
































































別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

1

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

消防署運営事業 岐阜県土岐市 174,000,000 174,000,000 178,645,900

83,153,000

交付金事業に要し
た経費

79,771,240 79,771,2403

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

環境センター運営事業 岐阜県土岐市

番号 備　考交付金充当額

2
地域活性化
措置

保育所運営事業 岐阜県土岐市 111,500,000 111,500,000 118,807,000

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

交付金事業実施場所 土岐市　消防本部・北消防署　土岐市肥田浅野笠神町　ほか１件

交付金事業の概要
複雑・多様化する災害に対する迅速・的確な活動体制を確立し、市民が求める消防ニーズに対応す
ることにより市民サービスの向上を図るため、消防署運営事業を実施する。
消防本部、北消防署、南消防署に、消防職員64名を配置する。

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 岐阜県土岐市

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策とその目標

第六次土岐市総合計画（2016～2025）
基本目標４　安全で快適な暮らしを支える基盤づくり
　施策１　消防・救急の充実
・消防・救急体制の強化を図るとともに、火災予防の徹底や消防団活動の充実等により
　　　　地域の消防力の向上を図る。
目標：消防業務の安定的な運営を行うとともに消火、救助及び救急活動等を迅速に対応する。

措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

消防署運営事業



令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度事業開始年度

成果目標 成果指標

令和元年度平成30年度

事業期間の設定理由

達成度

分

平成29年度単位
活動実績
活動見込

交付金事業の成果目標及
び成果実績

評価年度の設定理由
単年度事業であるため

複雑・多様化する災害に対する迅速・的確な活動体制を確立し、市民が求める消防ニーズに対応す
ることにより市民サービスの向上を図るため、消防署運営事業を実施をした。令和元年度の救急業
務における現場到着までの平均所要時間10分以内を達成できた。

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無

単位

消防業務の安
定的な運営を
行うとともに
消火、救助及
び救急活動等
を迅速に対応

する。

活動指標
人

95.5%
消防署職員数

交付金事業の活動指標及
び活動実績

63 64 64
64 64 67人

％ 98.4% 100.0%達成度

令和元年度の
救急業務にお
ける現場到着
までの平均所
要時間を成果
指標とし、10
分以内を確保

する。

8.1

10.0

123.5%

評価年度 令和元年度

成果実績

目標値 分

％



交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等

うち文部科学省分

うち経済産業省分

総事業費

交付金充当額

141,300,000

159,800,000

159,800,000

179,780,862 180,182,400 178,645,900

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

消防総務課

企画財政課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 178,645,900

174,000,000

174,000,000

141,300,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策とその目標

第六次土岐市総合計画（2016～2025）
基本目標１　支え合い安心できる暮らしづくり
施策４　子育て支援の充実
・家族や地域が子どもを安心して育てられるよう、総合的な子育て支援施策と児童の健全育成に取
り組む。
目標：保育の必要な乳幼児に対して通常保育、一時保育、時間外保育等を実施することで、福祉
サービスの向上を図る。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

2 地域活性化措置 保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 岐阜県土岐市

交付金事業実施場所 土岐市内保育所

交付金事業の概要
保育を必要とする乳幼児に対して保育を提供することを目的として、保育所運営事業を実施する。
市立保育園に保育士43人、調理員10人を配置する。

番号 措置名 交付金事業の名称



％ 100.0%

評価年度の設定理由
単年度事業であるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

家庭や地域が子どもを安心して育てられるよう、総合的な子育て支援施策と児童の健全育成に取り
組むことにより、保育の必要な乳幼児に対して通常保育、一時保育、時間外保育等を実施すること
で、昨年度に引き続き市立保育所待機児童数を0人を達成できた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

保育の必要な乳
幼児に対して通
常保育、一時保
育、時間外保育
等を実施するこ
とで、福祉サー
ビスの向上を図

る。

令和2年1月31日
時点の市立保育
所待機児童数を
成果指標とす

る。

成果実績 人 0.0

目標値 人 0.0

達成度



交付金事業の担当課室 子育て支援課

交付金事業の評価課室 企画財政課

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 118,807,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 103,300,000 112,700,000 111,500,000

総事業費 123,948,400 140,943,700 118,807,000

交付金充当額 103,300,000 112,700,000 111,500,000

54 53
達成度 ％ 96.4% 116.7% 100.0%

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

保育士人数及び調理員人
数

活動実績 人 53 63 53
活動見込 人 55



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 岐阜県土岐市

交付金事業実施場所 環境センター　土岐市泉町久尻

交付金事業の概要
ごみの適正処理を確保し公衆衛生の向上を目的として、環境センター運営事業を実施する。
清掃職員31名を配置する。

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策とその目標

第六次土岐市総合計画（2016～2025）
　基本目標２　環境と調和したにぎわいづくり
　施策８　廃棄物処理・リサイクルの推進
・市民や事業者と市が一体となって、廃棄物の効率的な処理を進め、ごみの減量化や再資源化に取
り組むことにより、循環型社会の構築を図る。
目標：ごみについて適正処理を確保し、循環型社会の構築を図ることで、公衆衛生の向上に資す
る。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

番号 措置名 交付金事業の名称

3
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

環境センター運営事業



評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

ごみについて
適正処理を確
保し、循環型
社会の構築を
図ることで、
公衆衛生の向
上に資する。

令和元年度の
家庭ごみのリ
サイクル率を
成果指標と
し、リサイク
ル率10％を確

保する。

成果実績 人 10.0

目標値 人 10.0

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由
単年度事業であるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

ごみの適正処理を確保し公衆衛生の向上を目的として、環境センター運営事業を実施し、循環型社
会の構築を図った。市民や事業者と市が一体となって、廃棄物の効率的な処理を進め、ごみの減量
化や再資源化に取り組むことにより、令和元年度の家庭ごみのリサイクル率10％を達成できた。



人件費 雇用 83,153,000

交付金事業の担当課室 環境センター

交付金事業の評価課室 企画財政課

うち経済産業省分 70,081,652 75,900,356 79,771,240

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金充当額 70,081,652 75,900,356 79,771,240

うち文部科学省分

100.0%

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 87,260,200 84,138,700 83,153,000

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

清掃職員人数
活動実績 人 31 31 31
活動見込 人 32 31 31
達成度 ％ 96.9% 100.0%




















































































































