
令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
5 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 1,451 1,050 ↑
2
3
4
5

0.25 1,650 1,650 0.25 1,650

0 0 0 0 0

②R2年度
に実施し
た取り組
み

施設の老朽化に伴う便所、給湯室等の改修
工事を行った。

④今後の改
善計画

他の公共施設との歩調を合わせた
使用料の見直し、町と商工会との
財政面を考慮した改修費用の平準
化を図る。

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

③取組の課
題

施設の有効利用の促進、商工会と
の複合施設の改修調整（中長期整
備計画に基づく施設の長寿命化）
を図る必要がある。

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 Ｂ削減の余地がややある

（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） 0.25

臨時職員（人・千円） 0

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＞

10,915 6,707 7,205
人件費（千円）B 1,650 1,650 1,650

全体事業費（千円）A+B 47,188 37,081 10,540
財源
内訳

直接事業費Ａ 45,538 35,431 8,890
　　　　　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）

事業内容

東員共同福祉施設管理事務・・・
施設の効率的な運営を実現するため、指定管理者制度を活用する。

東員共同福祉施設施設整備事務・・・
中長期整備計画に基づいた計画的改修により施設の長寿命化を図る。

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）

共同福祉施設利用件数 1,381

事業名 労働諸費
会計
一般

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）

住民に身近で便利な共同福祉施設の運営をすることに
より、住民福祉の向上を図ります。

政　策

事務事業Ｎｏ． 11- 1

件 1,600

係名

7　生活を支える担い手があり続けるために

施　策 7-2　商工業の振興

課名 産業課

産業振興係



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
6 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 57.87 59.94 ↑
2 0.00 0.00 ↑
3
4
5

1.20 7,920 7,920 1.20 7,920

0 0 0 0 0

②R2年度
に実施し
た取り組
み

・毎月1回農業委員会定例会を開催。
　※法令に基づく許認可等の業務及び現地
　　確認調査
・農地利用状況調査の実施（年1回）
・(一社)三重県農業会議主催の研修会参加
　※桑名市・いなべ市・東員町合同研修会

④今後の改
善計画

人と農地の問題対策について、農業
委員会で定めた地区協議会を活用
し、各地区における課題や解消方法
等の情報共有を図り、地域での活動
に繋げる。

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

③取組の課
題

将来を見据えた農地の在り方につい
て、農業委員会が主体となり、地域
ごとで「人・農地プランの実質化」
に向けた取り組みを積極的に推進す
る必要がある。

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 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） 1.20

臨時職員（人・千円） 0

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＞

2,378 2,334 7,260
人件費（千円）B 7,920 7,920 7,920

全体事業費（千円）A+B 10,379 10,330 15,255
財源
内訳

直接事業費Ａ 2,459 2,410 7,335
　　　　　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）

％ 58.00
耕作放棄地面積(解消面積) 0.00 ha 1.00

事業内容

農業委員会法改正により、農業委員会が取り組む最も重要な業務として位置付けられました「農地等の
利用の最適化の推進」業務を農業委員及び農地利用最適化推進委員と連携して取り組みます。
○農業委員・・・毎月１回定例会を開催し、農地法に基づく農地転用や売買、貸し借りなどの許認可等
の法令業務及び現地確認調査を行います。
○農地利用最適化推進委員・・・担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、担い手
の育成、新規参入の促進など現場活動を行います。

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）

担い手への農地集積率 57.49

課名

施　策

事業
目的 対象 農地所有者、担い手農家

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

意欲ある農業経営体への農地集積、新規就農者及び担
い手の確保・育成を図り、経営規模の拡大と耕作放棄
地の解消に努めます。

7-1　農業の振興 係名 産業振興係

事務事業Ｎｏ． 11- 2

7　生活を支える担い手があり続けるために 産業課

事業名 農業委員会経費
会計
一般

政　策



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
6 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 4,900 3,200 ↑
2 30 30 →
3
4
5

1.30 8,580 12,144 2.20 14,520

0 0 0 0 0

②R2年度に
実施した取
り組み

・転作農地を活用し、コスモスの作付けを実施したが、新型
コロナウイルス感染症の影響でコスモス祭りは中止とした。
・農業者が農業経営の効率化及び安定化を図るために借り入
れた制度資金の利子補給金を交付。
・経営所得安定対策事業による麦への作付転換の促進
・適正な農地・農業用水等の保全管理を行うため、活動組織
(2組織)に対して、農業・農村が有する多面的機能が維持・発
揮できるよう指導。

④今後の改
善計画

・新型コロナウイルス感染症の影響や今
後起こりうる自然災害による農業収入の
減少を補填する農業経営収入保険への加
入を促進し、農業者の経営安定と農業の
維持を図る。

総合評価 Ⅰ　拡　充（事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度の
改善計画

③取組の課
題

新型コロナウイルス感染症の影響による
農業者の収入減少を補償する対策を講じ
る必要がある。

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） 1.84

臨時職員（人・千円） 0

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＞

12,783 11,851 11,632
人件費（千円）B 8,580 12,144 14,520

全体事業費（千円）A+B 48,669 50,945 57,817
財源
内訳

直接事業費Ａ 40,089 38,801 43,297
　　　　　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）

人 5,000
認定農業者数及び集落営農組織数(法人含む) 30 人 30

事業内容

景観形成作物栽培事業　・・・町のイメージアップ及び地域活性化を図るため転作農地を有効活用し、
　　　　　　　　　　　　　　コスモスの作付けをします。
生産性向上推進対策事業・・・麦の赤カビ協同防除に対し、麦の品質向上と農家負担の軽減を図る目的
　　　　　　　　　　　　　　として支援します。
認定農業者特別制度資金利子補給金
　　　　　　　　　　　・・・農業経営の効率化及び安定化を図るため、農業者等が借り入れた制度資
　　　　　　　　　　　　　　金の利子補給金を交付します。
経営所得安定対策事業　・・・米や麦、大豆等の畑作物も含めた生産数量目標の検討や対象作物の生産
　　　　　　　　　　　　　　振興策等について協議しています。※東員町地域農業再生協議会運営費
多面的機能支払事業　　・・・地域の大切な資源である農地、農業用水路等の生産基盤を守り、農業の
　　　　　　　　　　　　　　質の向上、農村環境の向上の取り組みを実施します。

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）

コスモス畑来場者数(延べ) 4,800

課名

施　策

事業
目的 対象 農業者、農業団体

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

時代のニーズに即した安全・安心な食料供給を図り、農業の持
つ多面的機能の保全・活用を進め、多様な農業振興施策を総合
的・計画的に推進し、持続可能な農業に取り組みます。

7-1　農業の振興 係名 産業振興係

事務事業Ｎｏ． 11- 3

7　生活を支える担い手があり続けるために 産業課

事業名 農業振興対策事業
会計
一般

政　策



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
2 1 6

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

2.55 16,830 16,830 2.50 16,500

0 0 0 0.00 0

③取組の課
題

②R2年度
に実施し
た取り組
み

・付加価値の高い大豆栽培試験の実施
・大豆の収量・品質向上に伴う視察研修会
・農産物加工処理センターの再活用検討
・新産業プロジェクトのＰＲ動画作成
・大学生と連携し、特産品パンフ作成

④今後の改
善計画

・新たな大豆栽培方法で試験し、課
題解決に取り組む
・面積拡大を実施するため、生産者
の増加を目指す
・農産物加工センターの有効活用

総合評価 Ⅰ　拡　充（事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

・付加価値の高い大豆の栽培方法の
確立
・農産物加工処理センターの利活用
及び取り組み体制強化
・付加価値の高い大豆製品の開発

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 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） 2.55

臨時職員（人・千円） 0.00

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＞

643 447 961
人件費（千円）B 16,830 16,830 16,500

全体事業費（千円）A+B 17,473 17,277 17,461
財源
内訳

直接事業費Ａ 643 447 961
　　　　　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）

事業内容

「農業を核としたまちづくり」を推進するため、大豆の先進的な加工技術を有する企業並びに町内農業
法人２社と町が連携し、東員町産大豆の魅力向上等を目的とした事業を推進しています。
この事業では、大豆の生産から加工・流通・販売まで町内で一元的に完結できる６次産業化を目指す。

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）

一般

課名 産業課政　策

事業
目的 対象 農業者、事業者、住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

付加価値の高い農産物の導入や現在行われている土地利用型
農業で生産される作物の付加価値を高め、収益性の高い農業
経営を実現し、農業を魅力ある産業に育てる。

係名施　策 7-1　農業の振興

事務事業Ｎｏ． 11- 4

新産業創造推進室

7　生活を支える担い手があり続けるために

事業名 新産業創造推進事業
会計

事業の性質上、指標設定は馴染みません。



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
6 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

0.65 4,290 4,290 0.65 4,290

0 0 0 0 0

②R2年度
に実施し
た取り組
み

・神田３期及び４期の改修工事を県により実
施。
・農村地域防災・減災事業（ため池等整備事
業）として、ため池耐震調査の実施要望を県へ
行った。

④今後の改
善計画

県、土地改良区と慎重に協議を重
ね、補助の目的、支出根拠、負担
割合等を明確にし、必要となる協
定または規定により定義する。

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

③取組の課
題

農業用水利施設の維持管理及び更
新時には多額な費用を要するた
め、町財政に影響が少なるよう適
正な負担割合の平準化を図る必要
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

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

人件費（千円）B 4,290 4,290 4,290

内訳
一般職員（人・千円） 0.65

臨時職員（人・千円） 0

財源
内訳

直接事業費Ａ 23,283 13,948 17,622
　　　　　うち一般財源 23,151 12,894 12,234

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 27,573 18,238 21,912

事業内容

農業用施設維持管理事務
　施設を計画的に維持及び補修、更新することにより、将来に渡り必要とする
　改修等の費用の平準化を図ります。

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）

事務事業Ｎｏ． 11- 5

事業
目的 対象 ①農業生産基盤の充実

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

主に農業用水利施設の維持管理、更新等を適切に実施
することにより、将来に渡り安定して農業の振興を図
ります。

係名 土地改良係

産業課7　生活を支える担い手があり続けるために

7-1　農業の振興

事業名 土地改良事業
会計
一般

課名政　策

施　策

事業の性質上、指標設定は馴染みません。



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
6 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 35.6 35.6 →
2
3
4
5

1.95 12,870 6,270 0.46 3,036

0 0 0 0

②R2年度
に実施し
た取り組
み

鳥取１工区４ブロック（その３）、中上工区、
とういんハイブリッドパーク、稲部５ブロッ
ク、鳥取１工区２・３ブロックの登記を完了し
た。

④今後の改
善計画

地籍調査の成果のデータ提供につい
て、法務局窓口で提供できるよう働
きかける。

総合評価 Ⅵ　縮　小（他の事業との統合又は縮小すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

③取組の課
題

地籍調査の成果（座標データ等）を
更新する必要がある。

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

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 Ｂ必要性は変わらない 有効性

人件費（千円）B 12,870 6,270 3,036

内訳
一般職員（人・千円） 0.95

臨時職員（人・千円） 0

財源
内訳

直接事業費Ａ 2,484 1,495 855
　　　　　うち一般財源 2,484 1,495 855

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 15,354 7,765 3,891

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

進捗率（着手率） 35.6 ％ 36

事業内容

地籍調査事業
・一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目及び境界の調査を行います。
・一筆ごとの土地について、境界の測量及び土地の面積計算を行います。
・地籍図及び地籍簿を作成し、三重県の認証後法務局にてその成果を基に登記されます。

政　策 9　持続可能な町の形をつくるために

施　策

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

9-1　良好な居住環境の形成

事務事業Ｎｏ． 11- 6

事業
目的 対象

町内に土地（主に住宅
地）を有する者

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

土地に関する実態を総合的に調査することで貴重な財
産である土地の所有者・地番・地目・面積・境界を明
確にすることを目的とします。

事業名

土地改良係

国土調査事業
会計
一般

産業課

係名

課名



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
6 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 37 20 →
2
3
4
5

0.50 3,300 3,300 0.50 3,300

0 0 0 0

②R2年度に
実施した取
り組み

・みえ森と緑の県民税市町交付金を活用し、危
険木伐倒等の業務を実施した。
・公共施設の木質化や町の森林整備を効果的に
実施するための財源として、交付金の一部を基
金に積み立てた。

④今後の改
善計画

・笹尾、城山地区の外周危険木伐倒
について、一定の成果が出たことか
ら、今後はこの水準を維持する。
・交付金の一部を基金へ積み立て、
公共施設の木質化等を推進する計画
に基づき、５年間の縛りについて、
県に対して緩和措置を講じるよう協
議する。

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

③取組の課
題

みえ森と緑の県民税市町交付金は、
５年ごとで精査することとなってお
り、中学校建設の遅れにより、基金
の活用方法を検討する必要がある。

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

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 Ｂ必要性は変わらない 有効性

人件費（千円）B 3,300 3,300 3,300

内訳
一般職員（人・千円） 0.50

臨時職員（人・千円） 0

財源
内訳

直接事業費Ａ 1,744 1,502 2,120
　　　　　うち一般財源 46 40 808

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 5,044 4,802 5,420

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

危険木伐倒本数 121 本 20

事業内容

危険木伐倒等業務
　みえ森と緑の県民税交付金を活用し、これまで整備が進みにくく、荒廃が
　進んでいる緑地帯や森林地帯を対象とした整備を集中的に実施します。
　また、人家裏や通学路沿いで倒木の恐れのある危険木の除去等も行います。
林業業務
　森林にかかる許認可事務をはじめ、法定により整備することとなった林地
　台帳の整備と運用を行います。

政　策 9　持続可能な町の形をつくるために

施　策

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

9-1　良好な居住環境の形成

事務事業Ｎｏ． 11- 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）

暮らしに身近な森林を整備することにより、生活環境
の保全や向上を図ります。

事業名

産業振興係

林業経費
会計
一般

産業課

係名

課名



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
7 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

1 498 502 →
2 231 230 →
3 5 3 →
4
5

0.40 2,640 2,640 0.55 3,630

0 0 0 0 0

②R2年度
に実施し
た取り組
み

・商工会による小規模事業者への経営改善の指
導等に係る補助金の交付した。
・国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金事業を活用し、中小企業等の経済対
策として協力金及び給付金を支給した。

④今後の改
善計画

・国の第３次補正を活用するなど、
飲食店等へ支援策を検討する。
・商工会補助金については、基準等
が定めていないことから、他市町の
状況や妥当性を検証し、慎重に協議
を重ねる。

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

③取組の課
題

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けた飲食店等に対しての支援が必
要である。

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性
Ｃ民間企業やＮＰＯで担う

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 Ｂ削減の余地がややある

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 Ｂ必要性は変わらない 有効性

人件費（千円）B 2,640 2,640 3,630

内訳
一般職員（人・千円） 0.40

臨時職員（人・千円） 0

財源
内訳

直接事業費Ａ 25,711 74,331 14,212
　　　　　うち一般財源 15,788 74,331 14,212

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 28,351 76,971 17,842

229 店 220
特産品認定数 0 件 7

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

商工会会員数（法人・個人） 494 人 470
商工会加盟商店数

事業内容

商工業振興事業
　経営改善や地域振興のための組織強化を行い、魅力ある商工業の振興を図るとともに、
　地域産業を主体とした、経営改善の指導ができるよう商工会への補助事業を通じて、
　小規模事業者への支援を行います。

政　策 7　生活を支える担い手があり続けるために

施　策

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

7-2　商工業の振興

事務事業Ｎｏ． 11- 8

事業
目的 対象 町内小規模事業者

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

商工会への助成を行うことで、魅力ある商工業の振興
を図ります。

事業名

産業振興係

商工業振興事業費
会計
一般

産業課

係名

課名


