
社会資本総合整備計画　事後評価書

（コミュニティーを充実させ、地域が安心して暮らせる災害に強いまちをつくる）

平成２９年７月１３日

愛知県豊明市



1 コミュニティーを充実させ、地域が安心して暮らせる災害に強いまちをつくる
平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 豊明市

①

②

③

④

事　後　評　価
○事後評価の実施体制、実施時期

平成29年7月（事業終了後）

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

1-A-1 都市防災 一般 豊明市 直接 50.0

1-A-2 都市防災 一般 豊明市 直接 31.0

1-A-3 都市防災 一般 豊明市 直接 28.0

1-A-4 都市防災 一般 豊明市 直接 24.8

合計 133.8

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計

番号 備考

（延長・面積等）

事業内容 事業実施期間（年度）

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
港湾・地区名

事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

消防団詰所整備建設
（１棟）

備蓄倉庫の整備
（１棟）

豊明市

豊明市

番号

都市防災総合推進事業
(防災まちづくり拠点施設整備)

都市防災総合推進事業
(防災まちづくり拠点施設整備)

豊明市

豊明市ホームページにより公表

備考

拠点医療施設へのアクセ
ス道路整備(延長300ｍ)

耐震性貯水槽4基(40ｔ)豊明市

豊明市
都市防災総合推進事業
(地区公共施設整備)

豊明市

豊明市

都市防災総合推進事業
(防災まちづくり拠点施設整備)

豊明市

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価の実施時期

公表の方法

担当部署内において事後評価を実施

交付対象事業

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

事業者

Ｂ 19.9百万円
効果促進事業費の割合

12.9%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

153.7百万円

備考
（延長・面積等）

Ａ 133.8百万円 0.0百万円 Ｃ

事後評価の実施体制

社会資本総合整備計画（市街地整備）　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

最終目標値
　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

　本市は、愛知県の中央よりやや西部に位置し、地形は北東部から南西部にかけて延びる丘陵地帯と、境川に沿った中・低位の段丘群、中小河川によってもたらされた沖積低地の３つの部分から成り立っている。また名古屋
市の南に隣接し、大都市近郊のベッドタウンとして昭和40年代以降に区画整理事業等により人口が急増、昭和４７年に市制施行した。
　本市は、平成１４年に東海地震に係る地震防災対策強化地域、平成１５年に東海・東南海地震防災対策推進地域に指定されており、同地震が発生した場合には最大で震度６強の地震が発生すると予測されている。このため
災害時には、住宅等の建物が集中している地域での建物倒壊や道路閉鎖、また火災発生等の被害が想定されている。これらのことから、建築物等の耐震化・不燃化による市街地の防災性向上などハード面の整備だけでなく、
災害時の情報伝達手段の改善や日頃の防災啓蒙活動などソフト対策も含めた市域全体の防災機能を強化していく必要がある。
　今回計画では急務の課題となっている市内の拠点医療施設へのアクセスを改善することによる市域全体の防災機能の向上と災害時の被災患者等の搬送時間の短縮や、防災拠点施設での耐震性貯水槽の整備、地元住民や自主
防災組織等と連携し防災意識の向上を図ることなど都市防災基盤の一体的な整備を進めていく。

備考
当初現況値 中間目標値

・災害時の拠点医療施設へのアクセス道路を整備することにより、被災患者の搬送時間の短縮を図る。（756分）
・耐震性貯水槽を整備し、地区の消火水利を充実させることにより、地震等による延焼被害を最小限に食い止める。（整備率54.1％→57.1％）
・消防団詰所の耐震化整備を図ることにより、多数の動員を必要とする大規模災害時の救助救出活動、避難誘導などの体勢確保を図る。（整備率85.7％→100.0％）
・備蓄倉庫を整備することにより、装備及び物資の備蓄数等を向上させる。（避難者の3日分の飲料水備蓄量2,068人分→2,468人分）

平成２９年７月１３日

　　計画の成果目標（定量的指標）

市内耐震性貯水槽の整備率

東海・東南海地震発生に備えた飲料水の備蓄（3 /1人）

（H24当初） （H27末）

2,068人分 2,308人分 2,468人分

（H28末）

54.1% 56.3% 57.1%

市内消防団詰所の耐震化整備率 85.7% 100.0% 100.0%

0分 756分 756分患者搬送に関する搬送時間の短縮時分(年間)



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

1-C-1 都市防災 一般 豊明市 直接 8.4

1-C-2 施設整備 一般 豊明市 直接 9.0

1-C-3 都市防災 一般 豊明市 直接 2.5

合計 19.9

番号 備考

1-C-1

1-C-2

1-C-3

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・災害時の拠点医療施設へのアクセス道路（延長300m）を整備することにより、被災患者の搬送時間の短縮を図ることができた。
Ⅰ定量的指標に関連する ・耐震性貯水槽を整備することで、市内における耐震性貯水槽の充足率を高め、防災力を向上させることができた。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・耐震化されていなかった消防団詰所1棟を整備することにより、市内全分団詰所（7箇所）の耐震化が完了し、大規模地震等の大災害に耐えうる防災拠点施設として

　運用を図ることができた。
・備蓄倉庫を整備することにより、備蓄場所の確保ができ、最終目標値であった2,468人分（3 /1人）の飲料水を備蓄することができた。

最終目標値 756分
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 756分

最終目標値 57.1%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 57.1%

最終目標値 100%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 100%

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

・防災マップを市内全戸に配布したことにより、各地区主体で行う防災訓練の回数が増加し、防災・減災意識の普及啓発を図ることができた。
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 ・災害時要援護者優先避難所である保育園等において、ガラス飛散防止フィルムの貼付けを行い、災害時住民避難場所の安全の確保が図れた。
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

番号 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）事業者

事業実施期間（年度）

社会環境の急激な変化や異常気象などにより、災害が複雑多様化・大規模化する中、あらゆる災害に対応し、被害を最小限に止めるためには、一層の防災力強化・拡充を図る必要があることから、引き続き消防・防災拠点
施設及び各種防災資機材等の整備をはじめとした総合的かつ計画的な防災対策を推進し、更なる防災力の向上を目指す。

豊明市

豊明市

豊明市

指標①（患者搬送
に関する搬送時間
の短縮時分）（年
間）

指標②（市内耐震
性貯水槽の整備
率）

避難所への資機材配備

一体的に実施することにより期待される効果

都市防災総合推進事業　1-A-2　と防災マップ作成を一体的に整備することにより、防災マップを市内全戸配布により、災害時における住民の適切な避難対応や自主防災活動を促し、災害被害の軽減を図る。

都市防災総合推進事業　1-A-2　と災害時要援護者優先避難所である保育園等の非構造部材を耐震化することにより、住民の適切な避難対応等を促し、災害時の住民避難場所の安全を図る。

都市防災総合推進事業　1-Ａ-2　と避難所の資機材を充実させることにより、避難所対応力向上を図る。

・避難所へ防災行政無線や防災資機材を配備したことにより、災害時の情報伝達体制が整い、また、配備資機材を活用した取扱い訓練を実施したことにより避難所対
　応能力が向上した。

防災マップ作成等

避難所の非構造部材の耐
震化(保育園等)

指標③（市内消防
団詰所の耐震化整
備率）

2,468人分

2,468人分

指標④（東海・東
南海地震発生に備
えた飲料水の備蓄
（3 /1人））

豊明市

非構造部材の耐震化事業 豊明市

資機材配備事業 豊明市

備考

防災マップ作成事業



　（参考様式３）　（参考図面）　市街地整備

コミュニティーを充実させ、地域が安心して暮らせる災害に強いまちをつくる
平成24年度～平成28年度（5年間） 豊明市

●

153.7百万円 133.8百万円 19.9百万円 12.90%

31

24.8

133.8

計画の名称
計画の期間 交付対象

豊明市役所

※H26事業については、H27へ繰越事業

※H24事業については、H25へ繰越事業

名古屋鉄道名古屋本線

伊勢湾岸道路

C-1 防災マップ作成・配布事業(H24・H26)
H24 マップ作成のための基礎データ収集
H26 防災マップ作成、配布 整備完了

拠点医療施設
(藤田保健衛生大学病院)

A-4 都市防災総合推進事業(H24・H26)
(防災まちづくり拠点施設整備)

★：整備箇所(備蓄倉庫1棟)
H24 測量、設計 整備完了
H26 整備工事 整備完了

C-2 非構造部材の耐震化事業(H24・H26)

■：整備箇所(保育園10園、どんぐり学園1園)
H24 非構造部材の調査・設計 整備完了
H26 ガラス飛散防止工事 整備完了

A-3 都市防災総合推進事業(H24)

(防災まちづくり拠点施設整備)

▲：整備箇所(消防団詰所1棟)
H24 実施設計、整備工事 整備完了

A-1 都市防災総合推進事業(H24)

(地区公共施設整備)
：整備箇所

(拠点医療施設へのアクセス道路)
H24 実施設計、整備工事 整備完了

A-2 都市防災総合推進事業(H24・H26～28)
(防災まちづくり拠点施設整備)
：整備箇所(耐震性貯水槽4基)

H24・H26～28(各年度1基整備) 4基整備完了

C-3 地域拠点の防災力向上(H26)
★：整備箇所(愛知県立豊明高等学校)
H26：避難所へ資機材の補充 整備完了


