






別紙

Ⅰ　事業評価総括表 （令和２年度）

　（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。

27,467,000 28,939,6251
公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置

渡刈クリーンセンター
施設運営事業（埋立処

理手数料）
豊田市 27,467,000

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考



Ⅱ　事業評価個表（令和２年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

渡刈クリーンセンター施設運営事業（埋立処理手数料）

交付金事業に関係する市町
村の主要政策・施策とその
目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
第8次豊田市総合計画（平成29年度～令和6年度）
　基本施策　Ⅵ　環境
　　　　　　 2　循環型社会

　目標：廃棄物の減量化・資源化と適正処理の推進

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 豊田市

交付金事業実施場所 豊田市渡刈町

交付金事業の概要 渡刈クリーンセンター焼却プラントで発生するばい塵の埋立処理手数料

事業期間の設定理由

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２年度

焼却炉3基の
稼働日数

（令和2年6～
11月）

焼却炉3基の
稼働日数

（令和2年6～
11月）

成果実績 日 373日

目標値 日 383日

達成度 ％ 97%

評価年度の設定理由

毎年のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度末に評価を実施する。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　点検に伴う焼却炉の運転休止等、施設運営上の都合により、目標値に対して実績が10日不
足しているが、渡刈クリーンセンターとしては、常に焼却炉の稼働状態を維持した円滑な施
設運営が図られており、豊田市内で発生したごみを安定的かつ衛生的に処理し、地域の生活
環境の向上を図ることができた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



達成度 ％

埋立処理手数料への交付金
充当月数（年間）

活動実績 月

活動見込 月

交付金事業の総事業費等 令和2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

6

6

100

令和2年度

総事業費 28,939,625

うち経済産業省分 27,467,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 27,467,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の担当課室 環境部清掃施設課

交付金事業の評価課室 産業部生産労働課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

計



別紙

Ⅰ　事業評価総括表 （令和２年度）

　（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。

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考

13,330,000 17,920,0001
公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置

豊根村診療所管理運営業務 豊根村 13,330,000



Ⅱ　事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

豊根村診療所管理運営業務

交付金事業に関係する市町
村の主要政策・施策とその
目標

１．交付金事業に関係する主要政策・施策
第6次豊根村総合計画　豊根村むらづくりビジョン2027（平成30年度～令和9年度）
　将来目標３ みんなが幸せになる豊根村～みんなが安心して暮らせるために
　　3-3 医療・福祉の充実・健康づくり
　
２．目標
　診療所の維持継続と広域的な医療連携による診療体制・救急体制の充実

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 豊根村

交付金事業実施場所 豊根村上黒川地内　豊根村診療所

交付金事業の概要

　本村では、都市部とは異なり医療行為を受けるためには、遠隔地まで向かう必要があるな
ど医療資源が限られている。そのような中、へき地医療に関わる医師により地域住民の生活
に密着した医療が提供されている。
　しかし、医師確保維持に必要な経費が高いため村財政への負担も大きい。地域住民が安心
して暮らせる環境を維持するためにへき地医療に関わる医師確保をし続ける必要があり、医
師報酬の一部に本交付金を充当する。
【実施内容】
・診療所医師人件費　（4月から翌年1月までの10ヶ月間分）



17,920,000

交付金事業の担当課室 住民課

交付金事業の評価課室 住民課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

診療所医師人件費 任用 医師1名 17,920,000

計

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 14,400,000 15,928,000 13,330,000

うち文部科学省分 0 0

総事業費 16,000,000 17,920,000 17,920,000

うち経済産業省分 14,400,000 15,928,000 13,333,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2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30年度 令和元年度

10

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

10

達成度 ％ 100 100 100

令和2年度

医師の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期間

(月)）

活動実績 人月 10 10 10

活動見込 人月 10

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２年度

4月～1月の診療
所の開所日数：

178日以上

4月～1月の診
療所の開所日

数

成果実績 日 195

目標値 日 178

達成度 ％ 110

評価年度の設定理由

事業完了後速やかに成果を評価する。

交付金事業の定性的な成果及び評価等



別紙

Ⅰ　事業評価総括表 （令和２年度）

　（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。

20,000,000 20,776,0003
公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置

文化会館及び村民ホール外壁修繕工事 豊根村 20,000,000

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考



Ⅱ　事業評価個表（令和２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

文化会館及び村民ホール外壁修繕工事

交付金事業に関係する市町
村の主要政策・施策とその
目標

１．交付金事業に関係する主要政策・施策
　豊根村公共施設等総合管理計画
・経年劣化による外壁の崩落などの危険性が高い施設については、不慮の事故につながらな
いよう緊急の修繕等の措置を取るなど、適切な処置を講じる。

２．目標
　公共施設の適正な維持管理や長寿命化によるライフサイクルの延伸を行い、施設維持に係
る将来負担の低減を図る。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 豊根村

交付金事業実施場所 豊根村下黒川地内　豊根村役場

交付金事業の概要 外壁修繕工事　1式

事業期間の設定理由

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２年度

外壁点検結果
に基づく外壁
修繕面積

修繕済み面
積÷外壁修
繕が必要な
面積（㎡）

成果実績 ㎡ 274.5

目標値 ㎡ 274.5

達成度 ％ 100%

評価年度の設定理由

事業完了後速やかに成果を評価する。



交付金事業の成果目標
及び成果実績

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

無

達成度 ％ 100

外壁修繕面積

活動実績 ㎡ 274.5

活動見込 ㎡ 274.5

交付金事業の総事業費等 令和2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 令和2年度

総事業費 20,776,000

うち経済産業省分 20,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 20,000,000

うち文部科学省分 0

20,776,000

交付金事業の担当課室 教育委員会

交付金事業の評価課室 教育委員会

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

修繕工事 指名競争入札 伸和建設株式会社 20,776,000

計



別紙

Ⅰ　事業評価総括表 （令和２年度）

　（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。

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考

4,400,000 4,876,3003
公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置

町道東薗目赤羽根線舗装修繕工事 東栄町 4,400,000



Ⅱ　事業評価個表（令和２年度）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

事業期間の設定理由

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２年度

町道東薗目赤
羽根線舗装工

事進捗

進捗率
(修繕済路線
延長÷町道
東薗目赤羽
根線全長)

成果実績 % 21

目標値 % 21

達成度 % 100

評価年度の設定理由

事業完了後速やかに成果を評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

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

町道東薗目赤羽根線舗装修繕工事

交付金事業に関係する市町
村の主要政策・施策とその
目標

東栄町第６次総合計画前期基本計画基本方針６「定住・交流を支えるまちづくり」
基本施策２「道路」　個別施策１「町道の整備と適正な維持管理」
目標値：町道の舗装等の改善整備を進め、安全性を高める。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 東栄町

交付金事業実施場所 東栄町東薗目地内

交付金事業の概要 施行延長　L=180m



4,876,300

交付金事業の担当課室 事業課

交付金事業の評価課室 振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

舗装修繕工事施工業務 指名競争入札 ㈱田中組 4,876,300

計

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,400,000

うち文部科学省分

総事業費 4,876,300

うち経済産業省分 4,400,000

交付金事業の総事業費等 令和2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 令和2年度

達成度 % 100

工事予定の事業延長と実際
に工事を行った事業延長と
の割合

活動実績 ｍ 180

活動見込 ｍ 180
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