
令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
4 1 4

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1
2
3
4
5

0.36 2376 2376 0.48 3168

0 0 0

事業名 環境衛生経費
会計
一般

政　策 9　持続可能な町の形をつくるために 課名

事業
目的 対象 住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

環境保全活動や環境美化活動にかかる広報・啓発を推進し、
環境保全意識の高揚を図る。

事業内容

環境保全活動や環境美化活動にかかる広報・啓発を推進し、環境保全意識の高揚を図る。
町内における環境測定結果の報告及び「桑名・員弁広域環境基本計画」の内容を協議するため、東員町
環境審議会を開催する。
町内の環境美化運動を実施した団体に報償金を交付するなど、まちづくりの美化活動が活発に行われる
よう継続して支援する。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

6,315 4,411 5,571
2,403

　　　　　うち一般財源 3,939 2,035 2,403

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

全体事業費（千円）A+B

一般職員（人・千円） 0.36

臨時職員（人・千円）

財源
内訳

直接事業費Ａ 3,939 2,035

A 必要性は高まると考えられる 有効性 目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性

人件費（千円）B 2,376 2,376 3,168

内訳

クリーン作戦委員会の活動が中止となったため、委員会
が行っていた環境啓発活動については行政が主体となり
情報発信していく。また、環境美化報奨金制度が令和3
年度で廃止となるが、地域コミュニティ再生応援交付金
を活用していく。

③取組の課
題

行政主体ではなく、クリーン作戦委員会
が自立して活動できるよう取り組む予定
だったが、コロナウイルス感染症拡大防
止のため全ての取組ができなかった。

Ｂ町が担うとともに、町民
協働を進めるべき 効率性

対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

必要性

事務事業Ｎｏ． 6- 1

総合評価 Ⅱ　継　続（事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき）

（２）事務事業の業務改善について

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価

今後の必要性

環境防災課

施　策 9-5　環境衛生対策の推進 係名 環境資源係

②R2年度
に実施し
た取り組
み

三和小学校４年生による環境学習の一環として、資源ご
みストックヤードにおいて、資源ごみの収集から処理に
ついて環境学習を実施。また、コロナウイルス感染症拡
大防止のため、予定していたクリーン作戦委員会の活動
は全て中止となった。

④今後の改
善計画

クリーン作戦委員会がR2年度で廃止となったた
め、委員会が行っていた環境啓発活動について、
今後は行政から情報発信していく。また、環境美
化報奨金制度が令和3年度で廃止となるが、地域
コミュニティ再生応援交付金を活用していく。

①R2年度
の改善計
画



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1
2
3
4
5

0 0 0

0 0 0

②R2年度
に実施し
た取り組
み

④今後の改
善計画

脱炭素循環型社会形成に向け、何に取り
組むべきか検討する。

総合評価

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

③取組の課
題

効率性
対象者の適切性

コストの削減

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 有効性 目標達成度

町関与の必要性

人件費（千円）B 0 0 0

内訳
一般職員（人・千円）
臨時職員（人・千円）

財源
内訳

直接事業費Ａ
　　　　　うち一般財源

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

全体事業費（千円）A+B

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

事業
目的 対象 住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

地球温暖化対策に向けたCo2排出量削減など脱炭素循環型社
会活動への意識高揚を図る。

事業内容

脱炭素循環型社会形成に向け実効性のある計画を立てるため、検討委員会を開催し協議する。

政　策 9　持続可能な町の形をつくるために 課名 環境防災課

施　策 9-4　低炭素・循環型社会の形成 係名 環境資源係

事務事業Ｎｏ． 6- 1-1

事業名 脱炭素循環型社会形成事業
会計
一般



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
4 1 4

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1 88 88 ↑
2
3
4
5

0.28 1848 1848 0.4 2640

0 0 0

②R2年度
に実施し
た取り組
み

狂犬病予防法に基づき４月に集合注射を実施。
５月より飼い主のいない猫に対し、ＴＮＲを実施し
た。 ④今後の改

善計画

自治会、動物病院、保健所等と協力し、未登録、未接種
犬の防止に努める。野良猫の増加防止のため、ＴＮＲ事
業を実施していく。避妊去勢補助については、野良犬野
良猫の防止にも繋がることから、一旦終期設定は行う
が、近隣市町の動向を見ながら継続していく。

総合評価 Ⅱ　継　続（事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

自治会、動物病院、保健所等と協力し、未登録、未
接種犬の防止に努める。野良猫の増加防止のため、
ＴＮＲ事業を実施していく。避妊去勢補助について
は、野良犬野良猫の防止にも繋がることから、一旦
終期設定は行うが、近隣市町の動向を勘案しながら
継続していく。

③取組の課
題

登録・狂犬病予防注射をしていない飼い主に
対して登録義務及び注射の実施について周知
徹底が必要。また、昨今苦情が増加している
猫の飼育について、自治会、動物病院、保健
所等関係機関と協力しながら、飼い方のマ
ナー向上等周知啓発を行う必要がある。

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性 Ａ町が担うべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 Ｂ必要性は変わらない 有効性

内訳
一般職員（人・千円） 0.28

臨時職員（人・千円）

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

0 292 2,829
人件費（千円）B 1,848 1,848 2,640

全体事業費（千円）A+B 2,624 3,342 6,795
財源
内訳

直接事業費Ａ 776 1,494 4,155
　　　　　うち一般財源

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

登録頭数に対する注射済票の交付率(接種率) 97 % 90

狂犬病予防法により、狂犬病の発生及び蔓延を防止するため、犬の飼い主に義務付けられた犬の登録と
予防接種率の向上を図り、注射済票の交付を行ない、環境被害のない健全な生活環境を作る。
また、畜犬所有者の転出入者の取り扱い、各市町村・保健所からの照会への対応、原簿登録の管理を
行っている。

9-5　環境衛生対策の推進

事業
目的 対象

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

事務事業Ｎｏ． 6- 2

事業名 狂犬病予防対策経費
会計
一般

係名

事業内容

政　策 9　持続可能な町の形をつくるために 課名 環境防災課

施　策

犬の飼い主
目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

狂犬病の発生及び蔓延を防止するため、畜犬登録を行い予防
接種率の向上を図り、環境被害のない健全な生活環境を作
る。

環境資源係



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
4 1 5

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1
2
3
4
5

0.14 924 924 0.57 3762

0 0 0

②R2年度
に実施し
た取り組
み

町内の大気・水質等環境保全にかかる監視箇所を設
定し、環境騒音測定、公害水質検査を行い、住民が
生活を快適に過ごせるように努めた。 ④今後の改

善計画

環境基準値を超える原因に対し指導でき
る場合は、三重県と共に指導を行う。自
然由来のものは経過観察とする。

総合評価 Ⅱ　継　続（事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

環境基準値を超える原因に対し指導できる場合は、
三重県と共に指導を行う。自然由来のものは経過観
察とする。 ③取組の課

題

基準値以上になった箇所の原因特定が必
要。

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性
Ｂ町が担うとともに、町民

協働を進めるべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 Ｂ必要性は変わらない 有効性

内訳
一般職員（人・千円） 0.14

臨時職員（人・千円）

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

4,154 4,388 5,210
人件費（千円）B 924 924 3,762

全体事業費（千円）A+B 5,078 5,312 8,972
財源
内訳

直接事業費Ａ 4,154 4,388 5,210
　　　　　うち一般財源

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

事業名 公害対策経費

事業内容

環境保全活動にかかる広報・啓発を推進し、環境保全意識の高揚を図る。
公害等環境問題への対応として、水質汚濁をはじめ、騒音、悪臭、振動などの公害に対する監視・指導
を推進し、未然防止及び適切な対応を図るため、環境基本法令等により、町内における水質検査等の環
境測定を定期的に実施する。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

会計
一般

事務事業Ｎｏ． 6- 3

事業
目的 対象 住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

環境保全活動にかかる広報・啓発を推進し、環境保全意識の
高揚を図る。

政　策 9　持続可能な町の形をつくるために 課名 環境防災課

施　策 9-5　環境衛生対策の推進 係名 環境資源係



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
4 2 1

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1 4,601 4,583 ↓
2 343 459 ↓
3 77 67 ↓
4
5

0.14 924 924 0.42 2772

0 0 0

②R2年度
に実施し
た取り組
み

ごみ集積所の整備　６自治会
塵芥収集車購入（新規２台）

④今後の改
善計画

令和３年度に塵芥収集車２台の追加購入
を行い、収集業務が滞りなく行えるよう
にする。

総合評価 Ⅲ　要改善（少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

令和２年度に塵芥収集車を２台購入し、収集業
務が滞りなく行えるようにする。

③取組の課
題

ごみ収集業務が滞りなく行うことができ
るよう、車両の整備が必要。集積所設置
補助金は廃止すると在来地区も戸別回収
の声が上がる可能性がある。

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性
Ｂ町が担うとともに、町民

協働を進めるべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 A 必要性は高まると考えられる 有効性

内訳
一般職員（人・千円） 0.14

臨時職員（人・千円）

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

368,545 239,792 235,565
人件費（千円）B 924 924 2,772

全体事業費（千円）A+B 392,923 262,555 275,535
財源
内訳

直接事業費Ａ 391,999 261,631 272,763
　　　　　うち一般財源

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

不法投棄件数 72 件

ごみ収集量 4,501 ｔ 4,447
粗大ごみ処理量 393 ｔ 328

事業名 塵芥処理経費

事業内容

広域的な処理体制のもと、ごみの適正排出、分別の徹底を行い関係法令に即した効率的で衛生的な分別
収集体制の中で、委託業者により一般家庭から排出される、可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチックごみを
収集する。
また、粗大ごみについては、各学校区別に年４回の搬入日を指定し、個人が家具・布団類・金属・小型
家電等回収場所の分類に分けた搬入を行ない、町で処分する。
不法投棄については、啓発車両でのパトロールを行いながら、不法投棄されたごみを発見したら回収し
処分を行う。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

会計
一般

事務事業Ｎｏ． 6- 4

事業
目的 対象 住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

ごみの適正排出、分別の徹底を行い効率的で衛生的なごみ収
集を行う。

政　策 9　持続可能な町の形をつくるために 課名 環境防災課

施　策 9-4　低炭素・循環型社会の形成 係名 環境資源係



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
4 2 1

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1 668 680
2 400 369
3 13 20
4
5

0.22 1452 1452 0.46 3036

0 0 0

②R2年度
に実施し
た取り組
み

資源ごみ収集団体・生ごみ処理機購入者等への補助
金の交付を行った。

④今後の改
善計画

資源ごみ収集団体育成補助金については、ごみ減
量の推進のため継続していく。また、生ごみ処理
機補助について、一般廃棄物処理基本計画の計画
終期である令和5年度までは継続し、その後廃止
する。

総合評価 Ⅱ　継　続（事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

資源ごみ収集団体育成補助金については、ごみ減量
の推進のため継続していく。また、生ごみ処理機補
助について、一般廃棄物処理基本計画の計画終期で
ある令和5年度までは継続し、その後廃止する。

③取組の課
題

生ごみ堆肥化事業の今後（後継者問題
等）について、ＮＰＯと協議が必要。

目標達成度

町関与の必要性
Ｂ町が担うとともに、町民

協働を進めるべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 A 必要性は高まると考えられる 有効性

内訳
一般職員（人・千円） 0.22

臨時職員（人・千円）

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

15,041 27,700 28,499
人件費（千円）B 1,452 1,452 3,036

全体事業費（千円）A+B 23,182 31,273 32,338
財源
内訳

直接事業費Ａ 21,730 29,821 29,302
　　　　　うち一般財源

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

生ごみ堆肥化容器等補助金 13 件 36

資源ごみ収集量（町収集分） 677 ｔ 570
資源ごみ収集団体育成補助金 392 件 360

事業名 ごみ減量・再資源化事業費

事業内容

一般家庭から排出される資源ごみを分別処理し再生利用可能な資源ごみを分別回収することで、ごみの減量化・資
源循環を図る。
家庭から排出される資源ごみ〔缶・びん・新聞・雑誌・段ボール・雑紙・飲料用紙パック・ペットボトル・布・廃
食油・小型家電〕を委託業者により分別収集し、各品目ごとに再生利用先へ搬入し処理を行っている。町内の各団
体が収集した資源ごみ（紙・布）について、1ｋｇあたり６円の補助金を交付している。
ごみの減量・分別・リサイクルへの啓発を目指し、生ごみ処理機やコンポストの購入者に対し購入補助金を交付し
ている。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

会計
一般

事務事業Ｎｏ． 6- 5

事業
目的 対象 住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

一般家庭から排出される資源ごみを分別処理し再生利用可能
な資源ごみを分別回収することで、ごみの減量化・資源循環
を図る。

政　策 9　持続可能な町の形をつくるために 課名 環境防災課

施　策 9-4　低炭素・循環型社会の形成 係名 環境資源係



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
4 2 1

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1
2
3
4
5

0.2 1320 1320 0.25 1650

0 0 0

②R2年度
に実施し
た取り組
み

東員町最終処分場の測量業務を実施し、今後の処分
場の運営計画見直しに着手しました。

④今後の改
善計画

最終処分場の利用変更届出を県に行い、
施設利用の延命化を図る。
また、R4年度から複数年で是正工事を行
う。

総合評価 Ⅲ　要改善（少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

最終処分場への搬入について見直しを行い、処分場
の延命化を図る。

③取組の課
題

最終処分場利用変更の届出。

目標達成度 B達成できなかった

町関与の必要性 Ａ町が担うべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 Ｂ必要性は変わらない 有効性

内訳
一般職員（人・千円） 0.2

臨時職員（人・千円）

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

6,841 11,736 8,709
人件費（千円）B 1,320 1,320 1,650

全体事業費（千円）A+B 8,161 13,056 10,359
財源
内訳

直接事業費Ａ 6,841 11,736 8,709
　　　　　うち一般財源

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

事業名 ごみ処理施設維持管理経費

事業内容

住民がごみの適正排出、分別の徹底を行ない、いつでも排出できる環境を整備し、効率的で衛生的なご
みの排出を行うため、最終処分場及び、資源ごみストックヤード施設の維持管理に努めます。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

会計
一般

事務事業Ｎｏ． 6- 6

事業
目的 対象 住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

住民がごみの適正排出、分別の徹底を行い効率的で衛生的な
ごみ収集を行うことができている。

政　策 9　持続可能な町の形をつくるために 課名 環境防災課

施　策 9-4　低炭素・循環型社会の形成 係名 環境資源係



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
4 1 4

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1
2
3
4
5

0.07 462 462 0.17 1122

0 0 0

②R2年度
に実施し
た取り組
み

東員町環境審議会において、桑名・員弁広域環境基
本計画の共通取り組みについて報告。

④今後の改
善計画

構成市町にて統一した共通評価基準の内
容が妥当であるか検討していく。
桑名員弁広域連合衛生関係負担金割合の
協議。

総合評価 Ⅱ　継　続（事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

構成市町にて統一した共通評価基準の内容が妥当で
あるか検討していく。
桑名員弁広域連合衛生関係負担金割合の協議。 ③取組の課

題

環境審議会において、評価項目に対する
効果が分かりづらいとの指摘があるた
め、評価基準を見直すことを検討。

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性 Ａ町が担うべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 Ｂ必要性は変わらない 有効性

内訳
一般職員（人・千円） 0.07

臨時職員（人・千円）

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

10,478 9,974 11,163
人件費（千円）B 462 462 1,122

全体事業費（千円）A+B 10,940 10,436 12,285
財源
内訳

直接事業費Ａ 10,478 9,974 11,163
　　　　　うち一般財源

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

事業名 し尿処理経費

事業内容

広域連携のもと、し尿や浄化槽汚泥を効率的に処理するため、その処理に伴う経費及び、施設の維持管
理、運営に対する経費を分担する。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

会計
一般

事務事業Ｎｏ． 6- 7

事業
目的 対象 住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

し尿処理にかかる桑名・員弁広域連合への分担金

政　策 9　持続可能な町の形をつくるために 課名 環境防災課

施　策 9-5　環境衛生対策の推進 係名 環境資源係



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
4 1 4

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1 1 0
2
3
4
5

0 264 0.14 924

0 0 0

②R2年度
に実施し
た取り組
み

合併浄化槽設置整備補助金交付　該当なし

④今後の改
善計画

特になし

総合評価 Ⅱ　継　続（事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

特になし

③取組の課
題

特になし

目標達成度

町関与の必要性 Ａ町が担うべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 Ｂ必要性は変わらない 有効性

内訳
一般職員（人・千円） 0.04

臨時職員（人・千円）

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

470 20 620
人件費（千円）B 0 264 924

全体事業費（千円）A+B 470 284 1,544
財源
内訳

直接事業費Ａ 470 20 620
　　　　　うち一般財源

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

合併処理浄化槽設置数 0 基 1

事業名 合併処理浄化槽事業費

事業内容

公共下水道認可区域外世帯への合併浄化槽の普及促進を図り、環境負荷削減を行うため、公共下水道認
可区域外でくみ取り便所又は、単独浄化槽を設置している世帯等が合併処理浄化槽に改造する場合及び
新設時に設置する場合に補助金の交付を行う。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

会計
一般

事務事業Ｎｏ． 6- 8

事業
目的 対象 住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

公共下水道認可区域外世帯への合併浄化槽の普及促進を図
り、環境負荷削減を行う。

政　策 9　持続可能な町の形をつくるために 課名 環境防災課

施　策 9-5　環境衛生対策の推進 係名 環境資源係



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
9 1 1

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1
2
3
4
5

0.26 1716 1,716 0.27 1,782

0.04 72 72 0.08 144

②R2年度
に実施し
た取り組
み

東員消防署配備の消防ポンプ自動車更新

④今後の改
善計画

東員消防署の老朽化対策
救急自動車、消防車等の計画的な更
新

総合評価 Ⅱ　継　続（事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

泡消火薬剤の更新

③取組の課
題

東員消防署の老朽化対策

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性 Ａ町が担うべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 Ｂ必要性は変わらない 有効性

内訳
一般職員（人・千円） 0.26

臨時職員（人・千円） 0.04

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

334,346 336,244 323,654
人件費（千円）B 1,788 1,788 1,926

全体事業費（千円）A+B 347,334 380,132 325,580
財源
内訳

直接事業費Ａ 345,546 378,344 323,654
　　　　　うち一般財源

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

事業名 消防事務委託事業

事業内容

消防力を強化し、住民の生命、財産を火災から保護する。
消防にかかる桑名市への事務委託経費である。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

会計
一般

事務事業Ｎｏ． 6- 9

事業
目的 対象 住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

消防力を強化し、住民の生命、財産を火災から保護する。

政　策 8　安全と安心を守るために 課名 環境防災課

施　策 8-1　消防・防災対策の充実 係名 危機管理室



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
9 1 2

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1 24 24
2 92 94
3
4
5

0.26 1716 1,716 0.27 1,782

0.04 72 72 0.08 144

②R2年度
に実施し
た取り組
み

出動手当及び訓練手当の見直し。

④今後の改
善計画

運転免許制度改正に伴い、消防ポン
プ自動車運転に必要な免許取得補助
事業の継続。

総合評価 Ⅱ　継　続（事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

運転免許制度の改正により消防ポンプ自動車運
転に必要な免許取得に係る助成を継続する。

③取組の課
題

団員確保のための、報酬及び手当の
定期的な見直し。

目標達成度 B達成できなかった

町関与の必要性 Ａ町が担うべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 A 必要性は高まると考えられる 有効性

内訳
一般職員（人・千円） 0.26

臨時職員（人・千円） 0.04

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

4,554 4,625 4,889
人件費（千円）B 1,788 1,788 1,926

全体事業費（千円）A+B 6,342 6,413 6,815
財源
内訳

直接事業費Ａ 4,554 4,625 4,889
　　　　　うち一般財源

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

消防団の訓練回数 24 回 24
消防団員数 94 人 98

事業名 消防団員人件費

事業内容

常備消防との連携を図り、消防施設の整備・拡充を推進し、住民の生命・財産を守るとともに、火災の
予防対策を充実し、安心・安全で災害に強いまちづくりを行う。
非常時に召集し、火災や風水害などの災害活動を行うほか、地域に密着した火災予防広報、応急手当普
及活動、自主防災組織の訓練指導などの予防防災活動を行うことによる人件費。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

会計
一般

事務事業Ｎｏ． 6- 10

事業
目的 対象 住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

常備消防との連携を図り、消防施設の整備・拡充を推進し、住民の生
命・財産を守るとともに、火災の予防対策を充実し、安心・安全で災
害に強いまちづくりを行う。

政　策 8　安全と安心を守るために 課名 環境防災課

施　策 8-1　消防・防災対策の充実 係名 危機管理室



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
9 1 2

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1
2
3
4
5

0.4 2640 2,640 0.41 2,706

0.04 72 72 0.08 144

②R2年度
に実施し
た取り組
み

出動手当及び訓練手当の見直し。

④今後の改
善計画

消防団運営補助金の見直し

総合評価 Ⅲ　要改善（少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

消防団運営補助金の見直し

③取組の課
題

消防団員の確保

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性 Ａ町が担うべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 A 必要性は高まると考えられる 有効性

内訳
一般職員（人・千円） 0.4

臨時職員（人・千円） 0.04

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

3,448 2,369 4,100
人件費（千円）B 2,712 2,712 2,850

全体事業費（千円）A+B 6,160 5,081 6,950
財源
内訳

直接事業費Ａ 3,448 2,369 4,100
　　　　　うち一般財源

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

事業名 消防団活動費

事業内容

常備消防との連携を図り、消防施設の整備・拡充を推進し、住民の生命・財産を守るとともに、火災の
予防対策を充実し、安心・安全で災害に強いまちづくりを行う。
非常時に召集し、火災や風水害などの災害活動を行うほか、地域に密着した火災予防広報、応急手当普
及活動、自主防災組織の訓練指導などの予防防災活動を行う消防団運営にかかる経費。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

会計
一般

事務事業Ｎｏ． 6- 11

事業
目的 対象 住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

常備消防との連携を図り、消防施設の整備・拡充を推進し、住民の生
命・財産を守るとともに、火災の予防対策を充実し、安心・安全で災
害に強いまちづくりを行う。

政　策 8　安全と安心を守るために 課名 環境防災課

施　策 8-1　消防・防災対策の充実 係名 危機管理室



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
9 1 2

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1 24 24
2 92 94
3
4
5

0.22 1452 1,452 0.23 1,518

0.04 72 72 0.08 144

②R2年度
に実施し
た取り組
み

団員確保の対応として、出動手当の支給及び訓
練手当を増額するため条例改定の実施。

④今後の改
善計画

石油貯蔵施設立地対策等交付金を活
用した、消防ポンプ自動車の計画的
な更新。

総合評価 Ⅲ　要改善（少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

石油貯蔵施設立地対策等交付金を活用した、消
防ポンプ自動車の計画的な更新。

③取組の課
題

消防資機材の整備拡充と計画的な更
新が必要。

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性 Ａ町が担うべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 A 必要性は高まると考えられる 有効性

内訳
一般職員（人・千円） 0.22

臨時職員（人・千円） 0.04

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

12,256 9,928 24,203
人件費（千円）B 1,524 1,524 1,662

全体事業費（千円）A+B 13,780 11,452 57,074
財源
内訳

直接事業費Ａ 12,256 9,928 55,412
　　　　　うち一般財源

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

消防団の訓練回数 24 回 24
消防団員数 94 人 98

事業名 非常備消防経費

事業内容

常備消防との連携を図り、消防施設の整備・拡充を推進し、住民の生命・財産を守るとともに、火災の
予防対策を充実し、安心・安全で災害に強いまちづくりを行う。
非常時に消防団が迅速に活動できるよう装備品の整備のほか、危険を伴う消防団活動に対する公務災害
補償や的確かつ安全な行動ができるよう消防団員の研修を行うもの。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

会計
一般

事務事業Ｎｏ． 6- 12

事業
目的 対象 住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

常備消防との連携を図り、消防施設の整備・拡充を推進し、住民の生
命・財産を守るとともに、火災の予防対策を充実し、安心・安全で災
害に強いまちづくりを行う。

政　策 8　安全と安心を守るために 課名 環境防災課

施　策 8-1　消防・防災対策の充実 係名 危機管理室



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
9 1 3

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1 5,514 5,541 ↑
2
3
4
5

0.38 2508 2,508 0.45 2,970

0.04 72 72 0.08 144

②R2年度
に実施し
た取り組
み

防災行政無線のデジタル化整備工事に着手。
北大社地内防火水槽撤去工事／２箇所

④今後の改
善計画

火災や災害発生時に重要な、防災行政無
線機器のデジタル化更新整備。
災害等の情報発信媒体の導入等の検討を
図る。（現在の個別受信機〔防災ラジ
オ〕がデジタル化に伴い対応できなくな
る）

総合評価 Ⅲ　要改善（少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

火災や災害発生時に重要な、防災行政無線機器
のデジタル化更新整備。

③取組の課
題

火災発生時に重要な、消防水利の適
切な維持管理及び防災行政無線機器
のデジタル化の推進。

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性 Ａ町が担うべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 A 必要性は高まると考えられる 有効性

内訳
一般職員（人・千円） 0.38

臨時職員（人・千円） 0.04

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

12,693 7,926 4,705
人件費（千円）B 2,580 2,580 3,114

全体事業費（千円）A+B 15,273 121,945 33,619
財源
内訳

直接事業費Ａ 12,693 119,365 30,505
　　　　　うち一般財源

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

防災ラジオの有償配付数 5,482 台 5,570

事業名 消防施設経費

事業内容

消防力を強化し、住民の生命、財産を火災から保護する。
町内全域に70基の防災行政無線子局、防災ラジオ（有償配付）を配備し、住民に災害への注意を呼びか
けている。
約900基の消火栓ボックスを町内全域に設置し、消火栓の維持管理を町上下水道課へ委託、消火栓ボッ
クスについては、自治会・自治会自主防災組織による点検を実施している。また、平成21年度からは取
り替え作業についても自治会へ移管し、自治会・行政の協働による消防力の強化を進めている。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位

会計
一般

事務事業Ｎｏ． 6- 13

事業
目的 対象 住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

消防力を強化し、住民の生命、財産を火災から保護する。

令和3年度（目標）

政　策 8　安全と安心を守るために 課名 環境防災課

施　策 8-1　消防・防災対策の充実 係名 危機管理室



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
9 1 4

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1 5,514 5,541 ↑
2
3
4
5

0.55 3630 3,630 0.56 3,696

0.04 72 72 0.2 360

令和元年度（決算）

②R2年度
に実施し
た取り組
み

家具転倒防止事業や自主防災活動事業補助金の
交付に加え、新型コロナウイルス感染症対策用
資機材の備蓄と感染対策盛り込んだ避難所運営
マニュアルの策定を行った。

④今後の改
善計画

各自治会毎に地区防災計画の策定を進め
る。
Ｈ29県が示した洪水浸水想定区域に現在
の防災倉庫が含まれたことから、災害対
策用品の備蓄拠点となる新防災倉庫建設
の検討が必要。

総合評価 Ⅲ　要改善（少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

各自治会毎に地区防災計画の策定を進める。

③取組の課
題

住民の災害対策意識の向上を図る必
要がある。
新防災倉庫建設予定地の確保及び財
源の確保。

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性
Ｂ町が担うとともに、町民

協働を進めるべき 効率性
対象者の適切性

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 A 必要性は高まると考えられる 有効性

人件費（千円）B 3,702 3,702 4,056

内訳
一般職員（人・千円） 0.55

臨時職員（人・千円） 0.04

財源
内訳

直接事業費Ａ 9,237 51,217 16,381
　　　　　うち一般財源 6,956 48,401 10,616

令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

全体事業費（千円）A+B 12,939 54,919 20,437

指標

指標名 平成30年度 単位 令和3年度（目標）

防災ラジオ有償配布数 5,482 台 5,570

事業内容

防災訓練を通じ、住民の防災意識の高揚を図り、災害発生時において速やかに住民自身が自助の行動を
とれるようにする。
自治会・自主防災組織の活動をサポートするため、自主防災活動補助金の交付等支援を行っている。災
害対策用備蓄物資を計画的に進めている。
また、対象世帯（６５歳以上のみの世帯）からの申請により、家具転倒防止器具の設置を行い、災害時
における生命の保護に努める。

会計
一般

事業
目的

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

係名 危機管理室

事務事業Ｎｏ． 6- 14

事業名 災害対策経費

対象 住民
目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

防災訓練を通じ、住民の防災意識の高揚を図り、災害発生時において
速やかに住民自身が自助の行動をとれるようにする。

政　策 8　安全と安心を守るために 課名 環境防災課

施　策 8-1　消防・防災対策の充実



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
9 1 4

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1
2
3
4
5

0.36 2376 2,376 0.37 2,442

0.04 72 72 0.2 360

②R2年度
に実施し
た取り組
み

Ｒ２年度の三和地区での避難所運営訓練が新型
コロナウイルス感染症により延期となった。

④今後の改
善計画

子ども・若者・高齢者等が自助（自
らの安全は、自らが守る）、共助
（近隣の皆さんと協力して地域を守
る備えと行動）を意識した訓練の実
施。

総合評価 Ⅲ　要改善（少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

自助、共助を意識した訓練の実施。

③取組の課
題

Ｈ２７から実施している避難所運営
訓練がＲ３年度の三和地区で全校区
終了となるため、訓練内容等の検討
が必要。

目標達成度 B達成できなかった

町関与の必要性
Ｂ町が担うとともに、町民

協働を進めるべき 効率性
対象者の適切性

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 A 必要性は高まると考えられる 有効性

人件費（千円）B 2,448 2,448 2,802

内訳
一般職員（人・千円） 0.36

臨時職員（人・千円） 0.04

財源
内訳

直接事業費Ａ 75 20 283
　　　　　うち一般財源 75 20 283

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

全体事業費（千円）A+B 2,523 2,468 3,085

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

事業内容

防災訓練を通じ、住民の防災意識の高揚を図り、災害発生時において速やかに住民自身が自助及び共助
の行動をとれるようにする。
非常時に備え町で行う総合防災訓練にかかる経費。火災や風水害などの災害活動訓練を行うほか、地域
に密着した火災予防広報、応急手当普及活動、自主防災組織の訓練指導などの予防防災活動訓練を行
う。

会計
一般

事業
目的

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

係名 危機管理室

事務事業Ｎｏ． 6- 15

事業名 防災訓練経費

対象 住民
目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

防災訓練を通じ、住民の防災意識の高揚を図り、災害発生時において
速やかに住民自身が自助及び共助の行動をとれるようにする。

政　策 8　安全と安心を守るために 課名 環境防災課

施　策 8-1　消防・防災対策の充実


