２７日、平成３０年２
月２２日に障害者福祉審議会を開催し第５期障害福祉計
画・第１期障害児福祉計画（案）について策定に向け協議を
行った。、今後も、障害福祉施策の進行管理並びに障害者
福祉事業の点検及び評価についての審議を実施する。
本事業の課題として、計画策定年度以外の審議会の開催
回数についても、改めて再検討する必要がある。

計画策定年度以外の開催回数を再検討する必要があるた
め。

計画策定年度以外の開催回数を再検討する必要があるた
め。

事業目的に沿って一定の成果があがった。

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

町の審議会の取り扱いに関する定めができ、諮問機関の定
数を10人以内とすることとなったため、平成14年度から豊山
町障害者福祉審議会を設立し、21世紀福祉ビジョンにおけ
る「障害者福祉計画」に基づく障がい者福祉施策の進行管
理、各計画の見直しに対する諮問・答申、障がい者福祉事
業の点検・評価、障がい者福祉施設の運営評価等の審議
を任務した。平成26年度は、第4期障害福祉計画の策定を
行っている。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

回

審議会における計画の評価に対して充分に
説明できている。障害者総合支援法に基づ
く福祉サービスの提供ができている。

その他財源の名称

事務事業評
価指標

審議会の開催回数



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 3 民生費 項 3 災害救助費 目 1 救助費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 3 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1 1 1

1 1 1

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

1 1 1

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

災害発生時に対応災害発生時に対応

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

災害発生時に対応

内訳（具体的な内容）

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）

の支給等に関する条例、規則

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

災害救助事業

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

－

－

－

－

事業目的

－

町では被災者に対する災害見舞金及び被災者の葬祭を行う者に対する弔慰金の支払いを
行う。具体的には平成１２年の東海豪雨により被災した居住用住宅において被害を受けた
者（５件）に災害援護貸付金を貸し付けている。

主な関連計
画・法令

扶助費 扶助費 扶助費

－

災害復旧に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の
下に応急的に必要な救助を行い、災害にあった者の保護と社会秩序の保全を図る。 主な協働・関

連団体

平成31年度

災害救助法、町災害弔慰金

事業概要

平成29年度 平成30年度

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

900 -1 Ｃ 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 福祉 係 作成者

災害救助事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 1 1

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

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

これまで自然災害や火災による被害がなかったため、災害見舞金等の支
給はなかった。

災害見舞金等の支払いが発生した場合には、速やかに処理を行う。

備考

その他財源の名称

　平成１２年の東海豪雨の際、被災者（５件）に対し、災害援
護貸付金を貸し付けた。また、平成２５・２６年度に各１件、
災害見舞金を支給した。

平成31年度以
降の展望

備考

町で災害（火災等）が起きた場合、予備費を
充用して弔慰金を支給する。

特定財源の増
減理由

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

１件の火災があり、被災者に災害見舞金を支給した。今後
も、引き続き迅速に支給をする必要がある。

被災者に災害見舞金を支給した。

被災者に災害見舞金を支給した。

迅速に災害見舞金を支給した。

迅速に災害見舞金を支給した。

迅速に災害見舞金を支給した。

迅速に災害見舞金を支給した。

単位
現状値

（下段：時点）

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 A 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 1 児童福祉総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 3,328 千円 （平成29～31年度）  

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

120 120 240

6 6 12

3 3 5

4 4 12

2,793

133 133 3,062

時期（月） 時期（月） 時期（月）

９月 ８月 ９月

３月 ９月 ３月

１２月

１月

２月

133 133 133

第１回子ども・子育て会議第１回子ども・子育て会議

実施スケジュール

役務費

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

第２回子ども・子育て会議

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

旅費

需用費

事業費計（平成29年度）

役務費

第２回子ども・子育て会議

町民

パブリックコメントの実施

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

第１回子ども・子育て会議

第２回子ども・子育て会議

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

子ども・子育て会議条例

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

計画策定年度であるため、増額した。

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

需用費

委託料

子ども・子育て会議運営事業

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

－

－

－

－

事業目的

－

子ども・子育て支援事業計画(平成27年度～平成31年度）の進捗状況や評価を行う。 主な関連計
画・法令

報償費 報償費 報償費

－

需用費

町長からの諮問による計画策定及び施策に関する事項、児童及びひとり親家庭福祉に関
する計画の進捗状況の点検、児童福祉施設及び児童厚生施設の管理運営などを審議す
る。

主な協働・関
連団体

豊山町子ども・子育て会議委員

平成31年度

豊山町子ども・子育て支援支援事業計画

事業概要

平成29年度 平成30年度

旅費 旅費

役務費

内訳（具体的な内容）

第４回子ども・子育て会議

第３回子ども・子育て会議



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 A 継続

担当 生活福祉 部 福祉 課 子育て支援 係 作成者

子ども・子育て会議運営事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 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 133 133 3,062

■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 4

27年度 1 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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

平成31年度以
降の展望

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

８月に子ども・子育て会議を開催し、計画の事業実績や進捗
状況を委員に報告した。また、状況報告後に委員から、今後
の取組や問題点など意見を聴取し、評価を実施した。今後も
計画の円滑な推進、効果的な事業実施に向け、進行管理に
努める必要がある。

備考

その他財源の名称

特定財源の増
減理由

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称

備考

十分な成果を上げることができた。

その他財源の名称

事業実施上の問題点と対応策

効率的に点検及び管理運営できた。

効果的である

審議会を開催し、目標値を達成した。

目標値を達成できた。

子ども・子育て支援事業計画に沿って計画実施に成果を上
げた。

単位
現状値

（下段：時点）

これまでの主な成果

８月に審議会を開催し、委員に計画の進捗状況の報告や意見聴取を行っ
た。

子ども・子育て支援事業計画に基づき、近隣市の取組状況を踏まえなが
ら、計画期間中に病児・病後児保育事業の実施方法を模索する必要があ
る。

事務事業評価
指標

審議会委員の意見等を踏まえながら、計画
の進行管理を実施していく。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成２５年度までは、児童家庭福祉審議会を開催し、次世
代育成支援対策行動計画の進捗状況について点検・評価を
実施してきた。平成２６年度からは、法改正に伴い、審議会
の名称を子ども・子育て会議に改名し、子ども・子育て支援
事業計画（計画期間：平成２７年度～平成３１年度）の点検・
評価を実施している。

指標名

審議会の開催回数 回



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 1
介護サービス
事業費

項 1
居宅介護・支
援事業費

目 1
居宅介護・支
援事業費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 6,528 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

90 90 90

12 12 12

1,954 1,954 1,954

120 120 120

2,176 2,176 2,176

時期（月） 時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

2,772 2,176 2,176

介護保険法

事業概要

平成29年度 平成30年度

役務費 役務費

－

委託料

要支援１、要支援２の者に対して、介護予防サービス計画を作成し、生活を支援することに
より、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう
にする。

主な協働・関
連団体

平成31年度

事業目的

－

介護保険条例施行規則

介護予防支援サービス計画費（ケアプラン作成、管理）の歳出及び事業所運営経費の管理
する。平成28年4月より総合事業を開始するため、本事業の対象は訪問介護・通所介護以
外（含む場合もあり）のサービスを受ける者のケアプラン作成業務とする。

主な関連計
画・法令

需用費 需用費 需用費

介護保険条例

居宅介護・支援一般事業

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

－

－

－

－

要支援１、要支援２の者

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

総合事業の開始に伴い、一部の要支援者の
ケアプラン作成が減少するため減額。

実施計画の変化なし 実施計画の変化なし

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール
介護予防支援サービス計画
作成、生活支援

内訳（具体的な内容）

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）

役務費

委託料

介護予防支援サービス計画
作成、生活支援

介護予防支援サービス計画
作成、生活支援

委託料

事業費計（平成29年度）

使用料及び賃借料使用料及び賃借料

実施スケジュール

使用料及び賃借料

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

介護保険事業計画



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

居宅介護・支援一般事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 2,176 2,176 2,176

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

867 ― 300 350 400 450

27年度 867 748 655

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

増減なし

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

介護予防サービス利用者の
ケアプラン作成数

人

その他財源の名称

備考

介護・支援サービス計画費収入金

その他財源の名称

平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

進行管理
平成31年度以
降の展望

民間の居宅介護支援事業所が増加し、住民に対して居宅介
護支援サービスが提供できるようになったため、平成21年度
をもって、居宅介護支援事業所を閉鎖した。平成22年度から
は、居宅介護予防支援事業所のみの事業所となり、介護予
防支援サービスを提供している。H28年4月より総合事業を
開始しため、介護予防訪問介護・通所介護のみ利用してい
る方のケアプラン作成は、更新後から対象外となる。

備考

特定財源の増
減理由

ケアプラン作成数が減少のため、減少した。 増減なし

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

9月末時点で直営（延）77件、委託（延）240件の計317件のケアプラン作成、
給付管理等を実施した。上半期で委託料の49％を支出しており、利用者数
が増加している傾向にある。

サービスの利用内容によりケアプラン作成委託料を支出する会計が異なり
請求管理が複雑になったため居宅介護支援事業所等と連携をしながら請
求誤りがないよう実施していく。

備考

介護・支援サービス計画費収入金 介護・支援サービス計画費収入金

その他財源の名称

要支援１、要支援２の者が、安心して在宅生
活を継続できている。

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

要支援認定者の介護予防ケアプランを延655件作成した。そ
の内、直営（延）170件、委託（延）485人であった。委託料の
99％を支出しており、利用者数が増加している傾向にある。
引き続き対象者を支援し、委託先の居宅介護支援専門員や
サービス提供事業所と連携をとりながら事業を進めていく。

目標を達成することができた。

目標値を達成できた。

個々の高齢者に適したケアプランに基づく、介護予防サービ
スの利用により、生活機能の維持改善に成果をあげてい
る。

十分な成果をあげている。

予算の範囲内で効率的に事業を行った。

効果的である。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 2 諸支出金 項 1 繰出金 目 1 他会計繰出金

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,909 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1,763 573 573

1,763 573 573

時期（月） 時期（月） 時期（月）

4月 4月 4月

9月 9月 9月

1 1,763 573

 

介護保険条例

実施スケジュール

介護保険特別会計繰出し

介護保険特別会計繰出し

内訳（具体的な内容）

介護保険事業計画

事業費計（平成31年度）

事業概要

平成29年度 平成30年度
内訳（具体的な内容）

－

当該年度の事業収入を清算する。 主な協働・関
連団体

平成31年度

介護保険法

事業目的

－

介護保険条例施行規則

介護サービス事業特別会計の事業額を上回る事業収入分を一般会計、介護保険特別会
計に繰り出す。 主な関連計

画・法令

繰出金 繰出金 繰出金

他会計繰出事業

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

－

－

－

－

要支援１、要支援２の者

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

介護予防サービスを利用する要支援者の増
加により、介護予防収入金が増加したため。

実施計画の変化なし 実施計画の変化なし

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業費計（平成30年度）

介護保険特別会計繰出し介護保険特別会計繰出し

事業費計（平成29年度）

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

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

介護保険特別会計繰出し介護保険特別会計繰出し



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

他会計繰出事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 573 573 573

一般財源 1,190 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31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

■達成度 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

備考備考

その他財源の名称

備考

介護・支援サービス計画費収入金

その他財源の名称

当該年度の不用額を一般会計に繰り出した。進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

指標名 単位
現状値

（下段：時点）

その他財源の名称

引き続き、当該年度の不用額を一般会計に
繰り出す。

平成31年度以
降の展望

介護・支援サービス計画費収入金介護・支援サービス計画費収入金

増減なし

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

平成28年度決算により余剰金1,190,493円を一般会計に繰出した。

特定財源の増
減理由

増減なし 増減なし

今年度より介護保険特別会計への繰出金の歳出要求もしているため、サー
ビス特会の全体の予算状況を検討しながら、見込まれる余剰金を今年度中
に介護保険特別会計に支出する。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成28年度決算による余剰金に、平成29年度の余剰金
572,000円を加え、合計1,762,493円を一般会計に繰り出し
た。

事業収支に係る余剰分の一般会計への繰り出しを適正に
行った。

上記に同じ。

適正な事業執行を行った。

上記に同じ。

実施スケジュール通り執行した。

上記に同じ。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 3 予備費 項 1 予備費 目 1 予備費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 3 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

1 1 1

1 1 1

時期（月） 時期（月） 時期（月）

随時 随時 随時

1 1 1

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

予備費が必要な場合に執行
する。

予備費が必要な場合に執行
する。

事業費計（平成29年度）

実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール
予備費が必要な場合に執行
する。

内訳（具体的な内容）

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）

要支援１、要支援２の者

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 前年度実施計画の事業費

予備費事業

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

－

－

－

－

介護保険条例

事業目的

－

介護保険条例施行規則

介護サービス事業の円滑な運営に支障が生じた場合の予備とする。 主な関連計
画・法令

予備費 予備費 予備費

－

介護サービス事業の円滑な運営のために予備費を設ける。 主な協働・関
連団体

平成31年度

介護保険法

事業概要

平成29年度 平成30年度

介護保険事業計画



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 包括支援 係 作成者

予備費事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31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 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 1 1 1

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

（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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ 上記に同じ。

支出なし 予備費として継続していく

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

支出なし。予備費として継続していく。

予備費充用の該当なし。

上記に同じ。

予備費充用の該当なし。

上記に同じ。

予備費充用の該当なし。

備考

その他財源の名称

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

引き続き、予備費とする。

特定財源の増
減理由

平成31年度以
降の展望

予備費として、継続し支出なし。

備考

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

その他財源の名称 その他財源の名称

備考

指標名 単位
現状値

（下段：時点）

 

事務事業評価
指標

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

900 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 住民・年金 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費 目 1 戸籍住民基本台帳費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 105,674 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

15,825 15,825 15,825

8,780 8,780 8,780

7,614 7,614 7,614

348 348 348

11 11 11

527 527 730

241 241 241

49 49 49

243 243 243

1,519 1,519 1,519

35,157 35,157 35,360

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

45,637 35,157 35,157

行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法
律

戸籍、住民基本台帳の異動処理や印鑑登録事務、各種証明書の交付を行う。

負担金補助及び交付金

賃金 賃金

共済費 共済費

職員手当等職員手当等

事業目的

平成29年度 平成30年度 平成31年度

婚姻・離婚・出生・死亡等の戸籍処理、転入転出・転居等の住民異動処理、印
鑑の登録、戸籍謄抄本や住民票の写し等諸証明の交付事務を行う。 主な関連計

画・法令

内訳（具体的な内容）

事業概要

事業の内訳と
事業費

印鑑登録カード購入による増

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31年度）

各種証明交付・届出事務

前年度実施計画の事業費

旅費

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度）

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

-

-

-

-

共済費

給料

主な協働・
関連団体

戸籍住民基本台帳事務事業

中長期在留者住居地届出等事務委託費交付金（国）、個
人番号カード交付事業費補助金（国）、個人番号カード交
付事務費補助金（国）、国民年金事務取扱交付金（国）、愛
知県人口動向調査交付金（県）、人口動態調査交付金
（県）

-

豊山町印鑑条例

職員手当等

-

需用費

役務費役務費

委託料

戸籍法

住民基本台帳法

全住民

内訳（具体的な内容）

事業実施スケ
ジュール

旅費 旅費

需用費

使用料及び賃借料

負担金補助及び交付金

委託料

需用費

実施スケジュール

各種証明交付・届出事務

委託料

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

臨時職員賃金、個人番号カード交付事
務負担金見込額減少による減

実施スケジュール 実施スケジュール

内訳（具体的な内容）

使用料及び賃借料

給料 給料

使用料及び賃借料

役務費

負担金補助及び交付金

各種証明交付・届出事務

賃金



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 住民・年金 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）

戸籍住民基本台帳事務事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 6,538 補助率 定額 6,538 補助率 定額 6,538 補助率 定額

県費 84 補助率 定額 84 補助率 定額 84 補助率 定額

起債 充当率 充当率 充当率

その他 4,376 4,376 4,376

一般財源 24,159 24,159 24,362

■事業の進行管理

29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

事務事業評
価指標

進行管理

その他財源の名称

特定財源の
増減理由

その他財源の名称

一次評価に同じ。

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

法令に基づき事務処理を的確に行った。

一次評価に同じ。戸籍謄本等3,128件、住民票の写し等8,473件、印鑑
登録証明書5,283件の発行を行った。戸籍、住民登
録、印鑑登録の事務処理、各証明書の発行を遺漏無
く処理した。今後も引き続き、正確な事務処理を行う。
　また、平成28年1月からマイナンバーカードの交付事
務が開始となり、29年度は192枚のカードを交付した。
制度開始から29年度末までに1,265件（約8％）のカー
ドを交付した。

法令に基づき事務処理を的確に行った。

一次評価に同じ。

予算の範囲内で効率的に事務処理を行った。

　戸籍謄本、住民票など証明書の交付、戸籍届出、住民異動届出
処理を適正に行った。戸籍、住民基本台帳の記載にあたっては、
正確性の確保に努めた。希望者に対し、マイナンバーカードの交付
を行ったほか、通知カードの再発行申請手続や返戻分の保管につ
いても適切に実施した。

　証明書の誤交付がないよう本人確認と交付内容の確認を徹底
している。戸籍届出については外国人からの届出や複雑な届出
が増えており、専門知識の習得が必要となる。法務局が主催する
研修には積極的に参加する。

その他財源の名称

指標名 単位
現状値

（下段：時

戸籍のオンライン化や住民基本台帳
のネットワークが構築され、各種届出
書の電子申請が進んでいる。個人番
号カードが平成28年1月から交付さ
れ、平成29年7月より情報連携が開始
される。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

平成28年度
までの主な
取り組みと
成果

平成31年度
以降の展望

戸籍や住民票の交付に際しての本人確認（第三者
請求の場合は原則委任状等が必要）を実施してい
る。平成24年7月9日を基準日とする住基法改正に
より、外国人登録法が廃止となり、外国人にも住民
票を交付している。平成27年10月5日に全住民に対
して個人番号付番し、通知カードを地方公共団体情
報システム機構を通じて送付した。平成28年1月より
希望者に個人番号カードの交付をした。

備考

証明手数料 証明手数料 証明手数料

備考 備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 住民・年金 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 －

人 非該当 －

産業 非該当 －

生活空間 非該当 －

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 5 国民年金事務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 117 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

2 2 2

需用費 10 需用費 10 需用費 10

27 27 27

39 39 39

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

26 39 39

各種申請届出処理・相談
事務

前年度実施計画の事業費前年度実施計画の事業費

平成31年度
内訳（具体的な内容）

国民年金加入者

主な関連計
画・法令

役務費

平成29年度 平成30年度

年金の取得・喪失、裁定請求、免除申請などの処理や相談を行う。

事業目的

旅費 旅費

事業概要

名古屋西年金事務所と協力連携し、適正な国民年金事務を行う。
主な協働・
関連団体

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

年金事務所進達に係る通信運搬費の
増

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

－

国民年金事務取扱交付金（国）

－

国民年金事務事業

－

内訳（具体的な内容）

実施スケジュール

役務費 役務費

旅費

各種申請届出処理・相談
事務

事業費計（平成29年度）

国民年金法

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）

実施スケジュール
各種申請届出処理・相談
事務

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

900 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 住民・年金 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）

国民年金事務事業

■財源内訳  
事業費 事業費 事業費

国費 39 補助率 100% 39 補助率 100% 39 補助率 100%

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

29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

日本年金機構と連携し、国民年金取得・免除申請・年金相談をおこ
なっている。また、年金の進達も延滞なく適切におこなっている。

国民年金法改正により、国民年金受給資格短縮され新たな受給
権者や問い合わせが増加している。今後も日本年金機構と連携
していきたい。

一次評価に同じ

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

法令に基づき事務処理を的確に行った。

一次評価に同じ

　資格取得件数916件、免除申請関係778件、住民票
異動関係408件の進達を行った。年金の取得・喪失、
裁定請求、免除申請等の事務処理や相談業務を的
確に行った。
　また、名古屋西年金事務所・西春日井地区2市1町
で構成する事務研究会に参加し、情報交換を行った。
　今後も引き続き、町民の要望、相談に応えるため、
相談業務を実施するとともに、積極的に事務研究会
等に参加し、情報を共有し、年金制度の理解を深めて
いく。

法令に基づき事務処理を的確に行った。

一次評価に同じ

予算の範囲内で適切に事務処理した。

その他財源の名称 その他財源の名称

事務事業評
価指標

指標名 単位

備考

特定財源の
増減理由

目標値（上段：目標値、下段：実績値）現状値
（下段：時

年金記録が適正に処理されている。個
人番号により転入者の所得状況の把
握が容易になる。

その他財源の名称

国民年金法等の一部改正により、平成２６年度より
免除の申請が２年遡って行えるようになった。それ
に伴い、免除・納付に関する問合せ、申請手続きが
増加した。年金特別便などにより、年金記録の整備
が行われている。

備考

進行管理

平成28年度
までの主な
取り組みと
成果

平成31年度
以降の展望

備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 住民・年金 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 －

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 －

施策内容 －

予算体系 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 環境衛生費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 31,528 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

9,376 11,076 11,076

9,376 11,076 11,076

時期（月） 時期（月） 時期（月）

毎月 毎月 毎月

１２月・３月 １２月・３月 １２月・３月

11,738 9,376 11,076

火葬場負担金の支払 火葬場負担金の支払

負担金補助及び交付金

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

火葬場負担金の支払

火葬場組合議会定例会
議

事業概要

－

－

－

豊山町、春日井市、小牧市で構成する「尾張東部火葬場管理組合」の運営。
主な協働・
関連団体

全住民

事業目的

－

火葬場管理運営費負担金の支払を行う。 主な関連計
画・法令

平成30年度 平成31年度

尾張東部火葬場管理組合規約

実施スケジュール

平成29年度

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

事業費計（平成29年度）

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

－

－

火葬事業

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

退職手当負担金の減

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

内訳（具体的な内容）

火葬場組合議会定例会
議

火葬場組合議会定例会
議

内訳（具体的な内容）内訳（具体的な内容）

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

事業実施スケ
ジュール



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -3 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 住民 課 住民・年金 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）

火葬事業

■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 9,376 11,076 11,076

■事業の進行管理  

29年度 30年度 31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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ 一次評価に同じ

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

法理に基づき事務処理を的確に行った。

一次評価に同じ
　火葬許可証を109件交付した。豊山町、春日井市、
小牧市で構成する「尾張東部火葬条組合」の運営を
適切に行った。
　今後も引き続き、安定した「尾張東部火葬条組合」の
運営に向け、事業費の予算化、適正な支出に努める
必要がある。

法理に基づき事務処理を的確に行った。

一次評価に同じ

予算の範囲内で適切に行った。

備考

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

豊山町、春日井市、小牧市で構成する「尾張東部火葬場組合」の
運営が適切におこなわれている。

引き続き、定期的に火葬場の補修・改修をする必要がある。

安定した火葬場運営がなされている。
高齢者社会により、死亡者の増加が
見込まれる。

事務事業評
価指標

指標名 単位

定期的な火葬炉の補修・改修により、安定的な火葬
場の運営が行われている。火葬補助金は平成２２
年度をもって廃止した。

備考

その他財源の名称

備考

現状値
（下段：時

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

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

特定財源の
増減理由



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 保健予防 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 -

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 -

施策内容 -

予算体系 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 1 保健衛生総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 85,465 千円 （平成29～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 29 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 事業費

431 431 431

11,534 11,534 11,534

5,845 5,845 5,845

5,876 5,876 5,876

2,351 2,351 2,351

旅費 114 旅費 114 旅費 114

需用費 271 需用費 271 需用費 271

31 31 31

2,145 2,145 145

267 267 267

290 290 290

29,155 29,155 27,155

時期（月） 時期（月） 時期（月）

６・２月 ６・２月 ６・２月

４月～３月 ４月～３月 ４月～３月

31,905 29,155 29,155

役務費 役務費

保健衛生にかかわる一般事務、健康づくり審議会の開催、保健師の実務能力向上のため
の研修などを行う。

職員手当等

共済費

賃金

共済費

賃金

職員手当等

共済費

賃金

委託料

豊山町保健センター管理規則

豊山町健康づくり審議会条例

役務費

給料 給料 給料

内訳（具体的な内容）内訳（具体的な内容）

職員手当等

負担金補助及び交付金

一般事務

事業費計（平成31年度）

実施スケジュール

事業概要

平成29年度 平成30年度

負担金補助及び交付金

健康づくり審議会開催

人件費の支払い、負担金の
支払い、保健師研修

-

子ども・子育て支援交付金

委託料

保健センタ－嘱託医・保健師の配置、実務能力向上のための研修活動健康づくり審議会
の運営事務局、その他保健衛生を推進する。 主な協働・関

連団体

平成31度

地域保健法

事業目的

-

豊山町保健センター管理条例

主な関連計
画・法令

報酬 報酬 報酬

保健衛生一般事業

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

-

-

-

-

保健師助産師看護師法

一般事務

健康づくり審議会開催

前年度実施計
画との比較
（事業費・増減
理由）

健康習慣実態調査・中間評価委託料が減額

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

健康づくり審議会開催

負担金補助及び交付金

委託料

事業費計（平成29年度）

使用料及び賃借料使用料及び賃借料

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）

使用料及び賃借料

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

内訳（具体的な内容）

人件費の支払い、負担金の
支払い、保健師研修

人件費の支払い、負担金の
支払い、保健師研修

一般事務



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

900 -1 Ｂ 継続

担当 生活福祉 部 保険 課 保健予防 係 作成者

保健衛生一般事業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 1,257 補助率 1／3 1,257 補助率 1／3 1,257 補助率 1／3

県費 1,257 補助率 1／3 1,257 補助率 1／3 1,257 補助率 1／3

起債 充当率 充当率 充当率

その他 130 130 130

一般財源 26,511 26,511 24,511

■事業の進行管理  

28年度 29年度 30年度 31年度 32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） Ａ

（二次評価） Ａ

■成果 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

■効率性 判定理由⇒

（一次評価） Ａ

（二次評価） Ａ

事務事業評価
指標

目標値（上段：目標値、下段：実績値）
指標名 単位

現状値
（下段：時点）

その他財源の名称

備考

看護学生実習委託料

その他財源の名称

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度以
降の展望

看護学生実習委託料 看護学生実習委託料

その他財源の名称

平成３０年度に第２次健康づくり計画中間評
価を行い、審議会で５年間の取り組みについ
ての評価と残り５年間の取り組みについて審
議する。平成３５年度最終評価に向け健康づ
くりを推進する。

平成２６年度から１０年間の第２次健康づくり計画の推進の
ため、各分野において計画を立て取り組みを進めている。
健康づくり審議会において第２次健康づくり計画の進捗状
況と次年度の計画内容について審議し、年間計画に反映し
ている。

備考 備考

特定財源の増
減理由

子ども子育て交付金において職員給料を補
助金申請するため増額

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

健康づくり審議会を7月に開催し平成28年度事業実績、平成29年度保健事
業について審議した。今年度は第2次とよやま健康づくり21計画中間評価を
行うため健康習慣実態調査を実施する。アンケート内容、対象者の抽出に
ついての検討を行った。

審議会において、委員より中間評価アンケートの対象者の抽出について意
見があった。そのため審議会会長を務める大学教授と抽出について検討し
た。

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

第2次とよやま健康づくり21計画中間評価のため、健康習慣
実態調査を実施し報告書をまとめた。アンケート項目につい
ては大学教授や審議会委員、保健所より意見をいただきそ
れを基に検討した。来年度は実態調査を基に地域の課題を
抽出し中間評価を行い、今後５年間の取り組みについて方
向性を出す。

健康習慣実態調査を実施し、報告書をまとめ、次年度の計
画中間評価に向けて準備を進めた。

計画どおり実施している。

３０年度の健康づくり計画中間評価に向けて計画的に事務
を実施できた。

十分な成果が上がっている。

予算の範囲内で事業を実施することができた。

効果的である。
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	7　地域振興課　121-1　都市公園管理事業
	8　福祉課　121-1　児童遊園管理事業
	9　地域振興課　121-2　航空館ｂｏｏｎ管理運営事業
	10　地域振興課　121-4　航空宇宙産業展示施設設置事業
	11　地域振興課　122-1　公園・緑地整備事業
	12　地域振興課　122-2　緑の散策路整備事業
	13　地域振興課　131-1　名濃道路の名古屋空港出路（オフランプ）の整備事業
	14　建設課　132-1　側溝改良工事
	15　建設課　132-2　道路改良工事
	16　建設課　133-1　歩行者・自転車専用空間のネットワーク化
	17　建設課　133-2　大山川堤防道路の整備
	18　住民課　141-1　節水意識啓発事業
	19　建設課　142-2　同調工事による効率的な整備
	20　建設課　143-1　下水道整備事業（一般会計）
	21　建設課　143-1　【下水】下水道整備事業（特別会計）
	22　建設課　143-2　【下水】下水道事業債（元金）償還事業
	23　建設課　143-2　【下水】下水道事業債（利子）償還事業
	24　建設課　144-1　未接続者への戸別調査事業

	目標2
	1　地域振興課　211-1　地域産業の育成事業
	2　地域振興課　211-2　商工会活動の支援事業
	3　地域振興課　211-3　北部市場周辺の「食の流通拠点」形成事業
	4　地域振興課　212-1　小規模企業等振興資金の利用促進事業
	5　地域振興課　213-1　航空宇宙産業の育成・誘致事業
	6　建設課　221-1　農業施設の定期的な更新事業
	7　建設課　221-2　農地の有効利用
	8　建設課　221-3　農業実行組合等（農委）
	9　建設課　221-3　農業実行組合等（実行）
	10　建設課　221-4　農業用水水質改善事業
	11　建設課　222-1　特産品の開発
	12　建設課　222-2　新規就農支援、認定農業者
	13　建設課　222-3　農業振興事業
	14　建設課　222-4　米生産調整一般事業
	15　建設課　223-1　町民農園運営事業
	16　建設課　223-2　食育推進事業
	17　建設課　223-3　緑化推進事業
	18　建設課　223-4　鳥獣保護事業
	19　地域振興課　231-1　航空館ｂｏｏｎの機能向上
	20　地域振興課　231-2　北部市場周辺の「食の流通拠点」形成事業
	21　地域振興課　231-3　豊山の新たな魅力再発見事業
	22　総務課　231-4　交流拠点における環境充実事業
	23　地域振興課　232-1　空港都市交流事業
	24　地域振興課　232-2　産業観光推進事業
	総務課　232-3　地方創生推進事業
	25　総務課　233-1　魅力発信事業
	26　地域振興課　233-1　魅力発信事業
	27　地域振興課　233-2　サイン整備事業
	28　地域振興課　233-3　ガイドボランティア育成事業
	29　地域振興課　241-1　公共職業安定所等との連携による就業支援事業
	30　地域振興課　242-1　愛知県労働者福祉協議会尾張北支部への加入を通じた推進事業
	31　地域振興課　242-2　職場外における交流事業

	目標3(1~4)
	1　地域振興課　311-1　豊山町開発行為等に関する指導要綱による規制誘導事業
	2　地域振興課　311-2　住生活基本計画策定事業
	3　地域振興課　311-3　住民参画による要住環境改善地区のまちづくり推進事業
	4　建設課　312-1　定期的な建物の維持管理推進
	5　地域振興課　321-1　地域公共交通網形成計画の推進事業
	6　地域振興課　322-1　とよやまタウンバスの利便性向上と定時・安全な運行事業
	7　地域振興課　323-1　公共交通マップの作成事業
	8　地域振興課　323-2　公共交通ＰＲ事業
	9　地域振興課　324-1　公共交通環境整備事業
	10　地域振興課　331-1　景観計画の策定事業
	11　地域振興課　331-2　景観意識啓発事業
	12　地域振興課　331-3　屋外広告物適正化事業
	13　地域振興課　332-1　魅力ある景観形成推進事業
	14　住民課　341-1　合併浄化槽設置補助事業
	15　住民課　341-2　浄化槽維持管理推進事業
	16　住民課　342-1　公害対策事業
	17　地域振興課　342-1　公害対策事業
	18　住民課　343-1　防疫用薬剤配布事業
	19　住民課　343-2　生活排水路清掃消毒事業
	20　住民課　344-1　狂犬病予防事業
	21　住民課　344-2　犬猫飼養啓発、迷惑防止看板の配布事業
	22　住民課　345-1　不法投棄防止事業
	23　住民課　345-2　空港周辺清掃事業

	目標3(5.6)
	24　防災安全課　351-1　自主防災組織育成事業
	25　防災安全課　351-2　防災意識の啓発活動
	26　防災安全課　352-1　防災設備管理事業
	27　防災安全課　352-2　災害対応力向上事業
	28　防災安全課　352-3　ＡＥＤ設置促進事業
	29　防災安全課　353-1　消防設備の管理事業
	30　防災安全課　353-2　消防団活動事業
	31　防災安全課　353-3　常備消防事業
	32　建設課　354-1　雨水貯留対策事業
	33　建設課　354-1　雨水貯留対策事業（下水道係事業）
	34　建設課　354-2　河川洪水対策事業
	35　建設課　354-3　河川管理事業
	36　地域振興課　355-1　民間木造住宅耐震事業
	37　防災安全課　361-1　安全なまちづくり協議会の開催（H25）
	38　防災安全課　362-1　防犯に関する施設整備事業
	39　防災安全課　362-3　防犯協会及び関係ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体への支援（H25）
	40　防災安全課　363-1　防犯教育の実施
	41　防災安全課　363-2　子ども１１０番の家の充実
	42　防災安全課　363-3　スクールガードへの支援
	43　防災安全課　364-1　交通安全協会及び関係ボランティア団体への支援
	44　防災安全課　365-1　交通安全施設整備事業

	目標4
	1　住民課　411-1　環境保全事業
	2　住民課　411-3　生物多様性調査事業
	3　住民課　412-1　環境フェスティバルの開催事業
	4　住民課　412-2　環境学習事業
	5　住民課　421-1　ごみ処理事業
	6　住民課　421-3　事業者に対する啓発事業
	7　住民課　422-1　ごみ共同処理事業
	8　住民課　423-1　ごみ資源化事業
	9　住民課　423-2　資源排出・分別ルールの適正化
	10　住民課　423-3　地区資源・団体資源奨励事業
	11　住民課　431-1　省エネ型製品の利用意識の啓発事業
	12　住民課　431-2　豊山町職員環境保全行動指針の遵守事業
	13　住民課　432-1　省エネルギー普及啓発事業
	14　住民課　432-2　住宅用太陽光発電システム設置補助事業

	目標5(1-3)
	保健センター　511-1　健康増進事業
	保健センター　512-1　母子保健事業
	保健センター　513-1　広域医療圏業務負担事業
	保健センター　514-3　健康・福祉フェステバル事業
	福祉課　521-1　ボランティアセンターの周知
	福祉課　521-2　社会福祉協議会助成事業
	福祉課　521-3　小中学生のボランティア体験
	総合福祉Ｃ　521-4　地域福祉センター運営事業
	福祉課　522-1　ファミリーサポートセンター事業
	福祉課　522-2　見守り体制・ネットワークの強化
	福祉課　522-3　避難行動要支援者支援体制の強化事業
	福祉課　523-1　各種広報媒体による情報提供事業
	福祉課　524-1　総合福祉センターの指定管理導入事業
	福祉課　531-1　保育園運営事業
	福祉課　532-1　放課後児童対策事業
	総合福祉Ｃ　533-1　児童センター運営事業
	福祉課　533-4　児童手当認定給付・特児認定事業
	福祉課　533-6　乳幼児子育て支援・母子通園施設運営事業
	福祉課　533-7　子育て支援事業
	福祉課　534-1　要保護児童対策事業
	福祉課　535-1　児童扶養・遺児手当認定給付事業
	福祉課　535-2　遺児高校入学祝金支給事業
	福祉課　535-3　ひとり親相談事業

	目標5(4)
	保険課　541-1　高齢者日常生活支援事業
	保険課　541-2　高齢者生きがい事業
	保険課　541-3　住宅バリアフリー化支援事業　Ｈ29
	保険課　541-5　介護保険低所得者対策事業
	保険課　541-7　高齢者能力活用推進事業
	保険課　541-8　老人クラブ助成事業
	保険課　541-9　老人保護措置事業
	保険課　541-10　高齢者保健福祉審議会運営事業
	保険課　541-11　在宅医療連携システム整備事業
	保険課　542-2　【介護】介護・予防サービス給付事業
	保険課　542-3　広域的介護保険施設整備負担事業
	保険課　542-4　【介護】介護保険料賦課徴収一般事業
	保険課　542-5　【介護】介護認定審査会運営事業
	保険課　542-6　【介護】趣旨普及事業
	保険課　542-7　【介護】審査支払一般事業
	保険課　542-8　【介護】介護保険基金積立事業
	保険課　543-1　【介護】総合相談事業
	保険課　543-2　【介護】権利擁護事業
	保険課　543-3　【介護】包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
	保険課　543-4　【介護】家族介護支援事業
	保険課　543-5　【介護】在宅医療・介護連携推進事業
	保険課　543-6　【介護】生活支援体制整備事業
	保険課　543-7　【介護】認知症総合支援事業
	保険課　544-1　【介護】介護予防・生活支援サービス事業
	保険課　544-2　【介護】介護予防ケアマネジメント事業
	保険課　544-3　【介護】介護予防把握事業
	保険課　544-4　【介護】介護予防普及啓発事業
	保険課　544-5　【介護】地域介護予防活動支援事業
	保険課　544-6　【介護】地域リハビリテーション活動支援事業
	保険課　544-7　【介護】審査支払事業

	目標5(5.6)
	福祉課　551-1　身近な相談支援の構築事業
	福祉課　551-2　権利擁護の取組の推進事業
	福祉課　551-3　ボランティア活動の充実と連携の強化
	福祉課　552-1　「障害者総合支援法」の円滑な運営事業
	福祉課　552-2　「障害者総合支援法」サービスの充実事業
	福祉課　552-3　広域的障がい者施設への支援事業
	福祉課　552-4　心身障がい者手当支給事業
	福祉課　552-5　福祉タクシー利用料金助成事業
	福祉課　552-6　福祉作業所運営事業
	福祉課　552-7　福祉用具購入助成事業
	福祉課　552-8　在宅福祉サービス実施事業
	福祉課　552-9　軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
	福祉課　552-10　小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
	福祉課　553-1　発生予防と早期発見事業
	福祉課　553-2　障がい者医療サービスの充実事業
	福祉課　554-1　居住環境向上への支援事業
	福祉課　554-2　情報提供手段の充実事業
	福祉課　554-3　安全対策の推進事業
	保険課　561　【国保】811-1特定健康診査等事業
	保険課　561　【国保】821-2疾病予防事業
	税務課　561-3　国保税収納率の向上
	保険課　562　【一般】316-1福祉医療事業

	目標6
	教育委員会　611-1　生涯学習実施計画の見直し事業
	教育委員会　612-1　生涯学習講座・教室運営事業（スポーツ）
	教育委員会　612-1　生涯学習講座・教室運営事業（文化）
	教育委員会　612-2　住民参画による生涯学習事業
	教育委員会　612-3　読書推進事業
	教育委員会　613-1　ボランティアバンクの整備事業
	教育委員会　613-2　ボランティア講師による講座事業
	教育委員会　613-3　サークル活動の活性化事業
	教育委員会　614-1　生涯学習情報の提供事業
	教育委員会　615-1　社会教育ｾﾝﾀｰ施設設備改善
	教育委員会　615-2　図書室整備運営事業
	教育委員会　615-3　施設予約システムの整備
	教育委員会　615-4　学習等供用施設維持管理事業
	教育委員会　615-5　社会教育センター管理一般事業
	教育委員会　615-6　豊山グランド維持管理事業
	教育委員会　615-7　豊山ｽｶｲﾌﾟｰﾙ維持管理事業
	教育委員会　615-8　スポーツ施設維持管理事業
	教育委員会　621-1　乳幼児学級事業
	教育委員会　621-2　家族ふれあい事業
	教育委員会　621-3　子育てサークルに関する情報収集と提供事業
	教育委員会　622-1　家庭教育講演会、家庭教育相談事業
	教育委員会　622-2　ふれあいひろば事業
	教育委員会　622-3　放課後子ども教室事業
	教育委員会　622-4　父親の参加をうながす家庭教育事業の創設事業
	教育委員会　623-1　青少年育成団体活動費助成事業
	教育委員会　623-2　青少年健全育成活動支援事業（体験、奉仕活動）
	教育委員会　631-1　【学校】学校評価委員会（小学校）
	教育委員会　631-1　【学校】学校評価委員会（中学校）
	教育委員会　632-1　【学校】学校施設整備事業（小学校）
	教育委員会　632-1　【学校】学校施設整備事業（中学校）
	教育委員会　633-1　【学校】特色ある活動・学習指導事業
	教育委員会　633-2　【学校】職場・校外体験学習事業
	教育委員会　633-3　【学校】情操・情報・国際化事業
	教育委員会　633-4　【学校】部活動振興事業
	教育委員会　634-3　【学校】児童・保護者を対象とした安心安全講習会
	学校教育課　635-1　給食センター運営委員会
	学校教育課　635-2　給食センター献立委員会
	学校教育課　635-3　食の安全協議会
	教育委員会　641-1　文化財保護審議会の開催事業（H29）
	教育委員会　641-2　文化財の指定事業
	教育委員会　641-3　郷土資料の収集事業
	教育委員会　642-1　文化財の啓発事業
	教育委員会　642-2　文化財研究会の育成と支援事業（H29）
	教育委員会　643-1　郷土資料室の整理事業
	教育委員会　643-2　郷土資料室展示方法の改善事業（H29）
	教育委員会　651-1　文化振興事業
	教育委員会　651-2　サロンコンサート事業
	教育委員会　651-3　文化協会の行う文化事業の支援事業
	教育委員会　652-1　文化協会や文化・芸術グループの育成と支援事業
	教育委員会　652-2　文化施設の整備

	目標7
	総務課　751-1　財源確保事業
	総務課　751-3　ふるさと寄附金事業
	総務課　752-1　財政管理事業
	総務課　752-2　町債（元金）償還事業
	総務課　752-2　町債（利子）償還事業
	総務課　753-1　財政運営事業
	総務課　754-1　財産管理事業（企画財政・情報係事業）
	総務課　711-2　町民討議会議
	総務課　712-1　ＮＰＯ・ボランティア団体の支援
	総務課　713-1　大学との官学連携事業
	総務課　713-3　産学官調査・研究事業
	総務課　714-1　まちづくり推進事業費補助事業
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