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I.事業評価総括表 (令和元年度 )

(単位 :円 )
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措置名
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

地域 711ヤ |:千ヒ措 |ド: 上野村花まる授業実施事業 上野村 2,297,891 2,000,000|■|■

交付金事業の名称



Ⅱ.事業評価個表 (令和元年度 )
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||ヤ 1置 名 交付金事業の名称

地域活性化措置 上野村花まる授業実施事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 上野村
交付金事業実施場所 群馬県多野郡上野村大字新羽地内

交付金事業の概要

花まる学習会の行う花まる授業は、子ども達の考える力を引き仲ばし、学力や人間力の向 I二 に寄′ナすると|ド われて
おり、全国の多くの学校で取り入れられている。

近隣の自治体でも取り人れられており、取り入れている白治体では、―rど もの学力向 11は もとより、花まる授業を
受講させるために、山村留学制度を利用する家庭も多い。

本村では20年以 li前 からかじかのlL学関 (山 村留学)を行つているが、近年は多くの自治体が実施 していることも
あり、応募者が減少傾向にある。このため電源立地地域対策交付金を活用 し、小学校の授業に、人気の高い花まる授
業を取りれることにより、III村留学への応募者の増加を |1指す。

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
日標

交付金事業に関係する主要政策・施策 :

上野村第 5次総合計画 (平成 23年度～平成 32年度 )

分野別施策基本方針  『Ⅳ 教育 文化 人づくり』
(1)心身ともにたくましい子どもを育てる学校教育を進めます

。学校教育においては、家庭・学校 。地域の連携の強化を図 り、学校運営への

住民参画機会を拡充するなど、教育体制の充実と教育環境の向上に努めます。
本村では小学校校舎の改築をおこなったところであり、良好な学校教育環境
を生かした特徴ある教育を進めていきます。
また、山村留学拠点 「かじかの里学園」については、子どもたちが切磋琢磨
して学びあう環境づくりや本村の地域特性を生かした人材育成事業として注
目されてお り、今後も活動の充実に取 り組みます。

目標 :

かじかの里学園入園希望者数 前年比 5%増 (令和元年度 )

事業開始年度 平成31年度 事業終了 (予定)年度 令和元年度

事業期間の設定理由 毎年度評価を実施するため



交付金事業の成果 目標
及び成果実績

成果 日標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

人関希望者  li

年比 5%増
|

人口希望者増加

人数 ■前年度希

望人数 × 100

成果実績 % 50

目標値 %
達成度 1000.0%

評価年度の設定り|!由

毎年度PI)CAサ イクルによる .lf業
改 ,キ を図るため、嗜子業実施翌年度早期に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

1`1該
事業年度については、はなまる学習会が都内で実施する山村密学説明会への参加の成果 もあり人因希望者が前年

比で5割増加することができた。 しか しながら前年同様小学生のみの応募 となったことから課題は中学生の山村留学
者の受け入れ となる。新型 コロナウイルス感染症等の動向をみながら説明会などのPR活動を実施 して希望者の増加を
|1指す。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
1ttr,

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

はなまる授業の実施

活動実績 10

活動見込 11 10

達成度 100.0%

交付金事業の総事業費
等

令和元年度 年度 備  考

2,000,000

2,000,000

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
業務委託 随意契約 こうゆう 2,297,891

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 総務課

ｒ
Э

回

年度

2,297,891



別紙
I.事業評価総括表 (令和元年度)

(単

コら■コ

響

「

ラ 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

地域活性化措置 上野村図書館運営事業 上野村 6,096,145 6,000,000|■|■

:円 )



Ⅱ.事業評価個表 (令和元年度 )

番 号 措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置 上野村図書館運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 11野村
交付金事業実施場所 群馬県多野郡上野村大字新羽地内

交付金事業の概要

上野村は「栄光ある上野村の建設」を村営運営の最大の目標とし、その目標を達成するために①健康水準の高い村
②道徳水準の高い村③知的水準の高い村④経済的に豊かな村の4つの柱を掲げており、② o③の柱を達成するため、
図書館を運営 している。

村では図書館を中核 として、生涯学習の機会の更なる拡充のため、電源立地地域対策交付金を活用 し、蔵書の増刷
や社会教育活動を通 じて道徳水準の高い村及び知的水準の高い村づくりを推進する体制づくりに努める。

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

目標 :

図書館利用者延べ人員 前年比 5%増 (令和元度 )

事業開始年度 平成31年度 事業終了 (予定)年度 令和元年度

事業期間の設定理由 毎年度評価を実施するため

成果 目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

図書館利用者延
べ人員  |〕 |,イ |サヒ
5%増

利用孝延べ増加
人数―前年度利
川者延べ人数 ×

100

成果実績 % ｎ
∠

目標値 % 瞑

υ

達成度 44.0%

交付金事業に関係する主要政策・施策 :

上野村第 5次総合計画 (平成 23年度～平成 32年度)

分野別施策基本方針  『Ⅳ 教育 文化 人づくり』
(3)生涯学習の機会を拡充します

。生涯学習は、一人ひとりが生きがいをもって豊かな人生を過ごすうえで重要
な活動です。そこで、活動拠点の充実を図り、住民の主体的な参画を促すと
ともに、住民活動を手助けする人材の育成に努めます。



評価年度の設定理由
毎年度PDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二者機関等の活用の有無
征
¨

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

図書購入冊数

活動実績 |「 ||「 1,760

活動見込 冊 1,700

達成度 103.5%

令和元年度 年 度 備  考

総事業費 6,096,145

6,000,000

6,000,000

交付金事業の成果 目標
及び成果実績

交付金事業の総事業費
等

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

前年度よりも延べ利用者人数は増加 したが、目標値を達成することはできなかった。この原因として特に乳幼児の
来館者数の減少が目立っている。この原因としては令和元年 10月 に発生 した台風19号や新型コロナウイルス感染症の
流行による自粛が考えられる。

令和2年度においては新型コロナウイルス感染症対策として図書館を休業 してお り、今年度については利用者数が
減少するものと思われる。感染症対策を徹底 し、安心 して訪れられる環境整備に努めることで少 しでも利用者の増加
をはかる。

年度



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 図書館司書 他 3,125,698

備品購入 随意契約 まるいち 271,332

随意契約 埼玉福社会 7,506

備品購入 随意契約 書館流通センター 2,179,600

備品購入 |`遮意契約 本の家 508,009

備品購入 随意契約 みやま文庫 4,000

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 総務課

図

雇 用

____』狙上生__劃



別紙
I.事業評価総括表 (令和元年度)

( :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

地域活性化措置 上野村乳幼児育成環境整備事業 上野村 8,500,000 6,000,000|■|■



Π。事業評価個表 (令和元年度 )

番 号 措置名 交付金 事業の名称

地域活性化措置 上野村乳幼児育成環境整備事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 上野村

交付金事業実施場所 群馬県多野郡上野村大字新羽地内

交付金事業の概要

本村では30年以上前から人口対策としてUIタ ーン政策を行い、現在では人口の約20%を Iタ ーン者が占めている。
特に若年層の Iタ ーン者が増化 し、それに伴い結婚 し、子どもを授かる世帯も増加傾向にある。 しかしながら村内に
遊具の設置してある公園等はなく、小さいお子さんをお持ちのご家庭は、週1回行われている保育所の園庭開放の機
会を活用 し、屋外で子どもを遊ばせている。

このため子育て世代への支援として、乳幼児が安心 して屋外で遊ぶことのできる場所の確保が急務である。
本事業では上野村図書館の屋外スペースにデッキ及び遊具を整備することで、読み聞かせなどで図書館に訪れた乳

幼児が屋外でも安全に活動ができるよう環境整備を行 うものである。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策 :

上野村過疎地域自立促進計画 (平成 28年度～令和 2年度)

『 7 教育の振興』
(2)そ の他対策
・ ウ 集会施設及び体育施設

図書館等の整備については、図書館司書やボランティアの有効活用を図る
とともに、本来の図書館機能と併せた地域サロン・インフォメーション拠
点としての機能も持たせ、人口対策、子育て支援、地域づくりに貢献する
施設として機能するよう努める。

日標 :

乳幼児の図書館利用者延べ人数の増加 前年比 10%増 (令和元年度 )

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 毎年度評価を実施するため

成果 |1標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

=Lあ

カリ己υ)1文1,l芋奮百
利用者延べ人数
前年比 10%増

利用者延べ人数

成果実績
:

ノヽ 144

目標値
1

ノヽ 1,375

達成度 % 83.2%

事業開始年度



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
毎年度PDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

令和元年10月 に発生した台風19号の影響並びに新型コロナウイルス感染症に伴い、延べ利用者数は大きく減
少した。令和2年度においても5月 末までい新型コロナウイルス感染症対策のため図書館の休館並びに遊具の
利用停止を行っており、今年度も延べ利用者が減少することが予想される。子育て世代が安心して利用でき
るよう感染症対策を講ることで少しでも利用者の増加をはかりたい。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
'{rrr,

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 }|』位 令和元年度 年度 年度

遊具等整備

活動実績
―+ヽ

工ヽ

活動見込 式

達成度 100.0%

交付金事業の総事業費
笙

=ヽr
令和元年度 年度 備  考

8,500,000

6,000,000

6,000,000

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 約金額
フ
~ツ キ整備 指名競争入札 多野産業 (株 ) 5,500,000

テラス等整備 随意契約 (合)ピーノカンパニー 3,000,000

交付金事業の担当課室 振興課

交付金事業の評価課室 総務課

年度



別紙
I.事業評価総括表 (令和元年度 )

(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

地域活性化措置 上野村特用林産物活性化対策事業 上野本寸 2,589,418 2,000,000|■|■



Ⅱ.事業評価個表 (令和元年度 )

番 号 措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置 上野村特用林産物活性化対策事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 上野村

交付金事業実施場所 群馬県多野郡上野村大字川和地内

交付金事業の概要

本村は椎茸の生産量が県内 4位であり、県内でも有数のきのこ生産地となっている。
更に生産量を増加させるために、椎茸生産施設の強化を行っているが、併せて商品の運搬車両の整備も必要とな

る。
生産量の増加や運搬車両の整備ができればきのこセンター職員の増員に繋がり、ひいては村への定住者の増加に繋

がる。
本事業により運搬車両の整備を行い椎茸の出荷量を増加させるものである。

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
日標

交付金事業に関係する主要政策・施策 :

上野村過疎地域自立促進計画 (平成 28年度～令和 2年度)

『 2 産業の振興』
(2)その他対策
・ア 農畜産業

村出資の株式会社により経営されるきのこセンターについては、
その経営安定化のため可能な支援を講じていく。

目標 :上野村きのこセンターの職員の増員 (令和元年度 )

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 毎年度評価を実施するため

,,支 り終||夕 I( 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

従業員数 前年
比 2名増

従業員数 前年度
従来員数

成果実績
:

ノヽ

目標値
1

ノヽ
，

乙

達成度 50.0%



交付金事業の成果 日標
及び成果実績

評価年度の設定理由

交付金事業の定性的な成果及び評価等

令和元年 10月 に本村を襲った台風 19号 の影響により生産施設4棟が被災 し、当該事業年度中の復旧が難 し
かったことから、事業年度の生産量は約5%の減産 となった。このため、職員数の増員については、当初想定
より減員 となった。生産施設については令和2年度に復旧予定となることから、生産量の回復が見込まれ、
本年度以降での職員数の増員が見込まれる。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
イ11[

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

配送車両整備

活動実績 ム
ロ

活動見込 ム
ロ

達成度 100.0%

令和元年度 年度 年度 備  考

2,589,418

2,000,000

2,000,000

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
備品購入 指名競争入札 (株)11産サティオ群馬 2,589,418

交付金事業の担当課室 振興課

交付金事業の評価課室 総務課

毎年度PDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施

交付金事業の総事業費
等



別紙
1.事業評価総括表 (令和元年度)

:円 )

/
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措置名番 号 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

地域活性化措置 11野村中ノ沢エ リア遊共等整備 '「 業 上野村 13,167,000 1,500,000|■|■



Ⅱ.事業評価個表 (令和元年度 )

番 号 措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置 上野村中ノ沢エ リア遊具等整備事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 上野村
交付金事業実施場所 群馬県多野郡上野村楢原地内

交付金事業の概要

本村西部区域にある中ノ沢エリアは、森林セラピーロー ドに認定された中ノ沢源流域自然散策路など、手
つかずの自然が残されている場所である。

中ノ沢エリア散策の拠点として上野村森林機能活用研修施設や浜平温泉しおじの湯を整備 し、集客に努め
ているが、更なる交流人口の増加のため、自然の中で子どもたちが体を動かせるよう遊具等の整備を行う。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策 :

上野村過疎地域自立促進計画 (平成 28年度～令和 2年度)

『 2 産業の振興』
(2)その他対策
・力 観光業

従来の見るだけの観光から、体験、体感する観光へとニーズが変化する中、
上野村の自然、文化を生かした体験メニューを充実させ、体験ツアーの受入
を積極的に進めていく。

目標 :

施設利用者数 前年比 10%増  (令和2年度)

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 毎年度評価を実施するため

成果 目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
成果実績

I

ノヽ 1,094

目標値
1

ノヽ 1,200

達成度 % 91.2%

施設利用者のベ

人数 前年比
10%増

施設利用者のベ

人数



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

毎年度PDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施
交付金事業の定性的な成果及び評価等

台風19号による災害や新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、日標値を下回る結果 となった。令和2

年度においては、感染症対策のため6月 末まで施設を開鎖 していた り、夏期休暇の短縮等の影響を受け、さ
らに利用者が減少することが予想 される。本年度は新たに施設のホームページを作成するなどして広 くPRを
行い、感染症対策に配慮 しつつ利用率の向上を図りたい。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
4111

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年 度

遊具等整備

活動実績 箇所

活動見込 箇所

達成度 100.0%

交付金事業の総事業費
等

令和元年度 年 度 年度 備 =L生
F́ラ

13,167,000

1,500,000

1,500,000

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
施設整備 指名競争入札 新 日東 (株 ) 13,167,000

交付金事業の担当課室 振興課

交付金事業の評価課室 総務課




