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別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

5 門出石黒線 　新潟県 23,069,200 14,219,000

4 田代小国線 　新潟県 48,374,700 35,000,000

3 柏崎高浜堀之内線・坂田２工区 　新潟県 35,192,300 32,000,000

2 荒浜中田線 　新潟県 94,871,248 39,000,000

（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

1 住吉上館線 　新潟県 101,892,522 47,748,000
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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

1
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

住吉上館線

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
  新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和6年度）
    Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　　１安全に安心して暮らせる新潟
       （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新発田市北蓑口～西蓑口地内

交付金事業の概要

本路線は、国道7号や国道460号へのアクセスや地域住民の生活道路として通学路の役割も
担っていますが、幅員狭小かつ線形不良であり、現道拡幅が困難なため、バイパス整備を
実施するものです。
　事業期間：平成24年度～令和7年度
　全体計画：L=874.6m、W=6.0（8.5～11.0）m
　本年度　：用地補償　N=１式
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事業開始年度 平成24年度 事業終了（予定）年度 令和8年度

事業期間の設定理由 令和8年度の完成を予定しているため。

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9年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
事業期間の終期の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

事業全体延長874.6mに対する道路改築は着工していませんが、本交付金の活用により事業
用地の用地補償を行い、全体事業費に対する進捗率は35.5％になりました。次年度は住吉
上館線の現道部の道路拡幅と歩道整備及び、バイパス整備を行うための用地補償を行うこ
とにより、幅員狭小かつ線形不良による交通障害及び歩行者の安全が確保されていない状
態が解消され、通過交通の交通転換等による道路利用者の安全・安心が向上されるよう、
計画的な事業執行に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

14.3
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

進捗率
活動実績 ％ 1.1 6.7 14.3
活動見込 ％ 1.1

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

6.7
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交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 8,249,040 31,538,984 101,892,522

うち経済産業省分 4,815,000 31,538,984 47,748,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,815,000 31,538,984 47,748,000 H24～R1年度総事業費

うち文部科学省分 270,245,899

交付金事業の担当課室 土木部道路建設課

交付金事業の評価課室 土木部道路建設課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
用地補償 随意契約 地権者4名 101,892,522
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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
  新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和6年度）
    Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　　１安全に安心して暮らせる新潟
       （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 柏崎市荒浜～刈羽郡刈羽村正明寺地内

交付金事業の概要

本路線は、柏崎市荒浜と刈羽村及び柏崎刈羽原子力発電所を結ぶ路線です。海岸部から国道8号
への連絡道路として利用者が多く、路線バスを含む大型車両の通行も多いですが、幅員狭小と
縦断勾配不良のため、道路拡幅及び縦断勾配整正を実施するものです。
　事業期間：平成25年度～令和4年度
　全体計画：L=1,300.0m、W=6.0（8.5）m
　本年度　：道路改良工　L=278m、物件補償　N=1式

2
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

荒浜中田線

番号 措置名 交付金事業の名称
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交付金充当額 50,000,000 15,000,000 39,000,000 H25～R1年度総事業費

うち文部科学省分 493,132,750

総事業費 98,866,181 57,186,000 94,871,248

うち経済産業省分 50,000,000 15,000,000 39,000,000

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

9.3

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

14.9
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

進捗率
活動実績 ％ 14.7 9.3 14.9
活動見込 ％ 14.7

事業期間の設定理由 令和4年度の完成を予定しているため。

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7年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」の終期の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

本交付金の活用により、事業全体延長1300mに対する進捗率は46.9%になりました。次年度も、
荒浜中田線の道路拡幅及び縦断勾配整正を行うことにより、すれ違い困難と縦断勾配不良が解
消され、道路利用者の安全・安心が向上されるよう、計画的な事業執行に努めます。

事業開始年度 平成25年度 事業終了（予定）年度 令和4年度
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交付金事業の担当課室 土木部道路建設課

交付金事業の評価課室 土木部道路建設課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
道路改良工 指名競争入札 石高建設(株) 73,653,800

支障物件移転補償 随意契約 柏崎市長 21,217,448

交付金事業の契約の概要
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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
  新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和6年度）
    Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　　１安全に安心して暮らせる新潟
       （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 柏崎市西山町坂田地内

交付金事業の概要

本路線は、長岡市と柏崎市を結ぶ主要幹線道路で大型車の交通量が多い路線ですが、堆雪
帯がないため冬期間の積雪で幅員が狭くなり、路線バスや大型車のすれ違いに困難が生じ
ていることから、道路拡幅を実施するものです。

　事業期間：平成27年度～令和6年度
　全体計画：L=630.0m、W=6.0（8.5）m
　本年度　：道路改良工　L=184m

3
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

柏崎高浜堀之内線・坂田２工区

番号 措置名 交付金事業の名称
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交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

17.8

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

11.2
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

進捗率
活動実績 ％ 12.0 17.8 11.2
活動見込 ％ 12.0

事業期間の設定理由 令和6年度の完成を予定しているため。

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7年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」の終期の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

本交付金の活用により、事業全体延長630mに対する進捗率は40.5％になりました。次年度
も柏崎高浜堀之内線の道路拡幅を行うことにより堆雪帯を確保することで、冬期間の交通
障害が解消され、道路利用者の安全・安心が向上されるよう、計画的な事業執行に努めま
す。

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和6年度
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交付金事業の担当課室 土木部道路建設課

交付金事業の評価課室 土木部道路建設課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
道路改良工 指名競争入札 （株）植木組柏崎支店 35,192,300

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 18,000,000 12,000,000 32,000,000 H27～R1年度総事業費

うち文部科学省分 184,907,589

総事業費 49,227,292 72,925,920 35,192,300

うち経済産業省分 18,000,000 12,000,000 32,000,000

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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
  新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和6年度）
    Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　　１安全に安心して暮らせる新潟
       （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 柏崎市南条地内

交付金事業の概要

本路線は、柏崎市南条地内を通り、長岡市小国町法坂へ至る路線です。国道252号と国道291号を
結ぶ連絡道路として利用されますが、幅員狭小、線形不良のため、自動車の円滑な交通が確保さ
れておらず、また、歩道がなく通学児童が危険にさらされていることから、道路拡幅及び線形改
良、歩道整備を実施するものです。

　　事業期間：平成27年度～令和4年度
　　全体計画：L=640m、W=6.0（10.0）m
　　本年度　：道路改良工　L=141m、舗装工　L=141m

4
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

田代小国線

番号 措置名 交付金事業の名称
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交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

14.6

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

24.1
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

進捗率
活動実績 ％ 1.8 14.6 24.1
活動見込 ％ 1.8

事業期間の設定理由 令和4年度の完成を予定しているため。

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7年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」の終期の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

本交付金の活用により、事業全体延長640mに対する進捗率は44.4％になりました。次年度も田代
小国線の道路拡幅及び線形改良、歩道整備を行うことにより、幅員狭小、線形不良、歩道未整備
が解消され、道路利用者の安全・安心が向上されるよう、計画的な事業執行に努めます。

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和4年度
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交付金事業の担当課室 土木部道路建設課

交付金事業の評価課室 土木部道路建設課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
道路改良工 指名競争入札 （株）石塚組 39,006,000
舗装工 指名競争入札 （株）植木組柏崎支店 9,368,700

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 0 26,000,000 35,000,000 H27～R1年度総事業費

うち文部科学省分 112,196,681

総事業費 4,442,367 29,913,840 48,374,700

うち経済産業省分 0 26,000,000 35,000,000

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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
  新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和6年度）
    Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　　１安全に安心して暮らせる新潟
       （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 柏崎市高柳町門出地内

交付金事業の概要

本路線は、第二次緊急輸送道路である国道353号と主要地方道松代高柳線を結び、旧高柳町中心
部につながる道路ですが、幅員狭小と線形不良のため、道路拡幅及び線形改良を実施するもので
す。

　　事業期間：平成27年度～令和8年度
　　全体計画：L=533m、W=5.5（8.5）m
　　本年度　：用地測量　N=1式

5
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

門出石黒線

番号 措置名 交付金事業の名称
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交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

5.2

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

5.6
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

進捗率
活動実績 ％ 1.8 5.2 5.6
活動見込 ％ 1.8

事業期間の設定理由 令和8年度の完成を予定しているため。

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9年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
事業期間の終期の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

事業全体延長533mに対する道路改築は着工していませんが、本交付金の活用により調査設計を行
い、全体事業費に対する進捗率は17.8％になりました。次年度も引き続き道路拡幅及び線形改良
を行うための調査設計を行うことにより、幅員狭小と線形不良が解消され、道路利用者の安全・
安心が向上されるよう、計画的な事業執行に努めます。

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和8年度
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交付金事業の担当課室 土木部道路建設課

交付金事業の評価課室 土木部道路建設課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
用地測量 指名競争入札 新潟県上越国土測量（株） 23,069,200

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 7,975,800 14,000,000 14,219,000 H27～R1年度総事業費

うち文部科学省分 78,678,520

総事業費 7,975,800 17,908,560 23,069,200

うち経済産業省分 7,975,800 14,000,000 14,219,000

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考
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別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

県立屋内総合プール運営・維持管理費 　新潟県 137,657,756

新潟県立大学運営費交付金 　新潟県 45,000,000

84,500,000

9,095,000福祉対策措置

　新潟県 219,250,000 219,250,000

企業誘致推進事業 　新潟県

52,463,7192

3

5 企業誘致に係る補助金

4 動物愛護センター運営費 　新潟県 10,469,349

公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

（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

1 新潟県立看護大学運営費交付金 　新潟県 41,426,834 35,000,000

8 にいがた産業創造機構運営費（賃借料） 　新潟県 67,666,584 54,000,000

企業導入・産業活性
化措置

6 県営産業団地等に係る補助金 　新潟県 48,865,000 48,330,000

7 10,900,696 10,848,000

9 地域活性化措置 ネスパス運営費等補助金 　新潟県 148,500,000 79,888,000
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 上越市新南町

交付金事業の概要

新潟県立看護大学維持管理運営費（光熱水費11か月分）、委託費（校舎管理業務、樹木等
維持管理業務、空調設備保守点検業務12か月分）

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和６年度）に基づき、多様に変化する人々の
健康と福祉のニーズに柔軟に対応できる人材を育成するため、電源立地地域対策交付金を
活用し、新潟県立看護大学の運営法人に対して運営費交付金を交付することにより、必要
な教育体制の充実を図る取組等を推進します。

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

新潟県立看護大学運営費交付金

番号
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事業期間の設定理由 －
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

目標値 倍 4.3

達成度 ％ 95.3%

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

【主要政策・施策】
新潟県総合計画「～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」(平成30年～令和６年度)
第4章Ⅲ　県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟
1-(1)　将来の夢や希望を育みかなえる教育の推進
③魅力ある高等教育環境の充実
２　政策の展開・取り組み
　県内高等教育機関が、更なる魅力向上を図り、県内外の高校生等から一層選ばれる高等
教育機関となるとともに、知の拠点として地域から一層必要とされるよう、地域の活性化
や新潟県の将来を担う人材の育成などを通じ、地域の発展に貢献します。
　新潟県立看護大学については、多様に変化する人々の健康と福祉のニーズに柔軟に対応
できる人材を育成するため、必要な教育体制の充実を図る取組を推進します。また、看護
職へのリカレント教育やＵターン者支援等を含め、看護人材の定着を促す取組を支援する
とともに、研究成果を積極的に社会に還元する取組を推進します。

【目標】
県内大学の志願倍率
現状　　　　3.4倍(H30年度)
中間目標値　3.7倍(R2年度)
最終目標値　3.8倍(R6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

成果実績 倍 4.1令和２年度
入試志願倍
率　4.3倍
（一般選
抜）

志願者数/定
員
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交付金充当額 35,000,000 35,000,000 35,000,000

うち文部科学省分 0 0 0

総事業費 40,105,582 41,177,349 41,426,834

うち経済産業省分 35,000,000 35,000,000 35,000,000

H29～R1年度総事業費

122,709,765

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

281 280
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

平常に運営できた日
（開校日数）

活動実績 日 282 281 280
活動見込 日 282

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

成果実績を測定次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

機関名：新潟県公立大学法人評価委員会（看護大部会）
構成員：新潟大学名誉教授、石川県立看護大学名誉教授、株式会社代表取締役、公認会計
士・税理士
評価内容：地方独立行政法人法第78条の2の規定及び当該規定に基づき定められた県規則に
基づき、前年度実施の業務実績を委員会で評価し、知事・議会に報告、公表。
教育、研究、地域・国際等の項目ごとに、定性的・定量的な目標をそれぞれ設定してお
り、年度計画の指標を達成の場合は4段階のうち上から1番目の評価となります。志願者倍
率に関しては、目標値である4.1倍を概ね達成（80％～100％）しているため4段階のうち上
から2番目の評価となる見込みです。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
有
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交付金事業の担当課室 総務管理部大学・私学振興課

交付金事業の評価課室 総務管理部大学・私学振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
新潟県立看護大学運営費交付金 補助 公立大学法人新潟県立看護大学 41,426,834

交付金事業の契約の概要
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市東区海老ケ瀬

交付金事業の概要

新潟県立大学維持管理運営費（光熱水費11か月分）、委託費（校舎総合管理業務、空調設
備保守点検業務12か月分）

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和6年度）に基づき、グローバルな視点から地
域づくりを担う中核的な人材を育成するため、電源立地地域対策交付金を活用し、新潟県
立大学の運営法人に対して運営費交付金を交付することにより、必要な教育体制の充実を
図る取組等を推進します。

2
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

新潟県立大学運営費交付金

番号 措置名 交付金事業の名称
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事業期間の設定理由 －
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

令和2年度入
試志願倍率
8.6倍

志願者数/定
員

成果実績 倍 6.8

目標値 倍 8.6

達成度 ％ 79.1%

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

【主要政策・施策】
新潟県総合計画「～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」(平成30年度～令和6年度）
第4章　Ⅲ　県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟
1－(1)　将来の夢や希望を育みかなえる教育の推進
③魅力ある高等教育環境の充実
２　政策の展開・取組
　県内高等教育機関が、更なる魅力向上を図り、県内外の高校生等から一層選ばれる高等
教育機関となるとともに、知の拠点として地域から一層必要とされるよう、地域の活性化
や新潟県の将来を担う人材の育成などを通じ、地域の発展に貢献します。
　新潟県立大学については、グローバルな視点から地域づくりを担う中核的な人材を育成
するため、必要な教育体制の充実を図る取組を推進します。また、産学官連携や地域連携
を推進するとともに、公開講座等の開催を通じて、これまで培った教育研究成果や社会の
要請に対応した地域に還元する取組を推進します。

【達成目標】
県内大学の志願倍率
現状値　3.4倍（平成30年度）
中間目標値　3.7倍（令和2年度）
最終目標値　3.8倍（令和6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
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交付金充当額 45,000,000 45,000,000 45,000,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 158,038,845

総事業費 51,195,909 54,379,217 52,463,719

うち経済産業省分 45,000,000 45,000,000 45,000,000

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

261

評価に係る第三者機関等の活用の有無
有

260
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

平常に運営できた日
（開校日数）

活動実績 日 264 261 260
活動見込 日 264

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

成績実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
機関名：新潟県公立大学法人評価委員会（県立大学部会）
構成員：青山学院大学国際政治経済学部教授、学習院大学副学長･国際社会科学部教授、東
京大学大学院法学政治学研究科教授、株式会社常務取締役、公認会計士･税理士
評価内容：地方独立行政法人法第78条の2の規定及び当該規定に基づき定められた県規則に
基づき、前年度実施の業務実績を委員会で評価し、知事･議会に報告、公表します。教育、
研究、地域･国際等の項目ごとに、定性的･定量的な目標をそれぞれ設定し、年度計画を上
回る場合は5段階のうち上から1番目又は2番目の評価となります。志願者倍率に関しては、
成果目標である8.6倍を下回っており、下から2番目の評価となる見込みです。学部の新
設、既存学科の定員増が影響したものと考えられます。
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交付金事業の担当課室 総務管理部大学・私学振興課

交付金事業の評価課室 総務管理部大学・私学振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
新潟県立大学運営費交付金 補助 公立大学法人新潟県立大学 52,463,719

交付金事業の契約の概要
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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
　「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」
　　Ⅲ　県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟
　　　１県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟
　　　　1-（３）スポーツと文化の振興
　　　　①　スポーツを通じた豊かな生活の実現
　　　　　・県立社会体育施設をはじめとしたスポーツ施設や学校体育施設
　　　　　　について、身近で気軽にスポーツを行える場の提供につながる
　　　　　　よう、利用者の視点を踏まえ整備・利活用を促進する。なお、
　　　　　　新たな施設の整備に当たっては、利用見込などの施設のニーズ
　　　　　　や整備費用などについて、詳細なデータを収集するとともに、
　　　　　　県民の様々なご意見をお聞きしながら、幅広い観点から研究し
　　　　　　ていく。
目標：
本県成人の　現状　　　40.7%（平成30年度）
週１日以上　中間目標　50.0%（令和２年度）
のスポーツ　最終目標　65.0%（令和６年度）
実施率

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 長岡市長倉町

交付金事業の概要

県立長岡屋内総合プール指定管理料の光熱水費(電気・ガス・上下水道12か月分）

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和6年度）に基づき、 スポーツを通じた豊か
な生活を実現するため、電源立地地域対策交付金を活用し、県立長岡屋内総合プールの運
営に必要な光熱水費に充当することにより、各種大会の開催や競技力向上のほか、生涯ス
ポーツ活動の拠点として県民の健康維持・増進を促進します。

3
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

県立屋内総合プール運営・維持管理費

番号 措置名 交付金事業の名称
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交付金充当額 84,500,000 84,500,000 84,500,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 396,345,488

総事業費 127,745,215 130,942,517 137,657,756

うち経済産業省分 84,500,000 84,500,000 84,500,000

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

304

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

305
達成度 ％ 100.0% 100.0% 96.1%

令和元年度

開設日数
活動実績 日 303 304 293
活動見込 日 303

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

令和元年度
の利用者数
を過去5年間
の平均利用
者数
(203,580人)
程度に維持
する。

令和元年度
の利用者数

成果実績 人 197,648

目標値 人 203,580

達成度 ％ 97.1%

評価年度の設定理由

事業終了年度の翌年度に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

新型コロナウイルス感染拡大対策による臨時閉館等を行った結果、利用者数は目標値に届
きませんでしたが、交付金を活用し、施設運営の安定を図ることで各種大会の開催や競技
力向上の他、生涯スポーツ活動の拠点として県民の健康維持・増進に寄与することができ
ました。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度
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交付金事業の担当課室 県民生活・環境部スポーツ課

交付金事業の評価課室 県民生活・環境部スポーツ課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

整備・運営事業
一般競争入札
（総合評価）

PFI長岡屋内総合プール
(株)

令和元年度分
　　   137,657,756
総額
　　11,313,568,063
　（H17.7.15～R5.3.31）

交付金事業の契約の概要
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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
「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」（2018（平成30）年度～2024
（令和6）年度）
　政策展開の基本方向Ⅰ　安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　２　県民すべてが生き生きと暮らせる新潟
　　（３）住み慣れた地域で自立した生活が続けられる福祉の充実
　　　　④人と飼養される動物が共に幸せに暮らすこころ豊かな社会の実現
　　　　・適正飼養を普及し、引き取らざるを得ない動物を減らすとともに、命の
　　　　　大切さや他者への理解を深める取組を進め、人と動物が共に幸せに暮ら
　　　　　すこころ豊かな社会を実現する。
目標：
猫の殺処分率（収容中の死亡を含む）　令和2年度　36％（中間目標）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和6年度　30％（最終目標）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 長岡市関原町１丁目

交付金事業の概要

動物愛護センターの委託費（動物搬送業務12か月分）、医薬材料費、光熱水費（電気、上
下水道、ガス10か月分）

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和6年度）に基づき、県民の動物に関する知識
及び動物愛護への理解を深めるため、電源立地地域対策交付金を活用し、人と動物が共生
する心豊かな社会づくりを実現し、犬・猫の収容数削減及び譲渡数増加を図ります。

4 福祉対策措置 動物愛護センター運営費

番号 措置名 交付金事業の名称
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交付金充当額 9,743,000 9,098,000 9,095,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 31,959,814

総事業費 11,314,821 10,175,644 10,469,349

うち経済産業省分 9,743,000 9,098,000 9,095,000

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30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 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

光熱水費の充当月
活動実績 月 10 10 10
活動見込 月 10

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 令和元年度

猫の殺処分
率　36％

猫の殺処分
率：処分数
÷収容数×
100

成果実績 % 34

目標値 % 36

達成度 ％ 105.9%

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

猫の殺処分率は前年度(41%）に比べ7ポイント減少し、令和２年度までに36%に低下させる
目標を既に達成しています。引き続き事業を実施することにより、犬・猫の収容数及び殺
処分数の更なる削減を図ります。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度



別紙６

交付金事業の担当課室 福祉保健部生活衛生課

交付金事業の評価課室 福祉保健部生活衛生課

上下水道料金 随意契約 長岡市 239,410
都市ガス料金 随意契約 北陸ガス（株） 74,810

医薬品等消耗品購入 随意契約 サカイ・メディカル　他５社 1,352,050
電気料金 随意契約 東北電力（株） 3,287,679

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
動物搬送業務委託 一般競争入札 （株）渡辺ビルサービス 5,515,400

交付金事業の契約の概要
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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

新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（2018（平成30）年度～2024（令和
６）年度）
第４章２－（２）多様な雇用の場の確保と働きやすい環境づくり
① 魅力ある多様な雇用の場の創出と情報発信によるマッチング強化
【目標値】
・県内における企業立地に伴う新規雇用計画人数：6,000人を上回る（2017～2024年度累
計）

②企業誘致の推進
【目標値】
・県内における企業立地件数：600件を上回る（2017～2024年度累計）
・地域未来投資促進法に基づく企業立地１件当たりの付加価値額：325百万円を上回る
（2021～2024年度平均）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 上越市頸城区上吉ほか３件

交付金事業の概要

工場や研究開発施設を設置する企業１社及び工場団地基盤整備を実施する３市に補助金を
交付

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和6年度）に基づき、 企業誘致を推進するた
め、電源立地地域対策交付金を活用し、県営産業団地等において工場等を新増設し操業を
開始した誘致企業に対して設備投資額に応じて補助金を交付すること、また市町村が実施
する工場団地の基盤整備事業に対して補助金を交付することにより、県内における企業立
地件数の増加に努めます。

5 企業導入・産業活性化措置 企業誘致に係る補助金

番号 措置名 交付金事業の名称
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交付金充当額 138,810,000 226,367,000 219,250,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 596,427,000

総事業費 150,810,000 226,367,000 219,250,000

うち経済産業省分 138,810,000 226,367,000 219,250,000

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

5

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

5
達成度 ％ 60.0% 100.0% 80.0%

令和元年度

補助金交付件数
活動実績 件 3 5 4
活動見込 件 5

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 令和元年度

新規雇用者
数　2,710人

新規雇用者
数

成果実績 人 2,468

目標値 人 2,710

達成度 ％ 91.1%

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

一部見込んでいた事業が行われなかったため目標値には満たなかったものの、本事業に交
付金を充当することにより、企業誘致の促進が図られ、2,468名の雇用創出、県民所得の向
上が図られました。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度
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交付金事業の評価課室 産業労働部産業立地課

補助 県央土地開発公社 19,250,000

交付金事業の担当課室 産業労働部産業立地課

補助金交付 補助 長岡地域土地開発公社 50,000,000
(新潟県工場団地基盤整備事業補助金) 補助 県央土地開発公社 50,000,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

補助金交付
(産業立地促進事業補助金)

補助 新潟太陽誘電㈱ 100,000,000

交付金事業の契約の概要
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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

新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（2018（平成30）年度～2024（令和
６）年度）
第４章２－（２）多様な雇用の場の確保と働きやすい環境づくり
①魅力ある多様な雇用の場の創出と情報発信によるマッチング強化
【目標値】
・県内における企業立地に伴う新規雇用計画人数：6,000人を上回る（2017～2024年度
累計）
②企業誘致の推進
【目標値】
・県内における企業立地件数：600件を上回る（2017～2024年度累計）
・地域未来投資促進法に基づく企業立地１件当たりの付加価値額：325百万円を上回る
(2021～2024年度平均）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県

交付金事業実施場所
新潟東港工業地帯（新潟市北区太郎代、聖籠町大字蓮潟）、県営南部産業団地（上越市石
橋新田）、県営中部産業団地（見附市新幸町）、県営東部産業団地（阿賀野市かがや
き）、新潟中条中核工業団地（胎内市清水）

交付金事業の概要

県営産業団地等に立地する企業28社に補助金を交付

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和6年度）に基づき、 企業誘致を推進するた
め、電源立地地域対策交付金を活用し、県営産業団地等に立地した企業に対する電気料金
相当額の一部を補助し、県内における企業立地件数の増加に努めます。

6 企業導入・産業活性化措置 県営産業団地等に係る補助金
番号 措置名 交付金事業の名称
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契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
補助金交付 補助 ㈱プロテックエンジニアリング 750,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 32,765,000 41,880,000 48,330,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 126,262,000

総事業費 35,517,000 41,880,000 48,865,000

うち経済産業省分 32,765,000 41,880,000 48,330,000

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

28

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

30
達成度 ％ 82.1% 89.3% 93.3%

令和元年度

補助金交付企業数
活動実績 社 23 25 28
活動見込 社 28

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 令和元年度

本補助金に
より雇用機
会の拡充又
は雇用維持
がなされた
人数 90人

補助対象工
場新規常用
雇用者数

成果実績 人 84

目標値 人 90

達成度 ％ 93.3%

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

本事業に交付金を充当することにより、企業誘致の促進が図られ、84名の雇用機会の創出
と維持、県民所得の向上が図られました。(当該年度において新規補助対象として計上した
企業について、竣工の遅れ等があったため成果指標との差が生じたもの）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度
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交付金事業の評価課室 産業労働部産業立地課

補助金交付 補助 (有)日本海ファーム 890,000

交付金事業の担当課室 産業労働部産業立地課

補助金交付 補助 ㈱産業運輸 158,000
補助金交付 補助 東洋濾紙㈱ 2,130,000

補助金交付 補助 美野里運送倉庫㈱ 296,000
補助金交付 補助 ㈱三幸 2,625,000

補助金交付 補助 ヤマト特殊鋼㈱ 966,000
補助金交付 補助 (有)エムテック 1,380,000

補助金交付 補助 東日本エア・ウォーター物流㈱ 612,000
補助金交付 補助 ㈱スノーピーク 2,434,000

補助金交付 補助 三友工業㈱ 904,000
補助金交付 補助 全国農業協同組合連合会 1,728,000

補助金交付 補助 ㈱アイテック 1,048,000
補助金交付 補助 新潟郵便輸送㈱ 418,000

補助金交付 補助 ㈱池田機工 4,912,000
補助金交付 補助 日本梱包運送倉庫㈱ 306,000

補助金交付 補助 ㈱セキノ興産 544,000
補助金交付 補助 FURUKAWA CERAMICS㈱ 2,414,000

補助金交付 補助 ㈱ジャムコ 3,066,000
補助金交付 補助 ㈱サンエコー 1,597,000

補助金交付 補助 藤中工業㈱ 2,187,000
補助金交付 補助 ㈱壱成 663,000

補助金交付 補助 ㈱ヤマシタ 3,082,000
補助金交付 補助 ㈱サカタ製作所 1,554,000

補助金交付 補助 ㈱セキヤ 960,000
補助金交付 補助 山ス流通サービス㈱ 3,301,000

補助金交付 補助 ㈱ひまわり食品 3,336,000
補助金交付 補助 ㈱小国製麺 4,604,000
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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

7 企業導入・産業活性化措置 企業誘致推進事業

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

新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（2018（平成30）年度～2024（令和
６）年度）
第４章２－（２）多様な雇用の場の確保と働きやすい環境づくり
①魅力ある多様な雇用の場の創出と情報発信によるマッチング強化
【目標値】
・県内における企業立地に伴う新規雇用計画人数：6,000人を上回る（2017～2024年度
累計）
②企業誘致の推進
【目標値】
・県内における企業立地件数：600件を上回る（2017～2024年度累計）
・地域未来投資促進法に基づく企業立地１件当たりの付加価値額：325百万円を上回る
(2021～2024年度平均）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市中央区新光町ほか２件

交付金事業の概要

企業誘致を推進するためのダイレクトメール兼アンケート調査に係る経費、嘱託員報酬
（２名・12か月分）、企業情報収集に係る経費

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和6年度）に基づき、 産業構造の高度化・高
付加価値化と良質な雇用の創出のため、電源立地地域対策交付金を活用し、東京事務所及
び大阪事務所に企業誘致担当職員を配置し、企業情報の収集や企業訪問等による誘致活動
等を展開します。

事業期間の設定理由 －
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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 令和元年度

地域未来投
資促進法に
基づく事業
計画の認定
件数　75件

地域未来投
資促進法に
基づく事業
計画の認定
件数

成果実績 件 53

目標値 件 75

達成度 ％ 70.7%

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

認定件数は目標に達しませんでしたが、認定された企業は魅力的な雇用の場を提供し、高
い付加価値を生んでいます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

24
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

企業誘致担当職員（嘱託
員２名）の雇用月数

活動実績 人月 24 24 24
活動見込 人月 24

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

24

総事業費 13,820,768 11,437,717 10,900,696

うち経済産業省分 13,762,000 11,396,000 10,848,000

交付金充当額 13,762,000 11,396,000 10,848,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 36,159,181
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交付金事業の契約の概要

アンケート返信封筒郵送料 随意契約 日本郵便㈱ 157,843
アンケート対象企業抽出及びタックシール印刷 随意契約 (株)帝国データバンク新潟支店 414,720

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
アンケート用封筒印刷 随意契約 小田㈱ 383,940

企業訪問活動費（職員旅費） 随意契約 誘致担当職員11名 1,131,349
企業誘致嘱託員報酬（東京事務所） 雇用 嘱託員１名 3,787,320

業界紙購入（産業立地課） 随意契約 (株)日経ＢＰマーケティング　他４件 823,148
業界紙購入（東京事務所） 随意契約 ㈱重化学工業通信社他５社 415,056

交付金事業の評価課室 産業労働部産業立地課

企業誘致嘱託員報酬（大阪事務所） 雇用 嘱託員１名 3,787,320

交付金事業の担当課室 産業労働部産業立地課
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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

【主要政策・施策】
新潟県総合計画（平成30年度～令和6年度）
　政策展開の基本方向（政策の柱・体系）
　　Ⅱ　地域経済が元気で活力のある新潟
　　　２　活力のある新潟
　　　　（１）挑戦する人や企業が生まれ、集まる環境の整備
　　　　　　②意欲ある企業等への支援による県内産業の活性化
　　　　　　　■ 高い付加価値を生み出す企業の創出・成長促進
　　　　　　　■ 県内企業の海外展開支援
　　　　　　　■ 県内企業の国内販路開拓支援

  平成29年度から令和2年度までの４年間を第５期中期目標期間とし、目標期間で、起業・
創業を支援した企業を160社以上、既存産業からの第二創業や新分野進出・新商品開発等を
行った企業を420社以上、育成・支援企業数を7200社以上とする。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市中央区万代島

交付金事業の概要

公益財団法人にいがた産業創造機構運営費交付金（フロア賃借料（12か月分）、電気料金
（11か月分）、専有室管理業務委託（12か月分））

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～36年度）に基づき、県内産業を活性化するため
、電源立地地域対策交付金を活用し、(公財)にいがた産業創造機構の運営に必要な経費を
補助することにより、県内企業の経営革新及び次世代をリードする産業の形成等を促進し
ます。

8 企業導入・産業活性化措置 にいがた産業創造機構運営費（賃借料等）

番号 措置名 交付金事業の名称
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評価に係る第三者機関等の活用の有無
有

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

育成・支援
企業数
1800社以上

育成・支援
企業数

成果実績 社 1,100

目標値 社 1,800

達成度 ％ 61.1%

評価年度の設定理由

毎年度事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

機関名：NICO業績評価委員会
構成員：新潟大学人文社会科学系長　永井 雅人
        日本政策金融公庫 新潟支店 支店長　中村 貴修
　　　　新潟日報社 論説編集委員　相田　晃
　　　　クリーンテクノロジー㈱ 代表取締役社長　西澤 和夫
　　　　㈱スマイルファーム 代表取締役　安達 里枝
　　　　㈱南雲製作所　代表取締役会長　南雲 信介
評価内容： NICOでは、平成29年度から令和2年度までの４年間を第５期中期目標期間
　　　　　とし、目標期間で、起業・創業を支援した企業を160社以上、既存産業から
　　　　　の第二創業や新分野進出・新商品開発等を行った企業を420社以上、育成・
　　　　　支援企業数を7200社以上とする数値目標を設定している。また、支援企業
　　　　　に対するアンケート調査を実施。これらの結果を業績評価委員会に諮り、
　　　　　評価を受け、その結果を公表している。育成・支援企業数については、目
　　　　　標を達成していないものの、「支援企業の評価度も高く、活動は評価でき
　　　　　る」との評価をいただいている。
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交付金事業の担当課室 産業労働部産業政策課

交付金事業の評価課室 産業労働部産業政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
補助金交付 補助 （公財）にいがた産業創造機構 67,666,584

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 54,000,000 54,000,000 54,000,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 206,772,024

総事業費 69,552,720 69,552,720 67,666,584

うち経済産業省分 54,000,000 54,000,000 54,000,000

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

12 12
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

フロア賃借料等の充当月
活動実績 月 12 12 12
活動見込 月 12
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 －

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

【主要政策・施策】
「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」（平成30年度～令和6年度）
　政策展開の基本方向（政策の柱・体系）
　　Ⅱ　地域経済が元気で活力のある新潟
　　　2　活力のある新潟
　　　（1）挑戦する人や企業が生まれ、集まる環境の整備
　　　　　②意欲ある企業等への支援による県内産業の活性化
　　　　　　■ 県内企業の国内販路開拓支援
　　　　　　　○ 県内企業ニーズ等を踏まえつつ、食品や清酒、生活関連製品など
　　　　　　　　本県産業の強みを活かしながら、関係団体等と連携し、情報発信や
　　　　　　　　販路開拓支援に取り組む。
【目標】
１人当たり県民所得：300万円（令和6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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 東京都渋谷区神宮前4-11-7

交付金事業の概要

表参道・新潟館ネスパス運営費等補助金（家賃賃借料（11か月分））

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和6年度）に基づき、 本県の魅力等をPRする
ため、電源立地地域対策交付金を活用し、(公財）にいがた産業創造機構が展開するアンテ
ナショップ「表参道・新潟館ネスパス」の運営に必要な経費を補助し、県産品の販売や観
光客の誘客等を促進します。

9 地域活性化措置 ネスパス運営費等補助金

番号 措置名 交付金事業の名称
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交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

11

評価に係る第三者機関等の活用の有無
有

11
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

建物賃借料の充当月
活動実績 月 11 11 11
活動見込 月 11

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

ネスパス年
間入館者数
100万人

ネスパス年
間入館者数

成果実績 人 1,006,182

目標値 人 1,000,000

達成度 ％ 100.6%

評価年度の設定理由

毎年度事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施しています。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

機関名：表参道・新潟館ネスパス運営委員会
構成員：新潟県旅館ホテル組合［観光］、新潟県産業労働部［行政］のほか、広報や流通
関連企業、地元商店街、消費者などの代表7名で構成。
評価内容：ネスパス運営委員会では、ネスパスが実施する首都圏に向けた情報発信につい
て、1年間の取組を評価しています。広報、流通、消費者、県内観光などの専門家により、
県産品の物販販売、飲食販売、観光情報の発信などの取組実績・成果について評価し、今
後の運営についても助言を頂いています。
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交付金事業の担当課室 産業労働部商業・地場産業振興課

交付金事業の評価課室 産業労働部商業・地場産業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

補助金交付 補助
公益財団法人

にいがた産業創造機構
148,500,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 79,888,000 79,888,000 79,888,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 0 0 0 442,530,000

総事業費 147,015,000 147,015,000 148,500,000

うち経済産業省分 79,888,000 79,888,000 79,888,000

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考
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別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

10,000,000

4 柏崎高浜堀之内線・坂田 　新潟県 73,777,000 60,000,000

25,621,200

5 県立図書館維持管理費 　新潟県 82,756,333 80,495,000

2 新発田紫雲寺線 　新潟県 20,029,680 10,000,000

1
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

高田停車場線 　新潟県 24,838,000 17,485,852

3 鯨波宮川線 　新潟県

（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



別紙６

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

1
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

高田停車場線

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
  新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和6年度）
    Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　　１安全に安心して暮らせる新潟
       （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟県上越市西城町

交付金事業の概要

　当路線は舗装の劣化が進み交通の繰り返し荷重によって舗装にひび割れが発生していま
す。これまでパッチング等による部分的な修繕を行ってきましたが、近隣住民から舗装の
段差等で発生する振動の苦情もあることから、舗装補修により交通安全確保と沿線の住環
境の改善を図っていきます。
　事業期間：令和元年度
　全体計画：L＝270m、W=14.0m、A=3,780m2
　本年度　：L＝270m、W=14.0m、A=3,780m2



別紙６

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

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7年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由

新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」の終期の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

本事業により、L=270mの舗装補修工事が完了したことにより、舗装のひび割れが解消さ
れ、車両の円滑の交通の確保及び振動解消による沿線住環境の改善を図りました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 ％ 100.0%
補修延長

活動実績 ｍ 270
活動見込 ｍ 270

交付金事業の総事業費
等

令和元年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 令和元年度

総事業費 24,838,000

うち経済産業省分 17,485,852

交付金充当額 17,485,852

うち文部科学省分 0
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交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 土木部道路管理課

交付金事業の評価課室 土木部道路管理課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
舗装工 指名競争入札 福田道路（株）上越支店 24,838,000
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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

2
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

新発田紫雲寺線

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
 新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和6年度）

 Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　１安全に安心して暮らせる新潟

（２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、

課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
の確保を実現します。

目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　 　68.0％（平成29年度）

　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　最終目標値　68.8％（令和6年度）

※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新発田市大字長畑地内

交付金事業の概要

　当路線は舗装の劣化が進み交通の繰り返し荷重によって舗装にひび割れが発生していま
す。これまでパッチング等による部分的な修繕を行ってきましたが、近隣住民から舗装の
段差等で発生する振動の苦情もあることから、舗装補修により交通安全確保と沿線の住環
境の改善を図っていきます。
　事業期間：令和元年度
　全体計画：L＝500m、W=6.5m、A=3,250m2
　本年度　：L＝500m、W=6.5m、A=3,250m2
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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

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7年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由

新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」の終期の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

本事業により、L=500mの舗装補修工事が完了したことにより、舗装のひび割れが解消さ
れ、車両の円滑の交通の確保及び振動解消による沿線住環境の改善を図りました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 ％ 100.0%
補修延長

活動実績 ｍ 500
活動見込 ｍ 500

交付金事業の総事業費
等

令和元年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 令和元年度

総事業費 20,029,680

うち経済産業省分 10,000,000

交付金充当額 10,000,000

うち文部科学省分 0
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交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 土木部道路管理課

交付金事業の評価課室 土木部道路管理課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
舗装工 指名競争入札 フジマ舗道（株） 20,029,680
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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

3
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

鯨波宮川線

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
 新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和6年度）

 Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　１安全に安心して暮らせる新潟

（２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、

課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
の確保を実現します。

目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　 　68.0％（平成29年度）

　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　最終目標値　68.8％（令和6年度）

※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 柏崎市大字吉井地内

交付金事業の概要

　当路線は舗装の劣化が進み交通の繰り返し荷重によって舗装にひび割れが発生していま
す。これまでパッチング等による部分的な修繕を行ってきましたが、近隣住民から舗装の
段差等で発生する振動の苦情もあることから、舗装補修により交通安全確保と沿線の住環
境の改善を図っていきます。
　事業期間：令和元年度
　全体計画：L＝450m、W=8.0m、A=3,600m2
　本年度　：L＝450m、W=8.0m、A=3,600m2
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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

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7年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由

新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」の終期の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

本事業により、L=450mの舗装補修工事が完了したことにより、舗装のひび割れが解消さ
れ、車両の円滑の交通の確保及び振動解消による沿線住環境の改善を図りました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 ％ 100.0%
補修延長

活動実績 ｍ 450
活動見込 ｍ 450

交付金事業の総事業費
等

令和元年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 令和元年度

総事業費 25,621,200

うち経済産業省分 10,000,000

交付金充当額 10,000,000

うち文部科学省分 0
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交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 土木部道路管理課

交付金事業の評価課室 土木部道路管理課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
舗装工 指名競争入札 （株）植木組 柏崎支店 25,621,200
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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

4
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

柏崎高浜堀之内線・坂田

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
 新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和６年度）

 Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　１安全に安心して暮らせる新潟

（２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、

課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
の確保を実現します。

目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）

　中間目標　　68.2％（令和２年度）
　最終目標値　68.8％（令和６年度）

※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 柏崎市西山町坂田地内

交付金事業の概要

本路線は、柏崎市宮川を起点に柏崎市西山町坂田地内を通り、長岡市を経由し魚沼市へ至る路
線です。国道116号と国道8号を結ぶ幹線道路として、利用者が多く、大型車両の通行も多いで
すが、幅員狭小と歩道未整備のため、道路拡幅及び歩道整備を実施するものです。

　事業期間：平成26年度～令和７年度
　全体計画：L=1052m、W=6.0（11.0）m
　本年度　：道路改良工　L=186m、舗装工　L=186m
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事業開始年度 平成26年度 事業終了（予定）年度 令和７年度

事業期間の設定理由 令和７年度の完成を予定しているため。

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８年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

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

評価年度の設定理由
事業期間の終期の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

本交付金の活用により、事業全体延長1052mに対する進捗率は17.7％になりました。次年度も柏
崎高浜堀之内線の道路拡幅及び歩道整備を行うことにより、幅員狭小・歩道未整備が解消さ
れ、道路利用者の安全・安心が向上されるよう、計画的な事業執行に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 ％ 100.0%
進捗率

活動実績 ％ 15.5
活動見込 ％ 15.5
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交付金事業の総事業費
等

令和元年度 備　考

総事業費 73,777,000

交付金充当額 60,000,000 H26～R1年度総事業費

うち文部科学省分 147,328,655

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
道路改良工 指名競争入札 石高建設（株） 55,914,100

うち経済産業省分 60,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の評価課室 土木部道路建設課

舗装工 指名競争入札 （株）日本海舗道 17,862,900

交付金事業の担当課室 土木部道路建設課



別紙６Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

5
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

県立図書館維持管理費

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
「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」(平成30年度～令和６年度）

　Ⅲ　県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟
(2) 地域の産業・社会を支える人づくり

② 生涯学び活躍できる環境づくり
・県民が「だれでも、いつでも、どこでも」学べるよう、社会教育施設を

はじめ様々な学習機会を充実させるとともに、人づくり、地域づくりに
取り組み、学んだ成果を地域の諸課題の解決に有効に活用するなど、生
涯にわたり学び活躍できる循環型の生涯学習社会を実現する。

目標：
県民１人当たりの社会教育関係施設利用回数　現状　　　3.65回／人（平成26年度）

　中間目標　3.85回／人（令和２年度）
　最終目標　4.00回／人（令和６年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市中央区女池南

交付金事業の概要

県立図書館の委託費（清掃業務、施設管理業務、利用者サービス業務、図書館情報システ
ム更新に係る賃貸借及び保守業務11か月分）、光熱水費（電気・ガス・上下水道10か月
分）

新潟県は、新潟県総合計画（平成29年度～令和６年度）に基づき、 県民の学習機会を充実
させるため、電源立地地域対策交付金を活用し、県立図書館の安定的かつ適切な運営を行
い、県民の生涯学習や調査研究、課題解決を支援します。



別紙６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 －

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 令和元年度

貸出冊数
537,050冊

貸出冊数

成果実績 冊 502,595

目標値 冊 537,050

達成度 ％ 93.6%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

-

評価年度の設定理由

事業終了年度の翌年度に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

令和２年３月２日から、新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休館としました。利
用者サービスの向上に努め、結果として目標には達しなかったものの、臨時休館前までの
貸出冊数は昨年度よりも増加しており、利用促進を図ることができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

310
達成度 ％ 100.0% 91.9%

令和元年度

予定外の休館日をゼロと
する

活動実績 日 303 - 285
活動見込 日 303

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 99,643,371 82,756,333

うち経済産業省分 90,000,000 0 80,495,000

交付金充当額 90,000,000 0 80,495,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 182,399,704



別紙６交付金事業の契約の概要

施設管理業務委託 指名競争入札 （株）NKSコーポレーション新潟支店 2,217,450

施設管理業務委託 一般競争入札 （株）NKSコーポレーション新潟支店 21,075,600

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
清掃業務委託 随意契約（再入札不調） （株）新潟ビルサービス 6,948,000

電気料 随意契約（特命） 東北電力（株） 13,604,309

ガス料金 随意契約（特命） 北陸ガス（株） 3,113,712

情報システム更新に係る賃貸策
及び保守業務に関する委託 随意契約（技術提案） 富士通リース（株）新潟営業所 24,220,229

利用者サービス業務委託 一般競争入札 （株）図書館流通センター 10,396,362

交付金事業の評価課室 教育庁生涯学習推進課

水道料 随意契約（特命） 新潟市水道局 1,180,671

交付金事業の担当課室 教育庁生涯学習推進課
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別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

企業導入・産業活性
化措置

1 にいがた産業創造機構運営費（人件費） 　新潟県 264,725,968 249,940,000

（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（令和元年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

1 企業導入・産業活性化措置 にいがた産業創造機構運営費（人件費）

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

【主要政策・施策】
新潟県総合計画（平成30年度～令和6年度）
　政策展開の基本方向（政策の柱・体系）

　Ⅱ　地域経済が元気で活力のある新潟
　２　活力のある新潟

（１）挑戦する人や企業が生まれ、集まる環境の整備
②意欲ある企業等への支援による県内産業の活性化

■ 高い付加価値を生み出す企業の創出・成長促進
■ 県内企業の海外展開支援
■ 県内企業の国内販路開拓支援

  平成29年度から令和2年度までの４年間を第５期中期目標期間とし、目標期間で、起業・
創業を支援した企業を160社以上、既存産業からの第二創業や新分野進出・新商品開発等を
行った企業を420社以上、育成・支援企業数を7200社以上とする。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市中央区万代島5-1

交付金事業の概要
新潟県内企業の経営革新及び次代をリードする産業の形成等を促進するため設立した（公
財）にいがた産業創造機構の運営に必要な経費を交付（うち人件費分）

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

育成・支援
企業数
1800社以上

育成・支援
企業数

成果実績 社 1,100

目標値 社 1,800

達成度 ％ 61.1%

評価年度の設定理由
毎年度の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

機関名：NICO業績評価委員会
構成員：新潟大学人文社会科学系長　永井 雅人

 日本政策金融公庫 新潟支店 支店長　中村 貴修
　新潟日報社 論説編集委員　相田　晃

クリーンテクノロジー㈱ 代表取締役社長　西澤 和夫
㈱スマイルファーム 代表取締役　安達 里枝
㈱南雲製作所　代表取締役会長　南雲 信介

評価内容： NICOでは、平成29年度から令和2年度までの４年間を第５期中期目標期間
　とし、目標期間で、起業・創業を支援した企業を160社以上、既存産業から
　の第二創業や新分野進出・新商品開発等を行った企業を420社以上、育成・
　支援企業数を7200社以上とする数値目標を設定している。また、支援企業
　に対するアンケート調査を実施。これらの結果を業績評価委員会に諮り、
　評価を受け、その結果を公表している。育成・支援企業数については、目
　標を達成していないものの、「支援企業の評価度も高く、活動は評価でき
　る」との評価をいただいている。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
有



624
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

職員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期

間(月))

活動実績 人月 612 624 624
活動見込 人月 612

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

624

総事業費 204,387,465 264,327,547 264,725,968

うち経済産業省分 196,233,000 249,940,000 249,940,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 196,233,000 249,940,000 249,940,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 733,440,980

交付金事業の担当課室 産業労働部産業政策課　

交付金事業の評価課室 産業労働部産業政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
補助金交付 補助 （公財）にいがた産業創造機構 264,725,968
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別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

31,204,053 31,204,053

農業総合研究所作物研究センター職員給与
費

　新潟県

　新潟県農業総合研究所職員給与費

本社機能移転促進補助金 　新潟県

公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

12 産業教育機器近代化設備費 　新潟県

10 美術館職員給与費 　新潟県

13 交通安全施設維持管理費 　新潟県

11 県立学校維持管理費 　新潟県 419,097,094

76,451,772

206,282,452 205,000,000

288,800,000

76,869,000

44,273,660 39,114,000

55,853,096 53,134,000

63,665,000

96,387,173

43,152,000

6 工業技術総合研究所等職員給与費 　新潟県 37,310,350 24,710,000

5 工業技術総合研究所等維持管理費 　新潟県 46,473,138
企業導入・産業活性
化措置

9

7

8

（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

81,964,786

1 住吉上館線 　新潟県 5,599,000 5,000,000
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

2 県立歴史博物館職員給与費 　新潟県 70,923,000

県立歴史博物館施設維持運営事業 　新潟県 73,958,454 61,613,0003

4 公害監視機器等整備事業 　新潟県 17,449,300 5,290,000
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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

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

住吉上館線

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
 新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和６年度）

 Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　１安全に安心して暮らせる新潟

（２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、

課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
の確保を実現します。

目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）

　中間目標　　68.2％（令和２年度）
　最終目標値　68.8％（令和６年度）

※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新発田市北蓑口～西蓑口地内

交付金事業の概要

本路線は、国道７号や国道460号へのアクセスや地域住民の生活道路として通学路の役割も
担っていますが、幅員狭小かつ線形不良であり、現道拡幅が困難なため、バイパス整備を
実施するものです。
　事業期間：平成24年度～令和８年度
　全体計画：L=874.6m、W=6.0（8.5～11.0）m
　本年度　：物件補償　N=１式
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事業開始年度 平成24年度 事業終了（予定）年度 令和８年度

事業期間の設定理由 令和８年度の完成を予定しているため。

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９年度

安心で快適にす
れ違える道路の
割合68.8%

道路改良によ
り、道路幅員が
拡幅された実延
長と全道路実延
長の割合

成果実績 件

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
事業期間の終期の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

事業全体延長874.6mに対する道路改築は着工していませんが、本交付金の活用により事業
用地の用地補償を行い、全体事業費に対する進捗率は35.5％になりました。次年度は住吉
上館線の現道部の道路拡幅と歩道整備及び、バイパス整備を行うための用地補償を行うこ
とにより、幅員狭小かつ線形不良による交通障害及び歩行者の安全が確保されていない状
態が解消され、通過交通の交通転換等による道路利用者の安全・安心が向上されるよう、
計画的な事業執行に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

14.3
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

進捗率
活動実績 ％ 1.1 6.7 14.3
活動見込 ％ 1.1

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

6.7



別紙６

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 8,249,040 51,092,737 5,599,000

うち経済産業省分 4,815,000 35,068,514 5,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,815,000 35,068,514 5,000,000 H24～R1年度総事業費

うち文部科学省分 270,245,899

交付金事業の担当課室 土木部道路建設課

交付金事業の評価課室 土木部道路建設課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
建物補償 随意契約 地権者１名 5,599,000
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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

2
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

県立歴史博物館職員給与費

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

新潟県総合計画
　Ⅱ　地域経済が元気で活力のある新潟

　１　多様な人や文化が交わる賑わいのある新潟
（１）多様な地域資源を活かした交流人口の拡大

③ スポーツと文化を生かした地域づくりによる交流拡大
・地域資源を活かしたスポーツ振興や文化振興により、地域の魅力向上

を図り、その魅力を発信することにより、新潟に対する人々の関心を
高め、交流人口拡大による地域活性化を実現する。

 目標（スポーツ文化目的の観光入込数）
 現状（2017）：38,888千人　中間目標（2020）：44,000千人
 最終目標（2024）：45,000千人

目標（歴史博物館として）
歴史博物館維持管理費に交付金を充当することにより、施設運営に必要な維持管理を行う
ことで安定した運営を行い、年間利用者数10万人を目指すことで新潟県の生涯学習推進を
図ります。
歴史博物館給与費に交付金を充当することにより、施設運営に必要な雇用を確保して安定
した施設運営を行い、新潟県の生涯学習推進を図ります。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 長岡市関原町

交付金事業の概要

新潟県立歴史博物館は、県の歴史・民俗を総合的に紹介する側面と、全国的・世界的視点
から縄文文化を広く研究・紹介する側面をあわせ持った博物館であり、本県の生涯学習推
進に寄与する重要な施設です。よって、安定的に適切な運営を行うことが必要であるた
め、本交付金を職員給与費に充当します。（研究員１４名、行政職員５名の人件費、９ヶ
月分）
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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 －

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 令和元年度

年間利用者
数10万人

県立歴史博
物館の年間
利用者数

成果実績 人 97,274

目標値 人 100,000

達成度 ％ 97.3%

評価年度の設定理由

施設の安定的で適切な運営を交付金事業としていることから、交付金充当年度を評価年度
に設定した。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

機関名：歴史博物館評価委員会
構成員：新潟大学教育学部准教授、新潟市会津八一記念館学芸員、刈羽村立刈羽小学校
長、長岡観光コンベンション協会長、新潟日報長岡支社長、内藤一恵建築設計事務所一級
建築士
評価内容：歴史博物館評価委員会では、「新潟県立歴史博物館評価委員会設置要綱」の規
定に基づき、前年度実施した歴史博物館の機能・取組について自己点検を行い、評価委員
会で検証・評価を受けている。交付金を活用し、安定的で適切な運営に努めることで、成
果指標の達成あるいはそれ以上の成果があった場合の「評価できる」を得ることを目標と
している。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
有
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171
達成度 ％ 96.3% 94.7% 98.8%

令和元年度

県立歴史博物館職員雇用
量(雇用人数(人)×雇用期
間(月))

活動実績 人月 156 162 169
活動見込 人月 162

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

171

総事業費 77,846,675 80,319,749 81,964,786

交付金充当額 72,720,000 72,720,000 70,923,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 240,131,210

うち経済産業省分 72,720,000 72,720,000 70,923,000

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

交付金事業の評価課室 県民生活・環境部　県民生活課

人件費 雇用 県職員１９名 81,964,786

交付金事業の担当課室 県民生活・環境部　県民生活課
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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

3
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

県立歴史博物館施設維持運営事業

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
　新潟県総合計画

　Ⅱ　地域経済が元気で活力のある新潟
　１　多様な人や文化が交わる賑わいのある新潟

（１）多様な地域資源を活かした交流人口の拡大
③ スポーツと文化を生かした地域づくりによる交流拡大

・地域資源を活かしたスポーツ振興や文化振興により、地域の魅力
向上を図り、その魅力を発信することにより、新潟に対する人々
の関心を高め、交流人口拡大による地域活性化を実現する。

目標（スポーツ文化目的の観光入込数）
現状（2017）：38,888千人　中間目標（2020）：44,000千人　最終目標（2024）：45,000
千人

目標（歴史博物館として）
歴史博物館維持管理費に交付金を充当することにより、施設運営に必要な維持管理を行う
ことで安定した運営を行い、年間利用者数10万人を目指すことで新潟県の生涯学習推進を
図ります。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 長岡市関原町

交付金事業の概要

新潟県立歴史博物館は、県の歴史・民俗を総合的に紹介する側面と、全国的・世界的観点
から縄文文化を広く研究・紹介する側面をあわせ持った博物館であり、本県の生涯学習推
進に寄与する重要な施設です。よって、安定的に適切な運営を行うことが必要であるた
め、本交付金を維持管理費に充当します。（光熱水費（電気・ガス・８カ月分、上下水道
６カ月分）、管理業務委託（９カ月分））
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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 －

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 令和元年度

年間利用者
数10万人

県立歴史博
物館の年間
利用者数

成果実績 人 97,274

目標値 人 100,000

達成度 ％ 97.3%

評価年度の設定理由

施設の安定的で適切な運営を交付金事業としていることから、交付金充当年度を評価年度
に設定した。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

機関名：歴史博物館評価委員会
構成員：新潟大学教育学部准教授、新潟市会津八一記念館学芸員、刈羽村立刈羽小学校
長、長岡観光コンベンション協会長、新潟日報長岡支社長、内藤一恵建築設計事務所一級
建築士
評価内容：歴史博物館評価委員会では、「新潟県立歴史博物館評価委員会設置要綱」の規
定に基づき、前年度実施した歴史博物館の機能・取組について予め定めた成果指標に基づ
いて自己評価を行い、第三者委員からなる評価委員会で検証・評価を受けている。交付金
を活用し、安定的で適切な運営に努めることで、成果指標の達成あるいはそれ以上の成果
があった場合の「評価できる」（4段階の最上評価）を得ることを目標としている。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
有
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9
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

光熱水費及び業務委託
充当月数

活動実績 月 9 9 9
活動見込 月 9

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

9

総事業費 76,969,117 75,844,275 73,958,454

交付金充当額 66,432,000 61,125,000 61,613,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 226,771,846

電気代 随意契約 東北電力株式会社 12,349,709
上水道 随意契約 長岡市 375,168

うち経済産業省分 66,432,000 61,125,000 61,613,000

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

自家用電気工作物管理業務委託 随意契約 にいがたでんきほあん協同組合 564,428
清掃業務委託 指名競争入札 新潟県ビル管理協同組合 6,346,440

下水道 随意契約 長岡市 223,320
都市ガス 随意契約 北陸ガス株式会社 5,547,520

昇降機設備管理業務委託 随意契約 東芝エレベータ株式会社新潟支店 2,843,760
植栽維持管理業務委託（第１工区） 指名競争入札 株式会社宮川宛 2,131,560

設備運転・監視業務委託 指名競争入札 新潟県ビル管理協同組合 14,415,600
空調設備保守点検業務委託 指名競争入札 株式会社新潟施設 4,782,610

映像・音響機器等保守点検整備業務委託 随意契約 株式会社鈴商 675,400
害虫発生箇所殺虫防虫処理業務委託 随意契約 株式会社サニーサニター 859,100

植栽維持管理業務委託（第２工区） 指名競争入札 吉茂造園株式会社 1,404,360
警備業務委託 随意契約 セコム上信越株式会社 7,481,154

交付金事業の評価課室 県民生活・環境部　文化振興課

常設展示物維持管理業務 指名競争入札 株式会社トータルメディア開発研究所 13,958,325

交付金事業の担当課室 県民生活・環境部　文化振興課
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 －

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
新潟県環境基本計画（平成29年度～平成40年度）
　基本目標　安全で快適な環境
　環境汚染を防止し県民の健康を守るため有害化学物質のリスク管理を進め、環境基
準が未達成の項目についても重点的に対応するとともに、的確な環境モニタリング
と迅速で分かりやすい情報発信を進めます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市西区、南魚沼市六日町

交付金事業の概要
　県で行う大気汚染防止法や水質汚濁防止法などの公害規制法等に基づいた環境監視に必要
な測定・分析機器、監視機器等の備品整備に交付金を充当し、監視機能を維持・拡充しま
す。

4
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

公害監視機器等整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称
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うち文部科学省分 47,340,460

うち経済産業省分 5,346,000 6,157,000 5,290,000

総事業費 12,223,440 17,667,720 17,449,300

交付金充当額 5,346,000 6,157,000 5,290,000 H29～R1年度総事業費

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

3

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

3
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

公害監視機器等の整備数
活動実績 台 3 3 3
活動見込 台 3

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 令和元年度

公害監視機
器の更新・
整備を進
め、的確な
環境モニタ
リングを実
施する。

成果実績 件

目標値 件

達成度 ％

評価年度の設定理由

機器を整備し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　県では水質汚濁防止法などの公害規制法等に基づき、環境の常時監視等を行っており、こ
れに使用する機器を整備しました。
　当該機器整備に交付金を充当し、老朽化した機器を更新することで、的確な環境モニタリ
ングの体制が維持されました。



別紙６

風向風速計 随意契約 (株)よしや 1,499,300

キャニスタークリーニング装置及
び全自動キャニスター濃縮導入シ
ステム

一般競争入札
島津サイエンス東日本(株)
新潟支店

15,950,000

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

交付金事業の担当課室 県民生活・環境部　環境対策課

交付金事業の評価課室 県民生活・環境部　環境対策課
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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

5 企業導入・産業活性化措置 工業技術総合研究所維持管理費

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

「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（2018年度から2024年度）」
　第4章 Ⅱ地域経済が元気で活力のある新潟
　2-(1)挑戦する人や企業が生まれ、集まる環境の整備　④成長産業の創出・育成

　航空機や次世代自動車などの将来性が見込まれる産業分野及び新たな成長分野への県内
企業の参入促進に努めるとともに、AIやIoT、ビッグデータなどの活用を促進することで生
産性の向上を図り、本県産業の付加価値の向上を実現する。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市中央区ほか６件

交付金事業の概要

　工業技術総合研究所は、工業技術の高度化や高付加価値型産業群の形成などのため、研
究開発事業をはじめ、関連事業の充実を図り、地域技術創出の中核機関として大学及び関
係機関と連携し、積極的な企業支援を行っており、新潟県の工業技術発展に寄与する重要
な施設です。よって、安定的に適切な運営を行うことが必要であるため、本交付金を維持
管理費に充当します。（光熱水費8か月分、業務委託費9か月分）

事業期間の設定理由 －
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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

依頼試験数
3,335件

依頼試験数

成果実績 件 3,211

目標値 件 3,335

達成度 ％ 96.3%

評価年度の設定理由

事業終了年度の翌年度に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　総務管理費に交付金を充当することにより、安定した事業運営を行い、丁寧な業務遂行
や内容の高度化、導入設備の利用によるサービス向上を図り、県内企業が直面する技術課
題の解決を支援し、ものづくりの基盤技術や先進的な産業技術に関する研究開発を通じ
て、新潟県産業の発展と成長に貢献することができました。
　指標とする依頼試験件数は目標値を下回ったものの、前年度とほぼ同水準の件数であ
り、工業技術総合研究所全体の利用状況は堅調に推移しております。今後も企業ニーズを
的確に把握し支援を行います。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

9
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

光熱水費及び業務委託充
当月数

活動実績 月 9 9 9
活動見込 月 9

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

9

総事業費 49,091,820 48,204,460 46,473,138

交付金充当額 43,980,000 45,249,000 43,152,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 143,769,418

うち経済産業省分 43,980,000 45,249,000 43,152,000
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県央技術支援センター

加茂市

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

　上下水道料金 随意契約 新潟市水道局 797,794
　都市ガス料金 随意契約 北陸ガス(株) 2,641,813

工業技術総合研究所
　電気料金 随意契約 東北電力(株) 21,031,558

レーザー・ナノテク研究室
　電気料金 随意契約 東北電力(株) 953,823

　清掃管理業務委託 指名競争入札 (株)新潟ビルサービス 10,249,240
　EMC・電気安全試験設備校正委託 一般競争入札 インターテックジャパン 5,018,696

県央　加茂センター
　電気料金 随意契約 320,416

　電気料金 随意契約 (公財)燕三条地場産業振興センター 758,239

上越技術支援センター
　電気料金 随意契約 東北電力(株) 1,121,508

中越技術支援センター
　電気料金 随意契約 東北電力(株) 1,168,028

　電気料金 随意契約 東北電力(株) 1,259,000
　ガス・上下水道料金 随意契約 見附市ガス上下水道局 697,537

　上水道料金 随意契約 上越市ガス水道局 455,486
素材応用技術支援センター

計 46,473,138

交付金事業の担当課室 産業労働部　産業振興課

交付金事業の評価課室 産業労働部　産業振興課
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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

6 企業導入・産業活性化措置 工業技術総合研究所等職員給与費

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

「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（2018年度から2024年度）」
　第4章 Ⅱ地域経済が元気で活力のある新潟
　2-(1)挑戦する人や企業が生まれ、集まる環境の整備　④成長産業の創出・育成

　航空機や次世代自動車などの将来性が見込まれる産業分野及び新たな成長分野への県内
企業の参入促進に努めるとともに、AIやIoT、ビッグデータなどの活用を促進することで生
産性の向上を図り、本県産業の付加価値の向上を実現する。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 三条市須頃ほか１件

交付金事業の概要

　工業技術総合研究所は、工業技術の高度化や高付加価値型産業群の形成などのため、研
究開発事業をはじめ、関連事業の充実を図り、地域技術創出の中核機関として大学及び関
係機関と連携し、積極的な企業支援を行っており、新潟県の工業技術発展に寄与する重要
な施設です。よって、安定的に適切な運営を行うことが必要であるため、本交付金を職員
給与費に充当します。（19人×5ヵ月分）

事業期間の設定理由 －
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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

依頼試験数
3,335件

依頼試験数

成果実績 件 3,211

目標値 件 3,335

達成度 ％ 96.3%

評価年度の設定理由

事業終了年度の翌年度に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　職員給与費に交付金を充当することにより、安定した事業運営を行い、丁寧な業務遂行
や内容の高度化、導入設備の利用によるサービス向上を図り、県内企業が直面する技術課
題の解決を支援し、ものづくりの基盤技術や先進的な産業技術に関する研究開発を通じ
て、新潟県産業の発展と成長に貢献することができました。
　指標とする依頼試験件数は目標値を下回ったものの、前年度とほぼ同水準の件数であ
り、工業技術総合研究所全体の利用状況は堅調に推移しております。今後も企業ニーズを
的確に把握し支援を行います。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

95
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

研究職職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 375 240 95
活動見込 人月 375

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

240
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交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 146,662,015 94,396,500 37,310,350

交付金充当額 134,567,000 75,321,000 24,710,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 278,368,865

うち経済産業省分 134,567,000 75,321,000 24,710,000

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

交付金事業の評価課室 産業労働部　産業振興課

人件費 雇用 県職員19名 37,310,350

交付金事業の担当課室 産業労働部　産業振興課
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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

7 企業導入・産業活性化措置 本社機能移転促進補助金

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

〇新潟県総合計画
第４章２－（２）多様な雇用の場の確保と働きやすい環境づくり

　「②企業誘致の推進」において、本社機能・研究開発機能の移転の促進を記載

○新潟県地域再生計画
【目標値】
①本社機能の移転等の件数　38件（平成27年11月～令和2年3月累計）
②本社機能の移転等に係る雇用創出　189人（ 　〃　　）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟県一円

交付金事業の概要
○本社機能移転促進補助金

県外から本社機能（調査・企画部門、研究開発部門等）を移転する企業に対して、設備
導入等に要する費用を補助するもの。

事業期間の設定理由 －
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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 令和元年度

特定業務施
設整備計画
における新
規雇用創出
数104件

補助金交付
申請書又は
実績報告書
に記載の雇
用創出数

成果実績 件 50

目標値 件 104

達成度 ％ 48.1%

評価年度の設定理由

補助金交付年度に評価

交付金事業の定性的な成果及び評価等

補助対象と想定していた企業の事業計画変更等のため実績が上がらなかったが、魅力的な
雇用の場を提供し高い付加価値を生む企業の誘致に繋がっている。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 ％ 100.0%
補助金交付件数

活動実績 人月 4
活動見込 人月 4

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 令和元年度

総事業費 31,204,053

交付金充当額 31,204,053

うち文部科学省分

うち経済産業省分 31,204,053



別紙６

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

交付金事業の担当課室 産業労働部　産業立地課

交付金事業の評価課室 産業労働部　産業立地課

補助金交付 補助

㈱ハートラス 1,710,000
魚沼醸造㈱ 8,564,800

大成ネット㈱ 3,071,281
ＥＹ新日本有限責任監査法人 17,857,972
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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

8 企業導入・産業活性化措置 農業総合研究所職員給与費

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
　新潟県総合計画（2018年度～2024年度）

　２　活力のある新潟
(3) 付加価値の高い持続可能な農林水産業の実現

① 担い手が将来展望を持って経営できる農業の展開
・経営の多角化を進めるとともに、多様な産業と連携した農業ビジネス

の創出を推進する。
目標：農業産出額　現状　　　2,572億円（2017年度）

　中間目標　2,650億円（2020年度）
　最終目標　2,770億円（2024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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟県長岡市長倉町

交付金事業の概要

農業総合研究所の研究職職員人件費（研究職職員23名）８か月分。
農業総合研究所は、新潟県総合計画に基づき、県内農業の振興に寄与する重要な施設であ
り、安定的に適切な運営を行うことが必要であることから、電源立地地域対策交付金を活
用し、新潟米の体質強化に向けた技術開発や競争力のあるオリジナルブランド園芸品種の
育成、環境保全型農業技術の開発に努めている。

事業期間の設定理由 －
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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

休所日数
０日

開所予定日
数－開所実
績日数

成果実績 日 0

目標値 日 0

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由

事業終了年度の翌年度に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

当該研究所の研究に必要な23人の人件費8か月分に交付金を充当し、研究体制を維持するこ
とができました。
安定的に研究を実施することができ、事業目標を達成できたと評価します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
－

184
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

研究職職員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期
間(月)）

活動実績 人月 192 184 184
活動見込 人月 192

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

184

総事業費 75,421,536 96,379,439 96,387,173

交付金充当額 65,000,000 80,150,000 76,869,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 268,188,148

うち経済産業省分 65,000,000 80,150,000 76,869,000
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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

交付金事業の評価課室 農林水産部　農業総務課

人件費 雇用 県職員23名 96,387,173

交付金事業の担当課室 農林水産部　農業総務課
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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

9 企業導入・産業活性化措置 農業総合研究所作物研究センター職員給与費

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
　新潟県総合計画（2018年度～2024年度）

　２　活力のある新潟
(3) 付加価値の高い持続可能な農林水産業の実現

① 担い手が将来展望を持って経営できる農業の展開
・水田フル活用による所得の確保を図るため、業務用米や加工用

米等については、多様化するニーズへの対応に向け、品種育成
等の研究開発や、多収穫生産、コスト低減などを通じて生産の
拡大を進めるとともに、外食・食品関連産業等とのマッチング
を進める。また、米粉の需要拡大を図る。

目標：農業産出額　現状　　　2,572億円（2017年度）
　中間目標　2,650億円（2020年度）
　最終目標　2,770億円（2024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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟県長岡市長倉町

交付金事業の概要

農業総合研究所作物研究センターの研究職職員人件費（研究職職員24名）５か月分。
農業総合研究所作物研究センターは、新潟県総合計画に基づき、県内農業の振興に寄与す
る重要な施設であり、安定的に適切な運営を行うことが必要であることから、電源立地地
域対策交付金を活用し、新潟米の体質強化に向けた技術開発や競争力のあるオリジナルブ
ランド園芸品種の育成、環境保全型農業技術の開発に努めている。

事業期間の設定理由 －
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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

休所日数
０日

開所予定日
数－開所実
績日数

成果実績 日 0

目標値 日 0

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由

事業終了年度の翌年度に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

当該研究所の研究に必要な24人の人件費5か月分に交付金を充当し、研究体制を維持するこ
とができました。
安定的に研究を実施することができ、事業目標を達成できたと評価します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
－

120
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

研究職職員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期
間(月)）

活動実績 人月 72 192 120
活動見込 人月 72

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

192

総事業費 54,490,849 48,186,900 44,273,660

交付金充当額 45,000,000 39,200,000 39,114,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 146,951,409

うち経済産業省分 45,000,000 39,200,000 39,114,000
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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

交付金事業の評価課室 農林水産部　農業総務課

人件費 雇用 県職員24名 44,273,660

交付金事業の担当課室 農林水産部　農業総務課
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番号 措置名 交付金事業の名称

10
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

美術館職員給与費

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
新潟県教育振興基本計画
　基本方針Ｖ 生涯学び活躍できる環境づくりと文化の振興
　６ 県民が芸術文化に親しむ機会の提供
　目標：県民が多様な芸術文化に親しみ、心豊かな生活を実現するため、優れた

　芸術鑑賞機会の充実を目指します。
　【2019（令和元）年度観覧者目標数　50,000人】

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 長岡市千秋

交付金事業の概要

新潟県立近代美術館の職員人件費（職員13人×９ヶ月分）
近代美術館は、新潟県の文化創造の核として、県民に広く美術品等の鑑賞や学習の機会を
提供することに寄与する重要な施設です。よって、安定的に適切な運営を行うことが必要
であるため、本交付金を職員給与費に充当します。

事業期間の設定理由 －
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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 令和元年度

観覧者目標
数
50,000人／
年

新潟県立近
代美術館の
年間観覧者
数

成果実績 人 82,000

目標値 人 50,000

達成度 ％ 164.0%

評価年度の設定理由

毎年度の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

職員給与費に交付金を充当することにより、安定した施設運営を行うことができ、多岐に
わたる展覧会等を開催し、県民への美術文化普及・啓発を図ることができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

117
達成度 ％ 100.0% 93.7% 100.0%

令和元年度

美術館職員雇用量
(雇用人数(人)×雇用期
間(月)）

活動実績 人月 117 118 117
活動見込 人月 117

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

126

総事業費 55,473,515 92,655,131 55,853,096

交付金充当額 48,565,000 78,450,000 53,134,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 203,981,742

うち経済産業省分 48,565,000 78,450,000 53,134,000
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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

交付金事業の評価課室 教育庁　文化行政課

人件費 雇用 県職員13名 55,853,096

交付金事業の担当課室 教育庁　文化行政課



別紙６
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

11
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

県立学校維持管理費

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

　平成31年3月に新たに策定された「新潟県総合計画」の基本理念や将来像を踏まえ、同年
同月改定の「新潟県教育振興基本計画」においても「一人一人を伸ばす教育」を基本理念
とし、一人一人の個性に応じた質の高い豊かな教育を推進しています。
　同計画の基本方針の一つとして、児童生徒が安全に安心して学べる学校づくりを掲げ、
施策の展開方向には学校教育の耐震化・機能向上を定めており、社会環境の変化・学習環
境の多様化に対応できるよう、学校施設の機能向上を図ります。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市中央区ほか61校　

交付金事業の概要

　県立学校は、将来を担う人材を育成する重要な教育機関であり、県内の教育水準の向上
のため、安定した学校運営を行うことは不可欠であるため、本交付金を維持管理費に充当
します。（県立学校62校における光熱水費（電気・上下水道・ＬＰガス・都市ガスの8ヶ月
分）及び燃料費（灯油の8ヶ月分）

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 令和元年度

高校生活に
満足してい
る生徒の割
合80％

高校生活に満
足している生
徒の割合（全
日制課程２年
生）

成果実績 ％ 79.2

目標値 ％ 80

達成度 ％ 99.0%

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。
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交付金事業の定性的な成果及び評価等

　県立学校の維持管理費に交付金を充当したことにより、安定した学校運営を行うことができま
した。また、令和元年度における「高校生活に満足している生徒の割合」は79.2％で、目標値
80％には至らなかったものの、目標値に近い数字となっており、生徒の学習環境の維持に寄与す
ることができたと思われます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

8
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

光熱水費及び燃料費の
充当月数

活動実績 月 8 8 8
活動見込 月 8

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

8

総事業費 440,072,161 440,170,111 419,097,094

交付金充当額 288,800,000 288,800,000 288,800,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 1,299,339,366

うち経済産業省分 288,800,000 288,800,000 288,800,000

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

都市ガス料金 随意契約 北陸ガスほか 40,861,290
ＬＰガス料金 随意契約 北陸天然ガス興業（株）ほか 3,005,892

電気料 随意契約 東北電力（株） 234,429,039
上下水道料金 随意契約 新潟市水道局ほか 60,014,036

交付金事業の評価課室 教育庁　財務課

灯油購入費 随意契約又は競争入札 （株）丸新エネルギーほか 80,786,837

交付金事業の担当課室 教育庁　財務課
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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

12
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

産業教育機器近代化設備費

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
新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（2018～2024年度）
第４章　政策展開の基本方向（政策の柱・体系）
Ⅲ－１－（１）－①　一人一人を伸ばす教育の推進
　家庭・地域や産業界と連携した実践的・体験的な活動の充実を図るなど、教育活動全体
を通じてキャリア教育を推進する体制を整え、自分の将来を設計し自立して生きる力を育
むとともに、進路や職業、地域への理解を深める。
目標：「進路実現に学校は役に立っている」と感じている生徒の割合（高校）

　75％（2024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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市秋葉区ほか６件

交付金事業の概要
実験実習機器の整備に交付金を充当し、安定・継続した設備整備を行うことで、多様化す
る産業社会のニーズ・情報化社会の実情に対応した人材育成と産業構造の実情に即した教
育の実施を図ります。

事業期間の設定理由 －
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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６年度

「進路実現に
学校は役に

立っている」
と感じている
生徒の割合
（高校）

75％

「進路実現に
学校は役に

立っている」
と感じている
生徒の割合
（高校）

成果実績 ％

目標値 ％ 75

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
新潟県総合計画の評価年度と同一時期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
―

無

8
達成度 ％ 100.0% 100.0% 87.5%

令和元年度

産業教育設備整備数
活動実績 品目 5 9 7
活動見込 品目 5

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

9

総事業費 58,665,600 75,718,087 76,451,772
交付金充当額 49,665,000 63,665,000 63,665,000 H29～R1年度総事業費
うち文部科学省分 210,835,459
うち経済産業省分 49,665,000 63,665,000 63,665,000

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

汎用旋盤 一般競争入札 轟産業（株）新潟支店 15,730,000
内燃機関性能総合試験装置 一般競争入札 金井度量衡（株） 17,600,000

トラクタ 一般競争入札 （株）新潟クボタ 3,818,772
汎用旋盤 一般競争入札 昭栄産業(株) 26,224,000

交付金事業の担当課室 教育庁　財務課
交付金事業の評価課室 教育庁　財務課

内燃機関性能総合試験装置 一般競争入札 島津サイエンス東日本（株）新潟支店 7,359,000
コンバイン 一般競争入札 （有）加納農機具商会 5,720,000
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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

13
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

交通安全施設維持管理費

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

【主要政策・施策】
交通安全施設の維持管理を適切に行うことで、県民の安全な生活を確保します。

【目標】
令和元年度において、県内に5,050基（平成31年４月１日現在）設置されている信号機等の
正常な稼働

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟県内一円

交付金事業の概要

交通安全施設の維持管理を行い、県内の交通安全を確保します。
　交通管制センター回線使用料（ＩＴＶ用回線８か月分・電話回線８か月分）、
　交通信号機保守業務委託、交通管制センター設備保守業務委託及び中央線変移

システム等保守業務委託（９か月分）

事業期間の設定理由 －
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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

5,050基の信
号機等の正
常な稼働

県内に設置
されている
信号機等の
数

成果実績 基 5,073

目標値 基 5,050

達成度 ％ 100.5%

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

電源立地周辺地域に設置してある5,073基（令和2年3月31日現在）の交通信号機等の交通安
全施設の維持管理に交付金を充当することにより、その機能が十分発揮され、住民の福祉
向上に寄与しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

5,050
達成度 ％ 99.7% 100.0% 100.5%

令和元年度

県内の信号機数
活動実績 基 5,052 5,050 5,073
活動見込 基 5,066

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

5,052

総事業費 216,563,466 213,121,393 206,282,452

交付金充当額 205,000,000 205,000,000 205,000,000 H29～R1年度総事業費

うち文部科学省分 635,967,311

うち経済産業省分 205,000,000 205,000,000 205,000,000
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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

交通信号機保守業務委託（三条地区） 一般競争入札 ミナモト通信㈱新潟営業所 8,085,000
交通信号機保守業務委託（長岡地区） 一般競争入札 ㈱テクニカル通信 11,550,000

交通信号機保守業務委託（新発田地区） 一般競争入札 交信電気㈱ 9,487,500
交通信号機保守業務委託（新潟西地区） 一般競争入札 日本リーテック㈱新潟営業所 10,725,000

中央線変移システム等保守業務委託 一般競争入札 星野電気㈱ 3,712,500
交通管制センター回線使用料（ITV用回線） 一般競争入札 東北インテリジェント通信㈱ 6,913,340

交通信号機保守業務委託（上越地区） 一般競争入札 ㈱京三製作所新潟出張所 12,375,000
交通管制センター設備保守業務委託 一般競争入札 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱関越社 38,600,000

交付金事業の評価課室 警察本部　警務部会計課

交通管制センター回線使用料（電話回線） 随意契約 東日本電信電話㈱ 104,834,112

交付金事業の担当課室 警察本部　警務部会計課
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別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

39,000,000

企業導入・産業活性
化措置

3 農業総合研究所作物研究センター職員給与費 　新潟県 49,737,282

2 工業技術総合研究所等職員給与費 　新潟県 101,124,370 51,783,000

37,367,000

（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

公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

1 住吉上館線（基金造成） 　新潟県 37,367,000
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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
 新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和６年度）

 Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　１安全に安心して暮らせる新潟

（２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、

課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
の確保を実現します。

目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）

　中間目標　　68.2％（令和２年度）
　最終目標値　68.8％（令和６年度）

※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新発田市北蓑口～西蓑口地内

交付金事業の概要

本路線は、国道７号や国道460号へのアクセスや地域住民の生活道路や通学路の役割も担っ
ていますが、幅員狭小かつ線形不良による交通障害及び歩行者の安全が確保されていない
状態が発生しています。現道交通の交通転換等による歩行者の安全確保及び拠点施設への
アクセス向上のため、現道部の道路拡幅と歩道整備及びバイパス整備を実施するもので
す。
　事業期間：平成24年度～令和８年度
　全体計画：L=874.6m、W=6.0（8.5～11.0）m
　本年度　：基金造成

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

住吉上館線（基金造成）

番号 措置名 交付金事業の名称
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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

37,367,000

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 ％ 100.0% 100.0%
基金造成額

活動実績 円 41,434,486 37,367,000
活動見込 円 41,436,486

事業期間の設定理由 令和８年度の完成を予定しているため。

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９年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由

事業期間の終期の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

事業全体延長874.6mに対する道路改築は着工していませんが、本交付金の活用により事業
用地の用地補償を行い、全体事業費に対する進捗率は35.5％になりました。次年度は住吉
上館線の現道部の道路拡幅と歩道整備及び、バイパス整備を行うための用地補償を行うこ
とにより、幅員狭小かつ線形不良による交通障害及び歩行者の安全が確保されていない状
態が解消され、通過交通の交通転換等による道路利用者の安全・安心が向上されるよう、
計画的な事業執行に努めます。

事業開始年度 平成24年度 事業終了（予定）年度 令和８年度
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交付金事業の担当課室 土木部　道路建設課

交付金事業の評価課室 土木部　道路建設課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
基金造成 積立 - 37,367,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 41,434,486 37,367,000 H24～R1年度総事業費

うち文部科学省分 78,801,486

総事業費 41,434,486 37,367,000

うち経済産業省分 41,434,486 37,367,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 備　考
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 －

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

「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（2018年度から2024年度）」
　第4章 Ⅱ地域経済が元気で活力のある新潟
　2-(1)挑戦する人や企業が生まれ、集まる環境の整備　④成長産業の創出・育成

　航空機や次世代自動車などの将来性が見込まれる産業分野及び新たな成長分野への県内
企業の参入促進に努めるとともに、AIやIoT、ビッグデータなどの活用を促進することで生
産性の向上を図り、本県産業の付加価値の向上を実現する。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 工業技術総合研究所（新潟市中央区鐙西１丁目）ほか１施設

交付金事業の概要

　工業技術総合研究所は、工業技術の高度化や高付加価値型産業群の形成などのため、研
究開発事業をはじめ、関連事業の充実を図り、地域技術創出の中核機関として大学及び関
係機関と連携し、積極的な企業支援を行っており、新潟県の工業技術発展に寄与する重要
な施設です。よって、安定的に適切な運営を行うことが必要であるため、本交付金を職員
給与費に充当します。（38人×4ヵ月分）

2 企業導入・産業活性化措置 工業技術総合研究所等職員給与費

番号 措置名 交付金事業の名称
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156 152
活動見込 人月 176

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

156

評価年度の設定理由

事業終了年度の翌年度に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　職員給与費に交付金を充当することにより、安定した事業運営を行い、丁寧な業務遂行
や内容の高度化、導入設備の利用によるサービス向上を図り、県内企業が直面する技術課
題の解決を支援し、ものづくりの基盤技術や先進的な産業技術に関する研究開発を通じ
て、新潟県産業の発展と成長に貢献することができました。
　指標とする依頼試験件数は目標値を下回ったものの、前年度とほぼ同水準の件数であ
り、工業技術総合研究所全体の利用状況は堅調に推移しております。今後も企業ニーズを
的確に把握し支援を行います。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

152
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

研究職職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 176

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

依頼試験数
3,335件

依頼試験数

成果実績 件 3,211

目標値 件 3,335

達成度 ％ 96.3%
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交付金事業の担当課室 産業労働部　産業振興課

交付金事業の評価課室 産業労働部　産業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
人件費 雇用 県職員38名 101,124,370

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 99,997,000 40,707,000 51,783,000

うち文部科学省分 0 0

総事業費 116,255,638 103,780,581 101,124,370 下期申請分

うち経済産業省分 99,997,000 40,707,000 51,783,000

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 －

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
　新潟県総合計画（2018年度～2024年度）

　２　活力のある新潟
(3) 付加価値の高い持続可能な農林水産業の実現

① 担い手が将来展望を持って経営できる農業の展開
・水田フル活用による所得の確保を図るため、業務用米や加工用

米等については、多様化するニーズへの対応に向け、品種育成
等の研究開発や、多収穫生産、コスト低減などを通じて生産の
拡大を進めるとともに、外食・食品関連産業等とのマッチング
を進める。また、米粉の需要拡大を図る。

目標：農業産出額　現状　　　2,572億円（2017年度）
　中間目標　2,650億円（2020年度）
　最終目標　2,770億円（2024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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟県長岡市長倉町

交付金事業の概要

農業総合研究所作物研究センターの研究職職員人件費（研究職職員23名）３か月分。
農業総合研究所作物研究センターは、新潟県総合計画に基づき、県内農業の振興に寄与す
る重要な施設であり、安定的に適切な運営を行うことが必要であることから、電源立地地
域対策交付金を活用し、新潟米の体質強化に向けた技術開発や競争力のあるオリジナルブ
ランド園芸品種の育成、環境保全型農業技術の開発に努めている。

3 企業導入・産業活性化措置 農業総合研究所作物研究センター職員給与費

番号 措置名 交付金事業の名称
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交付金充当額 45,000,000 45,000,000 39,000,000

うち文部科学省分

総事業費 54,490,849 53,860,514 49,737,282 下期申請分

うち経済産業省分 45,000,000 45,000,000 39,000,000

72 69
活動見込 人月 72

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

72

評価年度の設定理由

事業終了年度の翌年度に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

当該研究所の研究に必要な23人の人件費3か月分に交付金を充当し、研究体制を維持するこ
とができました。
安定的に研究を実施することができ、事業目標を達成できたと評価します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
－

69
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

研究職職員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期
間(月)）

活動実績 人月 72

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

休所日数
０日

開所予定日
数－開所実
績日数

成果実績 日 0

目標値 日 0

達成度 ％ 100.0%
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交付金事業の担当課室 農林水産部　農業総務課

交付金事業の評価課室 農林水産部　農業総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
人件費 雇用 県職員23名 49,737,282

交付金事業の契約の概要



　　別紙６

別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

（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

1 原子力立地給付金交付事業 　新潟県 5,677,580,860 5,677,580,860給付金交付助成措置
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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

1 給付金交付助成措置 原子力立地給付金交付事業

【柏崎市】
柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　第5章　魅力・文化～『柏崎らしさ』をつなぐまちをめざして～

　第1節　『柏崎らしい』個性をはぐくむ
　1　柏崎の魅力を高め、良さを伝える

【目標】
若者の定住率　63.0％（令和3年度）

本給付金交付事業は、市内全域の小売電気事業者から電気の供給を受けている一般家庭、事
業所等に対して実施されており、立地地域に住む人、働く人など誰もが分け隔てなく給付を
受けることができる重要な事業であり、本市の魅力のひとつとなっています。
しかしながら、進学や就職に伴う若者の市外流出が人口減少の最大の要因となっていること
から、本市の魅力のひとつである給付金交付事業の理解度を向上をさせ、本市への関心を引
き付け、若者の定住率の向上を目指します。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県

交付金事業実施場所
柏崎市、刈羽村、長岡市（旧長岡市、旧越路町、旧小国町）、上越市（旧大島村、旧吉川
町、旧柿崎町）、出雲崎町

交付金事業の概要
原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に係る地域の理解を促進するため、小売電気事業
者等から電気の供給を受けている一般家庭、工場等に対して給付金を交付。
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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

【刈羽村】
　刈羽村総合計画後期基本計画（平成28年度～令和2年度）

　基本目標２　地域価値で豊かさの笑顔
(5)エネルギーの村としての環境にやさしい

まちづくり
２５１　原子力発電所と共に歩む地域づくり

○原子力発電所を活かした地域活性化
○原子力発電の技術・役割についての普及・啓発
・電源関係交付金の効率的・効果的な財源活用による地域振興を継続

的に進める一方で、原子力発電所に頼らない新たな産業育成も図り
ます。

・原子力発電所立地の本村においては、国、県、柏崎市及び東京電力
などとの連携により、教育・学習、講習会、イベントなどを通じて、
原子力発電に関する科学技術の普及・啓発や社会に果たす役割、安
全対策への理解を進めます。

　目標：原子力立地給付金が電源立地地域対策交付金制度に基づき交付される
　ことを住民が理解する。

【長岡市】
　長岡市総合計画（平成28年度～平成37年度）

　政策３　さらなる産業の活性化
　施策の柱３－２　起業・創業の促進と新産業の創出

　長岡ならではの強み・魅力を活かして企業誘致を推進
　目標：電源周辺地域の特性を活かした電気料金に対する給付金を始め、様々な優

　優遇制度を取りそろえて企業誘致を推進
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若者の定住
率63.0％

25～34歳の
定住人÷25
～34歳の定
住人口（20
年前の5～14
歳人口を除
した値）

成果実績

目標値 ％ 63.0

達成度 ％ 0.0%

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

【出雲崎町】
　出雲崎町まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成27～31年度）

10.総合戦略における行動目標
ⅰ定住人口Ｕｐ行動目標
　重点施策‐2　移住定住暮らしのススメ

　残ろうとする若者世代、帰ってこようとする若者世代等に、手厚い支援を行い、
   相乗して過疎化対策を行います。

　目標：若者転入世帯　６０世帯（計画期間中）
　本給付金事業は、町内全域において小売電気事業者から電気の供給を受けて
 いる一般家庭、事業所等に対して実施されている電源立地地域の特色ある魅
 力のひとつとなっています。本事業の認知度の向上に努めるとともに若者世
 帯の定住を目指します。

【上越市】
　原子力発電施設周辺地域の定住及び産業の安定化を図るため、給付金(全額)事業を選択し
ています。
　また、電源立地地域対策交付金制度の理解促進に向けて、給付金が交付される世帯に対
し、当該制度の周知を図ります。

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

【柏崎市】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和4年度
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【刈羽村】

原子力立地
給付金の交
付に関する
記事を掲載
した広報紙
の配布世帯
数
1,400世帯

原子力立地
給付金の交
付に関する
記事を掲載
した広報紙
の配布世帯
数

成果実績 世帯 1,408

目標値 世帯 1,400

達成度 ％ 100.6%

評価年度の設定理由

　毎年度の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
します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　原子力立地給付金の交付に関する記事を掲載した広報紙を村内1,408世帯に配布し、加え
て広報紙をホームページにも掲載したことにより、原子力立地給付金が電源立地地域対策交
付金制度に基づき交付されることを村民が理解できたものと評価します。次年度も同様の方
法により広報を実施します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

評価年度の設定理由
柏崎市第五次総合計画の評価年度と同一時期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度
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【上越市】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

成果実績

目標値

達成度

評価年度の設定理由
ＰＣＤＡサイクルを効率的に回すため、事業実施翌年度の早い段階に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

給付金の交付に関する記事を掲載した広報紙を上越市大島区、柿崎区、吉川区の世帯に配布
したことで、当該制度の周知と理解の促進が図られたものと評価します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

【長岡市】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

分譲区画数
３

分譲区画数
成果実績 件 3
目標値 件 3
達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由
毎年度の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

企業立地を対象とした展示会出展や企業立地意向アンケート調査を行い、長岡市に立地意向
がある企業への訪問の実施等を行った結果、目標値を達成できたことで、さらなる企業誘致
の促進に繋がった。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



別紙６

【出雲崎町】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

若者
転入世帯
60世帯

町内への若
者世帯の転
入世帯数

成果実績 世帯 42
目標値 世帯 60

達成度 ％ 70.0%

評価年度の設定理由
出雲崎まち・ひと・しごと総合戦略と同一時期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

給付金の活用により42世帯の若者世帯の転入があり、70％の達成度となりました。今後は、
町で造成を行った松本ひがし団地の分譲を行うとともに、住まい取得支援事業等の転入者向
け施策を実施し、住居新築時に出雲崎町を選択してもらえるよう、計画的な事業執行に努め
てまいります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

％ 96.9% 98.6% 97.2%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

1,966,889

達成度 ％ 99.4% 98.4% 98.1%

電灯需要家の交付数

活動実績
契約
口数

1,914,648 1,922,604 1,929,024

活動見込
契約
口数

1,925,266

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

1,953,994

電力需要家の交付数

活動実績
契約
kW

7,196,039 7,280,354 7,237,977

活動見込
契約
kW

7,424,056 7,387,405 7,448,199

達成度

令和元年度



別紙６

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 5,662,481,788 5,706,925,799 5,677,580,860

うち経済産業省分 5,662,481,788 5,706,925,799 5,677,580,860

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 5,662,481,788 5,706,925,799 5,677,580,860

うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 産業労働部 産業立地課

交付金事業の評価課室

産業労働部 産業立地課
　柏崎市：総合企画部電源エネルギー戦略室
　刈羽村：産業政策課
　長岡市：総務部庶務課
　上越市：都市整備部河川海岸砂防課
　出雲崎町：総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
原子力立地給付金の交付業務 補助 (一財)電源地域振興センター 5,677,580,860



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

　（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。

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

1,700,000 1,700,000 4,228,0001

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等事業

町民プールウォータースライ
ダー修繕事業

出雲崎町



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

1
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等事業

町民プールウォータースライダー修繕事業

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

【主要な政策・施策】
　町民プールは平成5年に整備され、平成12年と14年にスライダーの塗装や、滑走面を滑ら
かにするメンテナンスを行っているが、FRPの修繕は行っていない。また、毎年プール開き
の前にスライダー滑走面を研磨するメンテナンスを行っているが、これによりスライダー
表面は薄くなりこれ以上削ることは危険と判断され、今回の大規模な修繕を行う。
【目標】
　年間の施設利用者数　4,700人以上（過去3年間平均　4,695人、Ｈ28　4,957人、Ｈ29
4,252人　Ｈ30　4,878人）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字米田地内

交付金事業の概要
町民プールウォータースライダーは、平成5年の供用以降、本体の修繕を行っていない為劣
化が進んでいることから、修繕工事（ウォータースライダー滑走面ＦＲＰライニング補
修、外側塗装、鋼材部再塗装）を行います。

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 令和元年度

4,700人
年間の施設
利用者数

成果実績 人 4,789
目標値 人 4,700
達成度 101.9%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、評価を実施。



交付金事業の定性的な成果及び評価等
施設の修繕により長寿命化が図られるとともに、利用者の安全性が確保された。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 100.0%

年度

修繕工事の進捗率
活動実績 ％ 100
活動見込 ％ 100

交付金事業の総事業費
等

令和元年度 年度 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 令和元年度 年度

総事業費 1,700,000

うち経済産業省分 1,700,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 1,700,000

うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 教育課

交付金事業の評価課室 教育課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
ウォータースライダー修繕工事 指名競争入札 ㈱三京 4,222,800
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Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

19,541,771

18,883,903

体育施設管理運営事業

健康福祉運営事業

65,107,255

336,778,000 336,778,000 601,660,218

85,000,000 85,000,000 212,194,294

29,244,023

43,122,397 43,122,397 86,458,736

4 福祉対策措置

5 福祉対策措置

6 福祉対策措置

28,500,000 28,500,000

18,000,000 18,000,000

柏崎市

刈羽村

長岡市

出雲崎町

刈羽村

9,700,000 9,700,000

小国診療所維持運営事業

小学校通学バス運行事業

ケーブルテレビ運営事業

7 福祉対策措置

8 地域活性化措置

交付金事業に要し
た経費

交付金充当額 備　考

54,759,000 54,759,000 81,862,417

2 福祉対策措置

3 福祉対策措置

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

柏崎市

柏崎市

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

小中学校の維持運営事業 長岡市

図書館管理運営事業

消防署運営事業

50,000,000 50,000,000



　（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。

15 地域活性化措置 町立亀代こども園維持運営事業 聖籠町 17,500,000 17,500,000 45,043,225

16 地域活性化措置 生ごみリサイクル処理事業 上越市 30,000,000 30,000,000 239,503,477

13 地域活性化措置 資源ごみ・一般ごみ収集運搬事業 出雲崎町 14,600,000 14,600,000 31,239,402

14 地域活性化措置 可燃・不燃ごみ収集事業 湯沢町 30,000,000 30,000,000 67,961,500

4,400,000 4,400,000 7,286,175

57,000,000 57,000,000 127,372,000

長岡市

柏崎市

3,900,000 3,900,000 3,960,000

9,300,000 9,300,000 9,500,000

国際教育推進事業

12 地域活性化措置 地域コミュニティ活動推進事業

10 刈羽村

刈羽村

11 地域活性化措置

村まつり振興事業

9 地域活性化措置

地域活性化措置

栃尾地域スクールバス運行事業



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

1
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営費等措置

小・中学校の維持運営事業

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

長岡市総合計画
施策の柱２－３　質の高い教育の推進
　長岡市は、子どものやる気をかきたて、自分の良さや可能性に気づくきっかけとな
る熱中・感動体験の充実に取り組むとともに、一人ひとりの個性・特性を大切にし、
可能性を引き出し伸ばす教育を進めます。

【目標】
・行き届いた教育と子どもたちがゆとりを感じる学校づくりを進めます。
・次代を担う健全な児童・生徒を育成する環境づくりを進めます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 長岡市
交付金事業実施場所 長岡市大島新町地内ほか

交付金事業の概要

　事業を実施している小学校11校、中学校５校は、長岡市において南西部に位置し、柏崎刈羽原子力発
電所に近い区域にあります。
　次代を担う子どもたちの個性を伸ばすために義務教育が果たす役割は極めて重要であるため、令和元
年度小・中学校16校の管理員12名、調理師11名の人件費（給料）12か月分に交付金を充当し、学校教育
の充実に寄与するよう努めます。

事業期間の設定理由 行き届いた教育及び児童や生徒を育成する環境づくりを行うために、通年で行っているため



目標値 ％ 100

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

行き届いた教育と子どもたちがゆと
りを感じる学校づくりを進めます。
次代を担う健全な児童・生徒を育成
する環境づくりを進めます。

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由
事業終了が毎年度末のため、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

成果実績 ％ 100

　学校給食について、当該小中学校では正規の調理員11名を配置し、自校方式による完全給食を実施す
ることで、児童生徒、保護者から好評を得ています。
　また、当該小中学校では正規の学校管理員12名を配置し、適切な管理業務が行われました。
　以上のことから、行き届いた教育、子どもたちがゆとりを感じる学校づくり及び次代を担う健全な児
童・生徒を育成する環境づくりを進めることに寄与しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

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 平成30年度 平成29年度

100.0%

交付金事業の総事業費等 令和元年度 平成30年度 平成29年度 備　考

活動見込 人月 276 216 264
職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 276 216 264

達成度 100.0% 100.0%

総事業費 54,759,000 54,688,000 54,697,000
交付金充当額 54,759,000 54,688,000 54,697,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 54,759,000 54,688,000 54,697,000

交付金事業の担当課室 長岡市教育部教育総務課、越路支所地域振興課、小国支所地域振興課
交付金事業の評価課室 長岡市教育部教育総務課、越路支所地域振興課、小国支所地域振興課

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 雇用 管理員12名、調理師11名 81,862,417



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
2 福祉対策措置 図書館管理運営事業

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

交付金事業に関する主要政策・施策
柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　第4章　教育・スポーツ～『たくましさ』をつなぐまちをめざして～
　第2節　学びを通じて地域の『たくましさ』をはぐくむ
　1　学びの機会を充実させる

目標値：入館者数　375,000人
　図書貸出者数（児童）　20,000人
　図書貸出者数（一般）　96,000人

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 柏崎市
交付金事業実施場所 柏崎市学校町

交付金事業の概要

市立図書館の職員人件費（9名分）12ヶ月分、光熱水費及び下水道使用料11ヶ月分。
市立図書館は、本市における生涯学習の拠点として広く市民に親しまれ、市民の教育及び文化の発展に果たす役割は
大きく、累計入館者数は1,000万人を超える施設となっています。
本交付金事業では、図書館職員（9名）、施設の光熱水費等の運営経費を確保し、安定的な施設運営を継続的に行う
ことで、市民一人ひとりが生涯にわたり主体的に学習活動に取り組める環境を整備し、利用者へのサービス充実及び
施設の利用促進を図ります。

事業期間の設定理由 柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画の終期まで

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 令和元年度

入館者数
375,000人

入館者数
成果実績 人 327,202
目標値 人 375,000
達成度 87.3%

94.3%

図書貸出者数
（一般）96,000

人

図書貸出者数
（一般）

成果実績 人 90,824
目標値 人 96,000
達成度

図書貸出者数
（児童）20,000

人

図書貸出者数
（児童）

成果実績 人 18,868
目標値 人 20,000
達成度

94.6%
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。



交付金事業の活動指標及び活
動実績

総事業費 50,000,000 50,000,000 50,000,000
交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度

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
本交付金の活用により、安定した施設運営を行うことができました。また、このことにより様々なイベントや講座、
子どもの読書推進活動等を行い、市民の方が幅広く図書館を利用する機会を設けることができました。
令和元年度は、入館者数が327,202人、図書館貸出者数が児童18,868人、一般90,824人と目標達成には至りませんで
したが、いずれも85％以上を達成していることから、図書館が生涯学習の拠点施設として多くの市民に活用され、市
民の教育及び文化の発展に寄与することができたと評価します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

令和元年度

平常に運営できた日
（開館日数）

活動実績 日 335 335 335
活動見込 日 335

50,000,000 50,000,000

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

335

令和元年度 備　考

335
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

人件費 雇用 職員9名 53,358,128
電気使用料 随意契約 東北電力（株） 8,420,389

うち経済産業省分 50,000,000 50,000,000 50,000,000
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

平成29～令和元年度総事業費
　150,000,000うち文部科学省分

交付金充当額 50,000,000

交付金事業の担当課室 教育委員会図書館
交付金事業の評価課室 教育委員会図書館

ガス使用料 随意契約 北陸ガス（株） 2,546,710
水道・下水道使用料 随意契約 柏崎市上下水道局 782,028



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 柏崎市
交付金事業実施場所 柏崎市三和町（柏崎市消防署）ほか5件

交付金事業の概要

消防署、西分署及び3分遣所の消防職員人件費（127名）12ヶ月分。
中越沖地震や東日本大震災などの教訓を踏まえ、これまで以上に市民の安全・安心な生活環境の実現が求められてお
り、消防行政が担う役割は非常に大きくなっています。
本交付金事業では、消防署、西分署及び3分遣所の消防職員（127名）を確保し、安定的な消防署運営を継続的に行う
ことで、市民の生命・身体・財産の保護し、安心して暮らせる災害に強いまちづくりに努めることで、市民生活の安
定を図ります。

番号 措置名 交付金事業の名称
3 福祉対策措置 消防署運営事業

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度
事業期間の設定理由 柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画の終期まで

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
柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　第1章　防災・生活・環境～『頼もしさ』をつなぐまちをめざして～
　第1節　市民の生活を守る『頼もしさ』をつくる
　3　防災や危機管理機能を高める

目標：
消防職員127名分の人件費に交付金を充当し、柏崎消防署・西分署・3分遣所を運営し、1市1町1村（柏崎市、出雲崎
町、刈羽村）の延べ512.68K㎡、92,463人（H31.4.1現在）の住民への消防業務を行います。適切な人員配置により消
防業務の安定した滞ることのない管理運営を行い、地域住民の安全と安心を確保することにより福祉の充実に努めま
す。

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

－

評価年度の設定理由
毎年度の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。

令和元年度

地域住民の安全
と安心を確保す
ることにより福
祉の充実に努め
ます。

－

成果実績 －

目標値 －

達成度



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
消防職員127名を確保することで安定した消防署の管理運営を行うことができました。平成30年に比べ火災件数及び
救助件数は減少しましたが、救急件数は増加しました。各種災害や救急事案に対し、迅速かつ的確な消防・救急活動
を実施することで、住民の生命・身体・財産の保護と安心して暮らせる災害に強いまちづくりに寄与し、かつ、市民
生活の安定を図ることができたと評価します。今後も一層の消防力の充実、救急業務の高度化を図るため、人材の育
成、救急救命士の配置に努め、災害に強い安全安心なまちづくりを目指します。
【令和元年 各種訓練回数　集計　3,188回】
【令和元年 管内出動件数　火災23件、救急4,212件、救助56件】

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の活動指標及び活
動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

消防署、分署、3分遣所の運営
5署（所）×運営日数

活動実績 署日 1,825 1,825 1,830
活動見込 署日 1,825 1,825 1,830
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金充当額 336,345,000 336,280,000 336,778,000

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考
総事業費 336,345,000 336,280,000 336,778,000

うち経済産業省分 336,345,000 336,280,000 336,778,000
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

平成29～令和元年度総事業費
1,009,403,000うち文部科学省分

交付金事業の評価課室 消防本部消防総務課

人件費 雇用 職員127名 601,660,218
交付金事業の担当課室 消防本部消防総務課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 柏崎市
交付金事業実施場所 柏崎市学校町（柏崎市陸上競技場）ほか14件

交付金事業の概要

市内15体育施設の指定管理料12ケ月分。
本交付金事業において、安定的な財源を確保し、指定管理者による本市の15体育施設の効率的かつ効果的な管理運営
を実現することにより、「市民の健康の維持・増進」と「競技スポーツの発展」を推進します。

番号 措置名 交付金事業の名称
4 福祉対策措置 体育施設管理運営事業

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度
事業期間の設定理由 柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画の終期まで

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

交付金事業に関する主要政策・施策
柏崎市第五次総合計画・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　第4章　教育・スポーツ分野施策『たくましさ』をつなぐまちをめざして　
　第3節　スポーツを通じた『たくましさ』をはぐくむ
　1　スポーツによる地域づくりや生きがいづくりを進める

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

% 89.2%

評価年度の設定理由
毎年度の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。

令和元年度
体育施設管理運
営事業対象施設
の利用者数
670,000人

体育施設管理運
営事業対象施設

の利用者数

成果実績 人 597,892

目標値 人 670,000

達成度

施策の目標指標：市内体育施設利用者数　900,000人（令和3年度）
目標値：市内体育施設のうち本補助金事業対象事業の施設利用者数　670,000人



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
施設全体の利用者数597,892人（前年比40,864人の減少）で成果目標の89.2％でした。主な減少要因としては、佐藤
池サッカーコートで約3100人の利用者が減少したこと（理由：土グラウンドの為、公式競技大会が開催できないた
め、利用者が刈羽村の人工芝サッカーコートに移っている。）や2月末から新型コロナウイルス感染予防対策とし
て、総合体育館やアクアパークなど屋内体育施設における大会・教室の自粛やトレーニング室の閉鎖が始まり、3月
11日以降3月末日まで全ての屋内体育施設の専用利用を中止したことなどがあげられます。一方、活動指標とした平
常運営日の延べ日数では、新型コロナウイルス感染予防対策に係る予定外の閉鎖があったにも関わらず、見込みを上
回ることができた点は、管理代行料の財源を本交付金で確保できることにより、継続・安定した施設管理運営を実現
し、市民の健康維持・増進に寄与してきた成果の表れでもあります。
次年度以降、東京2020の本番を迎え、スポーツへの関心が高まる一方、新型コロナウイルスの感染拡大で大会やイベ
ントの自粛・中止や屋内施設の通常営業が容易でない事態が続く恐れもあります。このため、行政と指定管理者で緊
密な連携を図りながら、利用者の安全確保、感染拡大の予防を最優先としたうえで、非常時における市民のスポー
ツ・健康づくりへのニーズや要望等にどのように応えていくかが問われる一年であることを踏まえ、厳しい状況では
ありますが、引き続き目標達成に向けた適切な事業展開を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の活動指標及び活
動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平常運営できた日(開館日）の延
べ日数
※かしわざきのスポーツ掲載の
施設利用状況区分に基づく
（日）

活動実績 日 4,550 4,620 4,352

活動見込 日 4,500 4,500 4,500

達成度 101.1% 102.7% 96.7%

交付金充当額 95,000,000 90,000,000 85,000,000

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考
総事業費 95,000,000 90,000,000 85,000,000

うち経済産業省分 95,000,000 90,000,000 85,000,000
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

平成29～令和元年度総事業費
　270,000,000うち文部科学省分

交付金事業の評価課室 教育委員会スポーツ振興課

体育施設管理代行業務 随意契約 （公財）かしわざき振興財団
336,525,500

（交付対象事業費212,194,294）

交付金事業の担当課室 教育委員会スポーツ振興課



Ⅱ．事業評価個表 （令和元年度）

単位

成果実績 ％

目標値 ％

達成度 ％

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

集落単位で健康相談会（保健指導）を実施することで、272人の参加が得られ、村民の健康意識の高揚が図られました。また、保健
指導や栄養指導等を通じて村民一人ひとりが主体的に健康保持に努めることを促し、保健指導参加率を目標の63％以上とすることがで
きました。さらに、健診未受診者を保健師が訪問し、健診受診勧奨及び健康状況の把握を行いました。

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 評価年度 令和元年度

特定健診の受診者数全体に対する保健指
導の参加率を63％以上とします。

・保健指導参加率 64

63

101.6

評価年度の設定理由

　毎年度の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します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

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

基本目標1　安全安心でやすらぎ
の笑顔

(4)誰もが健康で安心して暮ら
せる環境の確保

　142　予防を重視した村民の
健康の維持・増進

○健康長寿の推進
○疾病予防の推進

・健康長寿の最大の阻害要因である生活習慣病を予防するため、医療機関や民間関係機関などとの
連携を含め、健康教室の開催、広報やケーブルテレビを通じた健康情報の提供などの健康づくり対
策を推進します。
・健康推進員を対象とした研修会を行い、育成を図るほか、食生活改善推進委員協議会との連携に
よる食育や地域でのふれあいも含めて、地域に密着した健康づくりを推進し、地域福祉の向上につ
なげます。
・特定健診及び各種がん検診、人間ドックなどの定期的な実施のほか、健診対象者の把握と普及・
啓発活動の推進による各種健診受診率の向上に努め、疾病の早期発見と早期治療を促します。
・生活習慣病をはじめ、こころの不調、認知症、介護などに関する総合的な健康相談体制の充実、
健康づくりプログラムの推進などにより、寝たきりや認知症を予防します。

目標：特定健診受診率 65％、健康づくりの推進に対する満足度 40％（いずれも平成32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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村

交付金事業実施場所  刈羽村内一円

交付金事業の概要
村民の健康を保持・増進するため、保健指導や栄養指導等の健康福祉事業に携わる保健師3名、管理栄養士1名、介護福祉士1名及び

社会福祉士1名を雇用し、職員人件費（基本給（6名×12か月分）・期末勤勉手当）に充当しました。

番号 措　　置　　名 交　　付　　金　　事　　業　　の　　名　　称

5 福祉対策措置 健康福祉運営事業



単位

回

回

％

計 29,244,023

交付金事業の担当課室 福祉保健課

交付金事業の評価課室 福祉保健課、産業政策課

職員人件費 雇用
保健師3名・管理栄養士1名・介護福祉士1名・社会福祉
士1名

29,244,023

うち経済産業省分 27,000,000 28,000,000 28,500,000

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

総事業費 27,000,000 28,000,000 28,500,000

平成29～令和元年度総事業費
83,500,000

交付金充当額 27,000,000 28,000,000 28,500,000

うち文部科学省分

達成度 154.5 113.3 113.3

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成29年度 平成30年度 令和元年度

・保健指導実施回数 活動実績 17 17 17

活動見込 11 15 15



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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
当該事業経費は、長岡市小国診療所維持運営のための人件費、光熱費、役務費、委託料、使用料及び
賃借料である。事業開始の4月1日は、年度開始日であり人件費の発生日やそれぞれの契約期間を4月1
日から翌年3月31日の年間契約としている契約がほとんどのため、4月1日を事業開始日とする。

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 令和元年度

患者受診者数
前年比

１００％

今年度患者数
÷

前年度患者数

成果実績 ％ 78.3
目標値 ％ 100
達成度 ％ 78.3%

評価年度の設定理由

毎年度長岡市小国診療所維持運営による事業改善を図るため、事業実施翌年早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

長岡市小国診療所の令和元年度科別患者数は、内科7,446名、整形外科330名、歯科3,353名、計11,129
名で前年比78.3％となっています。（小国地域の住民5,161名）。高齢化社会にあって、診療所が地域
に果たす役割が重要となっており、地域医療の充実と施設の円滑な運営に寄与しました。

番号 措置名 交　付　金　事　業　の　名　称

6 福祉対策措置 小国診療所維持運営事業

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
長岡市小国診療所は地域住民が安心して医療を受けられるよう維持運営をします。
目標
地域住民（5,161名）が安心して生活できる医療環境を提供します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名 長岡市
交付金事業実施場所 長岡市小国町楢沢地内

交付金事業の概要

　長岡市小国診療所は、内科・整形外科・歯科があり、診療所の所在する小国地域は、交通の不便な
豪雪地帯に位置し、地域住民の安心な生活に必要不可欠な機関となっています。この診療所の維持運
営のため、給料・手当（医師１名、職員９名）、光熱水費、電信電話料、診療業務委託料（医師1名、
管理栄養士1名）、委託料（休日・夜間等の施設管理委託料他）、使用料及び賃借料（患者送迎車賃借
他）１２か月分を交付金で充当します。



空調・給湯設備保守点検業務委託 随意契約 株式会社　柏崎設備工業 445,850
運転業務委託 随意契約 公益社団法人　長岡シルバー人材センター 936,972

自動ドア設備保守点検業務委託（旧入院棟） 随意契約 株式会社　新潟ナブコ長岡支店 78,480
地下タンク埋没及び埋没配管漏洩検査業務委託 随意契約 有限会社　オイルメンテナンス新潟 103,680

自家用電気工作物保安管理業務委託 随意契約 一般財団法人東北電気保安協会新潟事業本部 257,806
自動ドア設備保守点検業務委託（診療棟） 随意契約 新潟寺岡オート・ドア株式会社 130,800

消防用設備点検業務委託 随意契約 株式会社　米峰 256,540
冷温水機冷暖房切替点検業務委託 随意契約 平野建設株式会社 239,910

清掃業務委託 指名競争入札 株式会社　渡辺ビルサービス 1,000,620
飲料水貯水槽清掃業務委託 随意契約 株式会社　渡辺ビルサービス 119,188

施設管理業務委託 随意契約 公益社団法人　長岡シルバー人材センター 3,803,422
日常清掃業務委託 随意契約 公益社団法人　長岡シルバー人材センター 1,080,454

整形外科診療業務委託 随意契約 医師 2,548,000
栄養食事指導業務委託 随意契約 管理栄養士 96,960

ガソリン代 単価契約 株式会社　ジェイエイサービス柏崎 65,505
電信電話料 東日本電信電話株式会社・ＮＴＴコミュニケーションズ 285,199

灯油代 単価契約 株式会社イマイエネルギー・浦田屋商店 2,194,217
ＬＰガス代 単価契約 小国ふじぶん 23,508

電気料 東北電力株式会社長岡営業所 2,232,854
消雪パイプ電気料 東北電力株式会社長岡営業所 145,192

水道料 長岡市水道局 165,336
下水道使用料 長岡市水道局 87,284

総事業費 43,122,397 50,000,000 50,000,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
人件費 雇用 60,274,278

交付金充当額 43,122,397 50,000,000 50,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 平成30年度 平成29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 令和元年度 平成30年度

241 256
達成度 ％ 75.3% 100.0% 100.0%

平成29年度

診療日数　
活動実績 日 149 241 256
活動見込 日 198

43,122,397 50,000,000 50,000,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分



交付金事業の担当課室 長岡市小国診療所
交付金事業の評価課室 長岡市小国診療所

医療機器（レントゲン）賃借 指名競争入札 株式会社　悠久堂医科器械店 795,096
合　計 86,458,736

寝具賃借 随意契約 株式会社新潟県厚生事業協同公社 219,417
医療機器（ＣＴ）賃借 指名競争入札 キャノンメディカルファイナンス株式会社 4,635,792

観葉植物賃借 随意契約 株式会社　アール・ケー・イー 98,100
コピー機賃借 随意契約 株式会社　コバックス 91,560

歯科医療事務システム機器賃借 随意契約 株式会社　ＢＳＮアイネット長岡支社 466,560
玄関マット賃借 随意契約 株式会社　サニクリーン甲信越長岡営業 36,882

往診車賃借 指名競争入札 有限会社　山岸モータース 493,116
医療事務処理システム賃借 随意契約 株式会社　ＢＳＮアイネット長岡支社 997,920

Ｘ線撮影室漏洩線量測定委託 随意契約 株式会社　トーク 196,200
患者送迎車賃借 指名競争入札 有限会社　山岸モータース 640,920

デジタルＸ線ＴＶ装置保守業務委託 随意契約 キャノンメディカルシステムズ株式会社長岡サービスセンタ 497,040
自動血球計数装置保守点検業務委託 随意契約 カナイ医療器株式会社 141,700

廃棄物処理業務委託 指名競争入札 株式会社　丸共 325,896
医事システムソフトサービス委託 随意契約 株式会社　ＢＳＮアイネット長岡支社 250,482



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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 令和元年度

95人
バスの利用

者数

成果実績 人 95
目標値 人 95
達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
登下校の安全を確保することが可能となり、教育環境の整備が図られた。

番号 措置名 交付金事業の名称

7 福祉対策措置 小学校通学バス運行事業

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

【主要な政策・施策】
　中山間地域の地形から集落が点在しており、小学校までの徒歩通学が困難な児童に対し、通学バスを
運行することで登下校の安全を確保する。
【目標】
　通学バス3台運行、利用者　95人

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町全域

交付金事業の概要

出雲崎町の小学校は一町一校で、中山間地域の地形から集落が点在しており、小学校までの通学が困難
な児童を多く抱えています。児童の地域的な格差是正を図り、教育の機会均等に資するために、小学校
通学バス運行事業（通学バスの運行業務２路線・町有バスの運転代行業務１路線、各12か月分）の委託
料に補助金を充当して実施します。
　また、変更協議を行い、12月から3月までの間、中学生も混乗することなったが、利用者の延べ人数
で委託料を按分した。



出雲崎小学校通学バス運転代行等業務委託 随意契約 ㈲出雲崎交通 1,342,653
交付金事業の担当課室 教育課

出雲崎小学校通学バス運行業務委託 指名競争入札 越後交通㈱ 18,199,118

交付金事業の契約の概要

交付金事業の評価課室 教育課

総事業費 10,200,000 11,000,000 9,700,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金充当額 10,200,000 11,000,000 9,700,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 10,200,000 11,000,000 9,700,000

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

206 205
達成度 ％ 99.5% 100.5% 91.2%

令和元年度

通学バスの運行日数
活動実績 日 205 207 187
活動見込 日 206



Ⅱ．事業評価個表 （令和元年度）

単位 評価年度

件

件

％

交付金事業の定性的な成果及び評価等

刈羽村ケーブルテレビを継続して運営することにより、番組放送、文字放送、データ放送を通じて地域の情報を村民に向けて迅速・
正確に伝えることができ、村民の生活の利便性向上に繋がりました。
機関名：刈羽村ケーブルテレビ放送番組審議会
構成員：刈羽村商工会事務局長　他4名
評価内容：刈羽村は放送法に基づき、放送番組の適正化を図るため刈羽村ケーブルテレビ放送番組審議会を設置しています。令和元年
度の審議会では、番組内容や構成等が良くなったが、もっと多くの視聴者の意見や感想を知り、住民ニーズに対応してほしいとの意見
が出されました。アンケートや広報広聴推進員の意見等を参考にして改善していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

有

　毎年度の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します。

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 令和元年度

加入件数1,720件を維持します。 ・ケーブルテレビ加入件数 成果実績 1,732

目標値 1,720

達成度 100.7

評価年度の設定理由

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

基本目標3　自律と絆で希望の笑顔
(3)情報の公開や提供によるオープンな行政

331　情報公開・情報共有と双方向の情報提供
○適切でわかりやすい情報公開の推進

・緊急通報も含めて、わかりやすくスムーズな情報受発信が確実
に行えるよう、地域におけるきめ細かな情報網の完備・一元化・
明確化に向け、地域情報化施設の整備・維持運営を推進します。

目標：村ホームページへのアクセス数 350,000件（平成32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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村

交付金事業実施場所 　刈羽村内一円

交付金事業の概要

ケーブルテレビを通じて村民に様々な情報を提供し、村民の生活利便性を向上させるため、ケーブルテレビ事業を担当する職員2名
を雇用し、職員人件費（基本給（2名×12か月分）・期末勤勉手当）及び自主放送番組制作委託費11か月分に充当しました。

番号 措　　置　　名 交　　付　　金　　事　　業　　の　　名　　称

8 地域活性化措置 ケーブルテレビ運営事業



単位

本

本

％

交付金事業の担当課室 総務課

交付金事業の評価課室 総務課、産業政策課

自主放送番組制作委託料 指名競争入札 ㈱ビジョン・ウェーブ 10,102,160

計 18,883,903

職員人件費 雇用 職員2名 8,781,743

うち経済産業省分 20,000,000 18,000,000 18,000,000

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

総事業費 20,000,000 18,000,000 18,000,000

平成29～令和元年度総事業費
56,000,000

交付金充当額 20,000,000 18,000,000 18,000,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

73 64

達成度 101.1 111.0 121.9

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成29年度 平成30年度 令和元年度

・自主放送番組制作本数 活動実績 93 81 78

活動見込 92



Ⅱ．事業評価個表 （令和元年度）

単位 評価年度
成果実績 人
目標値 人
達成度 ％

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 令和元年度

週1回及び学校休暇期間中の希望者向け外
国語活動で延べ300人の参加者を得ます。

・外国語活動年間延べ参加人数 311

300

103.7

評価年度の設定理由

　毎年度の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します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　小学校、中学校及び保育園での語学指導並びに週1回及び学校休暇期間中の希望者向け外国語活動を通じて児童・生徒・園児の国際
交流に対する積極的な態度が養われ、国際教育の充実が図られました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

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

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

基本目標1　安全安心でやすらぎの笑顔
(5)高齢者や障がい者の活躍・交流の場の創出、

子育て・教育環境の充実、多世代交流の促進
153　個性を伸ばす教育環境の整備

○教育体制の充実

・国際化に対応し、海外姉妹都市との交流推進や、海外企業への
インターンシップにも対応できるグローバルな人財育成を目指す
教育環境の整備を進めます。

基本目標2　地域価値で豊かさの笑顔
(4)地域資源を活用した個性豊かなまちづくり

241　地域資源の有効活用と交流促進
○都市交流、国際交流の推進

・ハーフムーンベイ市との交流や、ＡＬＴの配置により、引き続
き国際交流・人財育成の維持・推進を図ります。

目標：学校教育の体制や環境の充実に対する満足度 55％（平成32年度）

　地域間交流・国際交流の推進に対する満足度 25％（平成32年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村

交付金事業実施場所 　刈羽村大字割町新田・刈羽地内

交付金事業の概要
  小・中学校及び保育園の児童生徒に国際感覚を身につけさせるため、外国語指導助手（ＡＬＴ）1名を雇用し、報酬12か月分に充当
しました。

番号 措　　置　　名 交　　付　　金　　事　　業　　の　　名　　称

9 地域活性化措置 国際教育推進事業



単位

日

日

％

計 3,960,000

交付金事業の担当課室 教育課

交付金事業の評価課室 教育課、産業政策課

外国語指導助手(ALT)報酬 雇用 外国語指導助手（ＡＬＴ）1名 3,960,000

うち経済産業省分 3,500,000 3,900,000 3,900,000

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

190 210

総事業費 3,500,000 3,900,000 3,900,000

平成29～令和元年度総事業費
11,300,000

交付金充当額 3,500,000 3,900,000 3,900,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成29年度 平成30年度 令和元年度

158

達成度 91.6 80.5 99.4

・小学校、中学校、保育園での
語学指導実施日数

活動実績 174 169 157

活動見込



Ⅱ．事業評価個表 （令和元年度）

単位 評価年度

人

人

％

評価に係る第三者機関等の活用の有無

有

村内外から約8,700人の来場者を迎え、観光イベントによる地域間・世代間交流を推進することができました。また、村民や各種団
体が参加・協力してまつりを実施することにより、地域おこしやコミュニティ意識の醸成が図られ、まちづくり活動が推進されまし
た。
機関名：刈羽村ふるさとまつり実行委員会
構成員：刈羽村商工会青年部長　他10名
評価内容：第40回記念企画として実施した子ども花火はとても好評で、毎年子どもたちが関わる企画を計画してほしいとの要望もあり
ました。また、キャップアートについては、来場者を集める工夫が足らなかった点もありましたが、制作風景をタイムラプス動画にす
るなどこれまでにない演出ができました。今後の課題として、ラピカアリーナの観客を屋外会場に誘導する仕組みを検討し、まつり全
体がこれまで以上に活気づくようなイベントを目指します。

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 令和元年度

村内外から6,900人以上の来場
者を迎えます。

・来場者数 成果実績 8,700

目標値 6,900

達成度 126.1

評価年度の設定理由

　毎年度の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します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

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

交付金事業の概要
ふるさと意識の醸成及び地域の活性化を図るため、毎年8月15日に開催される「刈羽村ふるさとまつり」を運営する「刈羽村ふるさ

とまつり協賛会」に対し補助金を交付し、会場設営及び歌謡ショー等のイベント委託費に充当しました。

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

基本目標2　地域価値で豊かさの笑顔
(1)便利な商業核整備など新たな産業形成と若者にも

魅力ある雇用の創出
213　多様な切り口での観光の魅力づくり

○観光イベントの工夫による交流の推進

・「桃の花見フェスティバル」や「ふるさとまつり」、「さわや
かマラソン」などは、健康増進や出会いの場の創出につなげるな
ど、開催内容や方法について工夫を施し、持続性とともに新規
性、集客力の向上を図ります。

目標：年間入込み客数 220千人、観光振興に対する満足度 50％（いずれも平成32年度）

交付金事業実施場所 　刈羽村大字刈羽地内

番号 措　　置　　名 交　　付　　金　　事　　業　　の　　名　　称

10 地域活性化措置 村まつり振興事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村



単位

団体

団体

％

計 9,500,000

交付金事業の担当課室 産業政策課

交付金事業の評価課室 産業政策課

事業運営費補助 補助 刈羽村ふるさとまつり協賛会 9,500,000

うち経済産業省分 8,800,000 8,800,000 9,300,000

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

総事業費 8,800,000 8,800,000 9,300,000

平成29～令和元年度総事業費
26,900,000

交付金充当額 8,800,000 8,800,000 9,300,000

うち文部科学省分

達成度 127.3 107.9 123.7

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成29年度 平成30年度 令和元年度

・参加団体数 活動実績 42 41 47

活動見込 33 38 38



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

11 地域活性化措置 栃尾地域スクールバス運行事業

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

【主要政策・施策】
長岡市総合計画
施策の柱２－３　質の高い教育の推進
　子どもたちが健康で安全な学校生活を送れるよう、学校施設の計画的な改修や通学路の安全対策、食
物アレルギーへの対応などを推進するとともに、学校、家庭、地域、ＮＰＯ等が連携し、発達に応じた
切れ目のない支援を充実させ、市民総ぐるみで子どもを育てます。

　山間集落から市街地周辺の学校までは、距離的な問題と歩道の未整備、集落間の距離が長く家並みが
途切れていること、登記の降雪による道路の狭隘化などの問題があります。そのため児童の危険回避、
安全確保においてスクールバス運行を実施しています。

【目標】
児童、生徒が安心して生活できる環境づくりを目指します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 長岡市
交付金事業実施場所 長岡市地域一円

交付金事業の概要

栃尾地域は、山間集落を多く有する周囲を山々に囲まれた盆地であり、かつ、特別豪雪地帯の指定を受
けている地域です。
同地域は、急速に進む少子化に伴う小中学校の統合により、遠距離通学を強いられる児童生徒がいるこ
と及び降雪期の堆雪による道路の狭隘化等の危険回避のため、長岡市所有又はリースのスクールバスの
運転業務を委託して運行する事業に交付金を充当します。（運転員延べ７名（４名体制）、車両８台）

事業期間の設定理由
事業開始日の４月１日は小中学校の始業日前であるが、中学校は部活動を実施しており遠距離通学者の
登下校が必要となるため、通学バス運行に係る労働者派遣契約の契約期間を４月１日から翌年３月31日
までとしていることから、これを事業期間としている。



目標値 ％ 100

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

児童、生徒が安心して生
活できる環境づくりを目
指します。

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由
事業終了が毎年度末のため、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

成果実績 ％ 100

　学校の統合により、遠距離通学となっている小中学校5校、児童生徒100名の登下校時における通学時
間の短縮と疲労の緩和及び児童生徒の安全確保が図られました。
　また、運転業務の委託により経費が削減することができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

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 平成30年度 平成29年度

100.0%

交付金事業の総事業費等 令和元年度 平成30年度 平成29年度 備　考

活動見込 月 12 12 12スクールバス運行月
活動実績 月 12 12 12

達成度 100.0% 100.0%

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000
交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の担当課室 長岡市栃尾支所地域振興課
交付金事業の評価課室 長岡市栃尾支所地域振興課

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
公益社団法人

新潟県シルバー人材センター 7,286,175



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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

番号 措置名 交　付　金　事　業　の　名　称
12 地域活性化措置 地域コミュニティ活動推進事業

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
柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　第6章　自治経営～多様な主体と共創し共有するまちをめざして～
　第2節　持続可能な市民力と地域力をはぐくむ
   2　地域力が発揮できる環境を充実させる

施策の目標指標：施設利用者数　440,000人（令和3年度）
目標値：施設利用者数　430,000人（令和元年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 柏崎市
交付金事業実施場所 柏崎市大字加納地内ほか30件

交付金事業の概要

コミュニティセンター職員人件費（31地区　センター長31名、8ｈ主事31名、5ｈ主事26名）12か月分。
地方分権、住民と行政の協働、住民参画という時代の潮流のもと、本市は住民主体の地域づくりを推進し、その支援
を行っています。行政とのパートナーシップの構築など新たなコミュニティ施策を展開するため、地域づくりの拠点
と位置付けている市内のコミュニティセンターの管理運営に要する職員を確保し、地域づくりに係る事業の充実を図
ります。

事業期間の設定理由 柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画の終期まで

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 令和元年度

施設
利用者数
430,000人

施設
利用者数

成果実績 人 402,482
目標値 人 430,000
達成度 ％ 93.6%



1,056

活動見込 人月 1,056
交付金事業の活動指標及び活
動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

1,056

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
本市のコミュニティ施策は、地域住民自ら地域課題解決に向けたコミュニティ計画を策定し、その実践事業に取り組
む地域づくりを推進しています。
本補助金を市内のコミュニティセンターの管理運営に要する人件費に充当することで、必要な人的体制の確保、事業
実施における地元負担の軽減及び地域づくりへ向けたコミュニティ活動事業の充実、円滑化が図られました。
令和元年度は、サークル活動において利用者の高齢化などによる参加人数の減少や活動休止及び２か所のコミュニ
ティセンターの大規模改修等を行ったこともあり、目標の年間施設利用者には至りませんでしたが、各コミュニティ
センターでは、身近な学習活動や地域づくり活動が日々実践され、これらの活動を通じて、子どもからお年寄りまで
の幅広い世代が集い、誰もが参加し、交流できる活動拠点として定着しているところであり、事業活動も着実に成果
をあげ地域の活力増進に寄与していると評価します。
今後も各種事業の安定した運営、地域づくりに係る課題の解決及び新たな取組を支援し、地域の絆を結ぶコミュニ
ティの形成に寄与し、住民主体の地域づくりを推進していきます。
【年間施設利用者】 平成30年度：399,590人　令和元年度：402,482人

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

1,056

達成度 ％ 99.7% 99.8% 100.0%

令和元年度

コミュニティセンター職員の雇
用量
（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 1,053 1,053.75

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考
総事業費 55,000,000 60,000,000 57,000,000 平成29～令和元年度総事業費

うち文部科学省分
うち経済産業省分 55,000,000 60,000,000 57,000,000

交付金充当額 55,000,000 60,000,000 57,000,000 381,068,536

交付金事業の担当課室 市民生活部市民活動支援課
交付金事業の評価課室 市民生活部市民活動支援課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用
コミュニティセンター31か所の職
員（センター長31名、8ｈ主事31

名、5ｈ主事26名）
127,372,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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 令和元年度

858t

ごみの収集量
(燃やすごみ、
燃やさないご
み、粗大ご

み、生ごみ、
資源物（枯

葉・草以外）)

成果実績 t 882

目標値 t 858

達成度 ％ 102.8%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、評価を実施。

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

13 地域活性化事業 資源ごみ・一般ごみ収集運搬事業

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

【主要な政策・施策】
　令和元年度出雲崎町一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集を行う。その際の回収・運搬業務を
行うものです。
【目標】
　燃やすごみ420ｔ、燃やさないごみ60ｔ、粗大ごみ8ｔ、生ごみ140ｔ、資源物（枯葉・草以外）230
ｔ、資源物（枯葉・草）120㎥

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町全域

交付金事業の概要
生活の多様化によるごみの増加に対応し、効率的な収集体制の整備を図るとともに、ごみの減量化、
資源化を更に進めるため、一般ごみ及び資源ごみの収集運搬業務(資源ごみ分別回収業務委託　12ケ
月,一般ごみ収集運搬業務委託　12ケ月)に補助金を充当して実施します。



交付金事業の評価課室 町民課

一般ごみ収集運搬業務委託 随意契約 ㈲三京 16,851,402
交付金事業の担当課室 町民課

資源ごみ分別回収業務委託 一般競争入札 ㈱丸共 14,388,000

交付金充当額 14,800,000 14,900,000 14,600,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 14,800,000 14,900,000 14,600,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち文部科学省分
うち経済産業省分 14,800,000 14,900,000 14,600,000

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

294 294
達成度 ％ 98.6% 99.7% 98.6%

令和元年度

ごみの回収日数
活動実績 日 291 293 290
活動見込 日 295



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

無

湯沢町総合計画（2011-2020）後期の終期まで

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

湯沢町ごみ
排出量の減

少

湯沢町ごみ
排出量

成果実績 ｔ（トン） -

目標値 ｔ（トン） 4,591

達成度 ％ -

評価年度の設定理由
総合計画の終期に評価

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　年間を通して、可燃・不燃ごみの収集体制を整備したことで、町民が安心して暮らせる清潔な町づく
りが図れた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

番号 措置名 交　付　金　事　業　の　名　称

14 地域活性化措置 可燃・不燃ごみ収集事業

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

湯沢町における、可燃・不燃ごみ収集事業は、湯沢町総合計画、また湯沢町一般廃棄物処理基本計画に
則り行われている。
湯沢町総合計画では、平成27年度におけるごみ排出量4,923ｔを指標とし、令和２年度におけるごみの
排出量を4,591ｔに減量することを目標としている。

事業開始年度 平成28年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業者名 湯沢町
交付金事業実施場所 湯沢町全域

交付金事業の概要
湯沢町では、町民に身近なサービスであるごみの収集、運搬事業を行うことにより、町民が安心して暮
らせる清潔な町づくりを図る。この事業を継続的に実施するため、可燃ごみ収集業務委託、不燃ごみ収
集業務委託（12か月分）に補助金を充当し、事業を行った。

事業期間の設定理由



交付金事業の評価課室 湯沢町総務部企画政策課

可燃・不燃ごみ収集運搬 随意契約 (株)湯沢重機建設 18,257,500
交付金事業の担当課室 湯沢町産業観光部環境農林課

総事業費 30,000,000 30,000,000 30,000,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
可燃・不燃ごみ収集運搬 随意契約 (有)クリーン産業平山 49,704,000

交付金充当額 30,000,000 30,000,000 30,000,000

交付金事業の契約の概要
うち経済産業省分 30,000,000 30,000,000 30,000,000

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

946 948
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

ごみの運搬・収集を行っ
た回数

活動実績 回 950 946 948
活動見込 回 950

うち文部科学省分



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

15 地域活性化措置 町立亀代こども園維持運営事業

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

　全国的に少子化が進む中、当町のこども園の入園児数は横ばいで推移しています。「第2期聖籠町まち・ひと・しご
と創生総合戦略」では、基本目標の一つに「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」ことを掲げ、合計特殊出生率
1.92％（2019～2024平均）の達成・維持を数値目標として設定しています。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名 聖籠町
交付金事業実施場所 聖籠町大字次第浜地内

交付金事業の概要
　町立亀代こども園の職員10名の人件費（基本給、期末勤勉手当）（12か月分）への補助金の充当。
　本交付金事業では、町民が安心して子どもを預け、働き続けられる環境を整備することで、多様化する保育ニーズに
対応し、子育て世帯の支援と、目の行き届いた育児の充実を図るものです。

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 令和元年度

待機児童数
０人

町内こども園入園希
望児童に対する受入
率100%（待機児童０

人）の維持

成果実績 人 0

目標値 人 0

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由

毎年度の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事業評価を実施します。

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



120
交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

108 120
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

保育士の雇用量（人数（人）×雇
用期間（月））

活動実績 人月 120 108 120
活動見込 人月

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 17,500,000 17,500,000 17,500,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 17,500,000 17,500,000 17,500,000

交付金充当額 17,500,000 17,500,000 17,500,000

交付金事業の担当課室 子ども教育課
交付金事業の評価課室 総合政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
保育士人件費 雇用 保育士10名 45,043,225



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （単位：円）　

事業期間の設定理由

番号 措置名 交　付　金　事　業　の　名　称

16 地域活性化措置 生ごみリサイクル処理事業

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

　上越市では、第6次総合計画で「ごみ減量・リサイクルの推進」を基本施策に掲げているほか、「バ
イオマスタウン構想」を策定し、環境施策として循環型社会の構築を推進しています。その一環とし
て、生ごみをバイオマスとして利活用し、家庭から発生するごみの減量と再資源化を進め、環境の保全
と資源の有効利用を図ります。

交付金事業に関係する主要政策・施策
第6次総合計画（平成27年度～令和4年度）
2-1-1　ごみ減量・リサイクルの推進
2）リサイクルの推進
・限られた資源の有効利用とごみの減量を推進するため、市民へ資源物の
分別収集ルールの浸透を図ります。

　【目標】
　家庭ごみの資源化率　50％（平成30年度及び令和4年度）

※上記資源化率には、生ごみ以外の資源物（古紙類・金属類・容器包装な
ど）を含みます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名 上越市
交付金事業実施場所 上越市内一円

交付金事業の概要
　生ごみリサイクル処理業務委託事業運営費（平成31年4月分～令和2年3月分）。
　市民が分別排出した生ごみを民間事業所の生ごみ再資源化施設においてバイオマスとして利活用し、
燃料化などを行うことでリサイクルを図ります。



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

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 ％ 92.4%

年度

生ごみ処理量
・令和元年度………4～3月

活動実績 ｔ 7,993
活動見込 ｔ 8,654

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 令和元年度

家庭ごみの
資源化率
50％

資源物量÷
全家庭ごみ
量×100

※資源物量
には生ごみ
以外の資源
物も含みま
す。

成果実績 ％ 45.4

目標値 ％ 50

達成度 ％ 90.8%

評価年度の設定理由
処理実績を検収し次第、評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　令和元年度における生ごみの排出量が見込みを下回ったことも影響し、家庭ごみの資源化率は目標値
を下回る結果となりました。しかし、資源化率自体は前年比＋3.0％となり、資源物の有効活用を昨年
度以上に推進することができました。
　引き続き、生ごみを含めた資源物の適正排出及び分別の周知徹底を行い、ごみ減量と再資源化を推進
します。



交付金事業の担当課室 自治・市民環境部　生活環境課
交付金事業の評価課室 自治・市民環境部　生活環境課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

生ごみリサイクル処理業務委託 随意契約 上越バイオマス循環事業協同組合
239,503,477

（4月～3月分処理実績）

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 30,000,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 30,000,000 0 0

交付金充当額 30,000,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

8,841,000 9,996,274

8

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

消防・防災活動事業 阿賀町 58,344,000 58,344,000 73,464,391

7

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

生涯学習センター備品整備事業 刈羽村 8,841,000

27,000,000 29,840,100

6

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

保健福祉訪問車等整備事業 刈羽村 8,000,000 8,000,000 8,278,818

5

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

小・中学校無線ＬＡＮ環境構築・
備品整備事業

刈羽村 27,000,000

交付金事業に要し
た経費

交付金充当額 備　考

9,947,000 9,947,000 9,947,880

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

町民体育館屋上防水改修事業

防災行政無線バッテリー交換事業

中央公民館貯水槽修繕事業

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

天領の里物産館・石油記念館屋根
防水改修事業

出雲崎町

4

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

2

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

3

出雲崎町

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

17,800,000 17,800,000

出雲崎町

出雲崎町

46,440,000

3,780,000

400,000 400,000 1,001,160

3,149,000 3,149,000



　（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。

4,300,000 8,632,860

14 地域活性化措置
一般廃棄物（可燃物）収集運搬事
業

聖籠町 12,500,000 12,500,000 27,900,000

13 地域活性化措置 保育園保育実施委託事業 出雲崎町 4,300,000

33,099,600 33,099,600

12 地域活性化措置 アートステージ妙高推進事業 妙高市 7,093,698 7,093,698 9,594,057

11 地域活性化措置 町立保育所運営事業 津南町 33,099,600

8,000,000 19,100,367

10 地域活性化措置 保育園運営事業 魚沼市 43,273,000 43,273,000 48,015,168

9 福祉対策措置 博物館運営事業 柏崎市 8,000,000



Ⅱ．事業評価個表（　　元　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 元年度

０日
臨時休館日

数

成果実績 日 0
目標値 日 0
達成度 100.0%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
施設の修繕により長寿命化が図られるとともに、利用者の安全性が確保された。

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 天領の里物産館・石油記念館屋根防水改修事業

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

【主要な政策・施策】
　天領の里物産館（供用開始：平成6年4月）及び石油記念館（供用開始：平成17年3月）は建設以来防
水シート等の更新を行っていない為、劣化が進み、損傷が激しい状態となっている。
　この度、防水シート等の更新を行い、施設の維持管理と観光客の利便性を図るため改修工事を行う。
【目標】
　利用者の利便性確保と展示物・商品などの適正な維持管理を行う。臨時休館・立入禁止箇所を設けな
いようにする。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字尼瀬地内

交付金事業の概要
建設以来防水シート等の更新を行っておらず、劣化が進み、損傷が激しい状態となっている天領の里物
産館・石油記念館の屋根防水改修工事（物産館：塩化ビニル樹脂系シート防水　A=291.7㎡、石油記念
館：ウレタン塗装防水　A=170.1㎡）を交付金を充当して行います。



交付金事業の担当課室 産業観光課
交付金事業の評価課室 産業観光課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
天領の里物産館・石油記念館屋根防水改修工事 指名競争入札 ㈱大川防水工業 9,947,880

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 9,947,000
うち文部科学省分

総事業費 9,947,000

うち経済産業省分 9,947,000

交付金事業の総事業費等 元年度 年度 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 元年度 年度

達成度 100.0%

年度

修繕工事の進捗率
活動実績 ％ 100
活動見込 ％ 100



Ⅱ．事業評価個表（　　元　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 元年度

100%
緊急時の対

応率

成果実績 ％ 100
目標値 ％ 100
達成度 100.0%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
施設の修繕により長寿命化が図られるとともに、利用者の安全性が確保された。

番号 措置名 交付金事業の名称

2 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 防災行政無線バッテリー交換事業

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

【主要な政策・施策】
防災行政無線はデジタル化の改修を行い全町整備から5年が経過した。本庁の直流電源装置等のバッテ
リーにおいては交換時期となっており、停電時の対応に支障が出かねない状態となっている。このよう
な現状から、既設バッテリーの更新を行い、施設の維持管理と住民の安全性の確保を図る。
【目標】
　停電時等の電源の確保が困難な場合おいても電源を供給できる環境を整備し、住民の安全確保を図
る。緊急時の対応率100％を目標とする。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字川西地内ほか

交付金事業の概要

交換時期となっている防災行政無線バッテリーの交換工事を実施します。
（防災行政無線設備バッテリー更新、既設バッテリー廃棄）
・役場直流電源装置 N=1箇所・無線局舎UPS N=1箇所
・無線局舎直流電源装置 N=1箇所・屋外拡声子局　N=9箇所



交付金事業の担当課室 総務課
交付金事業の評価課室 総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
防災行政無線バッテリー交換工事 随意契約 NECネッツエスアイ㈱新潟支店 3,780,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,149,000
うち文部科学省分

総事業費 3,149,000

うち経済産業省分 3,149,000

交付金事業の総事業費等 元年度 年度 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 元年度 年度

達成度 100.0%

年度

バッテリーの交換箇所数
活動実績 箇所 12
活動見込 箇所 12



Ⅱ．事業評価個表（　　元　年度）
番号 措置名 交　付　金　事　業　の　名　称

3 公共施設に係る整備、維持補修又は維持運営等事業 中央公民館貯水槽修繕事業

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

【主要な政策・施策】
　昭和57年に建設した中央公民館は供用開始から36年経過し,その間、受水槽及び高置水槽について
は、毎年水槽内の清掃・小規模な防水処理を行ってきたが、劣化による躯体の強度低下がみられるた
め、塗装等の修繕を行う。
【目標】
　利用者の利便性の確保と施設の適正な維持管理を行う。臨時休館・立入禁止箇所を設けないようにす
る。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字米田地内

交付金事業の概要
劣化による躯体の強度低下がみられる中央公民館の貯水槽修繕工事（受水槽及び高置水槽塗装工　1
式、受水槽及び高置水槽防水カバー設置工　1式）を行います。

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 平成31年度

０日
臨時休館日

数

成果実績 日 0
目標値 日 0
達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
施設の修繕により長寿命化が図られるとともに、利用者の安全性が確保された。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



達成度 ％ 100.0%

年度

修繕工事の進捗率
活動実績 ％ 100
活動見込 ％ 100

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 元年度 年度

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 元年度 年度 年度 備　考

総事業費 400,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 400,000

交付金充当額 400,000

交付金事業の担当課室 教育課
交付金事業の評価課室 教育課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
中央公民館貯水槽修繕工事 随意契約 ㈱三京 1,001,160



Ⅱ．事業評価個表（　　元　年度）
番号 措置名 交　付　金　事　業　の　名　称

4 公共施設に係る整備、維持補修又は維持運営等事業 町民体育館屋上防水改修事業

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

【主要な政策・施策】
町民体育館（昭和59年竣工）は供用開始以来防水シートの更新は行っていない為劣化が進み、雨漏りが
発生している状態となっている。このような状態を鑑み、防水シートの更新を行い、施設の維持管理と
利用者の利便性確保を図るため改修工事を行う。
【目標】
　利用者の利便性確保と施設の適正な維持管理を行う。臨時休館・立入禁止箇所を設けないようにす
る。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字米田地内

交付金事業の概要
防水シートの劣化が進み、雨漏りが発生している町民体育館屋上の防水改修工事（体育館屋上防水工
平場A＝2,216㎡、立上A=281㎡）を行います。

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 令和元年度

０日
臨時休館日

数

成果実績 日 0
目標値 日 0
達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
施設の修繕により長寿命化が図られるとともに、利用者の安全性が確保された。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



達成度 ％ 100.0%

年度

修繕工事の進捗率
活動実績 ％ 100
活動見込 ％ 100

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 元年度 年度

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 元年度 年度 年度 備　考

総事業費 17,800,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 17,800,000

補助金充当額 17,800,000

交付金事業の担当課室 教育課
交付金事業の評価課室 教育課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
町民体育館屋上防水改修工事 指名競争入札 丸運建設㈱長岡支店 46,440,000



Ⅱ．事業評価個表 （令和元年度）

単位 評価年度

番号 措　　置　　名 交　　付　　金　　事　　業　　の　　名　　称

5 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 小・中学校無線ＬＡＮ環境構築・備品整備事業

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

基本目標１　安全安心でやすらぎの笑顔
(5)高齢者や障がい者の活躍・交流の場の創出、

子育て・教育環境の充実、多世代交流の促進
１５３　個性を伸ばす教育環境の整備

○教育環境・教育内容の向上

・学校施設の安全性を確保するとともに、子どもの学習意欲の向
上、知識・興味の幅を広げるため、視聴覚機器や運動用具などの
教具の充実を図ります。また、高度情報化社会に対応したＩＣＴ
化等の教育環境の充実やキャリア教育の推進を図るとともに、情
報セキュリティ対策の万全化を図ります。

目標：学校教育施設に対する満足度 65％（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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村

交付金事業実施場所  刈羽村大字割町新田、刈羽地内

交付金事業の概要

刈羽小学校及び刈羽中学校において、各普通教室・特別教室で無線ＬＡＮを使用して授業ができるよう工事を実施しました。また、
刈羽小学校にコンピュータ室サーバ一式、児童・教師用タブレットパソコン44台、グランドピアノ１台及び給食調理場冷凍冷蔵庫１台
を、刈羽中学校に生徒・教師用タブレットパソコン45台及び給食調理場三槽シンク１台、調理台２台、球根皮剥機１台を整備しまし
た。

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 令和2年度

無線ＬＡＮ環境及びタブレッ
トパソコンの活用により授業の
理解度が向上したとする児童・
生徒の割合を80％以上としま
す。

・無線ＬＡＮ環境及びタブレッ
トパソコンの活用により授業の
理解度が向上したとする児童・
生徒の割合

成果実績 ％

評価年度の設定理由

　備品を購入した翌年度の状況をもとに評価するため、事業実施翌々年度早期に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

刈羽小学校及び刈羽中学校の各普通教室、特別教室で無線ＬＡＮを使用して授業ができるよう工事を実施し、児童・生徒・教師用タ
ブレットパソコン等を整備したことで、ＩＣＴ教育環境がより充実し、児童の確かな学力の育成に寄与しています。また、刈羽小学校
でグランドピアノを更新したことで、引き続き式典等が実施できるようになり、円滑な学校運営に寄与しています。さらに、両校で給
食調理場備品を更新したことで、全校児童・生徒に対して学校給食を引き続き安定的に提供することができるようになり、児童の心身
の健全な育成に寄与しています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

目標値 ％ 80

達成度 ％



単位 － －

校

校

％

台

台

％

・小・中学校備品の購入台数 活動実績 96

活動見込 96

達成度 100.0

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 令和元年度

・校内全域で無線ＬＡＮ環境を
構築する学校数

活動実績 2

活動見込 2

達成度 100.0

交付金事業の総事業費等 令和元年度 － － 備考

総事業費 27,000,000 27,000,000

交付金充当額 27,000,000 27,000,000

うち文部科学省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

刈羽小学校電気通信設備（無線ＬＡＮ）設置工事 指名競争入札 ㈱刈羽電工 5,983,200

うち経済産業省分 27,000,000 27,000,000

交付金事業の契約の概要

刈羽小学校グランドピアノ 随意契約（不調） ㈱洋琴舎 1,171,500

刈羽小学校給食調理場備品 随意契約（少額） サカタ調理機㈱ 707,400

刈羽中学校電気通信設備（無線ＬＡＮ）設置工事 指名競争入札 ㈱刈羽電工 6,096,600

刈羽小学校パソコン室備品 指名競争入札 ㈱創風システム 6,908,000

計 29,840,100

交付金事業の担当課室 教育課、建設課

交付金事業の評価課室 教育課、産業政策課

刈羽中学校コンピューター室備品 指名競争入札 ㈱創風システム 7,645,000

刈羽中学校給食調理場備品 指名競争入札 サカタ調理機㈱ 1,328,400



Ⅱ．事業評価個表 （令和元年度）

単位

成果実績 ％

目標値 ％

達成度 ％

成果実績 人

目標値 人

達成度 ％

番号 措　　置　　名 交　　付　　金　　事　　業　　の　　名　　称

6 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 保健福祉訪問車等整備事業

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

基本目標１　安全安心でやすら
ぎの笑顔

(4)誰もが健康で安心して暮ら
せる環境の確保

　１４２　予防を重視した村
民の健康の維持・増進

○健康長寿の推進
○疾病予防の推進

・健康長寿の最大の阻害要因である生活習慣病を予防するため、医療機関や民間関係機関などとの
連携を含め、健康教室の開催、広報やケーブルテレビを通じた健康情報の提供などの健康づくり対
策を推進します。
・健康推進員を対象とした研修会を行い、育成を図るほか、食生活改善推進委員協議会との連携に
よる食育や地域でのふれあいも含めて、地域に密着した健康づくりを推進し、地域福祉の向上につ
なげます。
・特定健診及び各種がん検診、人間ドックなどの定期的な実施のほか、健診対象者の把握と普及・
啓発活動の推進による各種健診受診率の向上に努め、疾病の早期発見と早期治療を促します。
・生活習慣病をはじめ、こころの不調、認知症、介護などに関する総合的な健康相談体制の充実、
健康づくりプログラムの推進などにより、寝たきりや認知症を予防します。

目標：特定健診受診率 65％、健康づくりの推進に対する満足度 40％（いずれも令和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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村

交付金事業実施場所  刈羽村大字割町新田地内

交付金事業の概要
特定健診、健康相談会、保健指導、妊産婦訪問指導等の保健・福祉事業で使用する訪問車２台及び介護予防事業拠点施設で使用する

介護予防事業利用者の送迎車２台を購入しました。

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 評価年度 令和2年度

特定健診の受診者数全体に対する保健指
導の参加率を63％以上とします。

・保健指導の参加率

評価年度の設定理由

　備品を購入した翌年度の状況をもとに評価するため、事業実施翌々年度早期に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

保健福祉訪問車を更新したことで、特定健診、健康相談会、保健指導、妊産婦訪問指導、生活保護世帯への訪問、介護認定業務に係
る訪問など保健・福祉・介護分野の様々な住民サービスを引き続き提供することができるようになり、村民福祉の向上に寄与していま
す。また、介護予防事業送迎車を新たに整備したことで、令和２年５月に開所予定の介護予防事業拠点施設において施設利用者の送迎
が可能となり、村民の介護予防及び健康増進に寄与するものと期待されます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

63

介護予防事業拠点施設で実施する介護予
防教室に年間延べ4,800人以上が参加しま
す。

・介護予防教室の年
間延べ参加者数 4,800



単位

台

台

％

台

台

％

活動見込 2

達成度 100.0
交付金事業の活動指標

及び活動実績

活動指標 令和元年度 － －

・保健福祉訪問車の購入台数 活動実績 2

100.0

交付金事業の総事業費等 令和元年度 － － 備考

・介護予防事業送迎車の購入台
数

活動実績 2

活動見込 2

達成度

総事業費 8,000,000 8,000,000

交付金充当額 8,000,000 8,000,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 8,000,000 8,000,000

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

保健福祉訪問車 指名競争入札 北刈自動車工業㈱ 2,428,838

交付金事業の担当課室 福祉保健課

交付金事業の評価課室 福祉保健課、産業政策課

介護予防事業送迎車 指名競争入札 北刈自動車工業㈱ 5,849,980

計 8,278,818



Ⅱ．事業評価個表 （令和元年度）

単位 評価年度

人

人

％

単位

台

台

％

交付金事業実施場所  刈羽村大字刈羽地内

番号 措　　置　　名 交　　付　　金　　事　　業　　の　　名　　称

7 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 生涯学習センター備品整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村

交付金事業の概要
　村民の体力向上及び健康増進を図るため、生涯学習センターにおいてトレーニング機器14台を整備しました。

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

基本目標１　安全安心でやすらぎの笑顔
(5)高齢者や障がい者の活躍・交流の場の創出、

子育て・教育環境の充実、多世代交流の促進
１５４　生きがいの持てる暮らしの整備

○教育・学習施設の整備・維持管理

・刈羽村生涯学習センター「ラピカ」の施設整備・維持管理を定期的に行
い、村内外の利用者ニーズに応えた多彩な活動プログラムを展開します。

目標：ラピカ教室数 50教室、ラピカ教室参加者数 4,000人、図書館利用者数 28,000人（いずれも令和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

生涯学習センターのトレーニング室利用者のニーズを踏まえ、新機種を含めてトレーニング機器を更新・整備したことで、利用者
数が増加しているとともに施設利用者から好評の声をいただいており、村民の体力向上及び健康増進に寄与しています。

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 令和2年度

トレーニング室の年間利用者
数を延べ12,000人とします。

・トレーニング室の年間延べ利
用者数

成果実績

目標値 12,000

達成度

評価年度の設定理由

　備品を購入した翌年度の状況をもとに評価するため、事業実施翌々年度早期に評価を実施します。

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 令和元年度 － －

・トレーニング機器の購入台数 活動実績 14

活動見込 14

達成度 100.0

交付金事業の総事業費等 令和元年度 － － 備考

8,841,000

交付金充当額 8,841,000 8,841,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的

総事業費 8,841,000

うち経済産業省分 8,841,000 8,841,000

うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 教育課

交付金事業の評価課室 教育課、産業政策課

契約の方法 契約の相手方 契約金額

計 9,996,274

トレーニング室備品 指名競争入札 ㈱キタコーポレーション 9,996,274



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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 令和元年度

火災件数０
件

成果実績 件 3
目標値 件 0
達成度 0.0%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
火災件数３件　　内訳：着衣着火１件、機械の摩耗1件、原因不明１件

番号 措置名 交付金事業の名称

8 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 消防・防災活動事業

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

第２次阿賀町総合計画
B‐①‐３　消防・救急体制の充実・医療機関との連携
〇消防施設・設備の充実
○住民の防火意識の向上
○救急体制の整備・充実
○消防署と医療機関並びに他市町等の連携を強化
○応急手当等の普及
住民の生命、財産を火災から守ると共に、救急、救助、災害防除、軽減し安心安全な生活環境を提供し
ます。

目標：火災件数　０件

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 阿賀町
交付金事業実施場所 新潟県東蒲原郡阿賀町　津川・白崎・豊川甲・日出谷乙
交付金事業の概要 消防本部及び３分遣所の職員24名分の給与7か月分



交付金事業の担当課室 阿賀町消防本部　警防課
交付金事業の評価課室 阿賀町消防本部　警防課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
消防職員人件費 雇用 消防職員24名 73,464,391

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 52,968,000 58,075,000 58,344,000
うち文部科学省分

総事業費 52,968,000 58,075,000 58,344,000

うち経済産業省分 52,968,000 58,075,000 58,344,000

交付金事業の総事業費等 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 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２９年度 平成３０年度

161 168
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

消防職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月）

活動実績 人月 161 161 168
活動見込 人月 161



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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 柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画の終期まで

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 令和元年度

博物館入館者数
40,000人

博物館入館者数
成果実績 人 36,100
目標値 人 40,000
達成度 % 90.3%

評価年度の設定理由
毎年度の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
本交付金の活用により、博物館に勤務する学芸員（正規職員4名・再任用職員1名）を確保し、安定した施設運営を行
うことができました。令和元年度の入館者数は目標値に至りませんでしたが、春・夏・秋・冬それぞれに企画展を開
催しました。プラネタリウムでは、定期投影のほか特別投影の開催、さらにはＷＥＢミュージアムの充実により、学
習機会の創出や学習資源の共有化が図られ、市民の生涯学習や市の学術、文化の発展に寄与することができたと評価
しています。

番号 措置名 交　付　金　事　業　の　名　称
9 福祉対策措置 博物館運営事業

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
柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　第4章　教育・スポーツ～『たくましさ』をつなぐまちをめざして～

　第2節　学びを通じて地域の『たくましさ』をはぐくむ
　1　学びの機会を充実させる

目標値：博物館入館者数　40,000人

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名 柏崎市
交付金事業実施場所 柏崎市緑町（柏崎市立博物館）

交付金事業の概要

博物館の文化学芸に関する業務等に直接従事する学芸員人件費（5名）10ヵ月分。
博物館は、昭和61年7月に開館して以来、学校教育をはじめ、市民の生涯学習や市の学術、文化の発展に寄与する教
育機関として注目を集め、市内外から多くの利用者が訪れています。
本交付金事業では、当館に勤務する学芸員（正規職員4名・再任用職員1名）を確保し、企画展の開催や調査研究や資
料の収集・保存整理等を継続的に行うことで、市民の多様な要望に応えるなど、入館者の利用促進と社会教育環境の
充実を図ります。



人件費 雇用 学芸員5名 19,100,367
交付金事業の担当課室 教育委員会博物館

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

交付金事業の評価課室 教育委員会博物館

総事業費 8,000,000
交付金充当額 8,000,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 令和3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 令和元年度 年度

達成度 100.0%

年度

平常に運営できた日
（開館日数）

活動実績 日 309
活動見込 日 309

うち文部科学省分
うち経済産業省分 8,000,000



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

10 地域活性化措置 保育園運営事業

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：
第二次魚沼市総合計画（平成28年度～令和7年度）
　第3節　健康・福祉　基本目標　生涯にわたり健やかで安心して暮らせるまちづくり

　第2項　安心して産み育てる喜びを感じることができる社会の構築
　親子ともに健やかに育ちあいながら、子育てが楽しいと感じられるように、地域全

　体で支える環境を整えます。
第二次魚沼市総合計画前期基本計画　主要な施策（平成28年度～令和2年度）

1.子育て支援（3-2-1）
育児不安を受け止め、子育て世代が孤立しないように子育てに寄り添い、子どもの健

　やかな成長を地域全体で見守り、育む仕組みづくりをすすめていきます。
　妊娠期から子育てまで切れ目のない母子保健対策の充実と、子育てに関して身近な相

　談窓口である保育園、幼稚園、子育て支援センターが連携し、情報の発信を行う体制づ
　くりとその確立に努めます。

2.子育て環境の充実（3-2-2）
社会の変化による保育ニーズの多様化に対応するため、多面的な保育サービスの提供

　や、公立保育園の運営のあり方について検討します。
　乳児期から健やかな発達を支援するため、子育て支援センターの体制整備や施策の充

　実に加え、保護者や地域が共に学び、育ち、支え合えるよう情報提供や利用相談に努め
　ます。
成果指標：
1.子育て支援　子育てが楽しいと感じる人の割合

4か月:96.5%　1歳6か月:93.8%　3歳:87.2%（令和2年度）
2.子育て環境の充実　子育て支援センターの利用者数

23,000人（令和2年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 魚沼市
交付金事業実施場所 魚沼市堀之内、山口、今泉　地内

交付金事業の概要

魚沼市内保育園の保育士人件費（3保育園・保育士10名）10か月分
魚沼市は、第二次魚沼市総合計画に基づき、安心して産み育てる喜びを感じることができる社会の構
築に向け、保育ニーズの多様化に対応するため、電源立地地域対策交付金を活用し、保育サービス等
の充実に努めています。



事業開始年度 平成28年度 事業終了（予定）年度 令和7年度

事業期間の設定理由 第二次魚沼市総合計画の終期まで

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 令和元年度

要保育児の
入所率
100%

幼保育児の入
所率：入所者
数÷入所対象
人口×100

成果実績 ％ 100
目標値 ％ 100

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後速やかに評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、魚沼市内保育園の保育士人件費（3保育園・保育士10名）10か月分に充当し、
当該3保育園の保育士の定員を確保することができました。引き続き次年度以降、市の子育て支援関係
施策の基本となる公立保育園の運営体制を確保しつつ、一時預かりや延長保育を含めた様々な保育
サービス等の充実を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

100
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用

期間（月））

活動実績 人月 100 100 100
活動見込 人月 100

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

100

総事業費 43,302,000 43,318,000 43,273,000

うち経済産業省分 43,302,000 43,318,000 43,273,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 43,302,000 43,318,000 43,273,000
うち文部科学省分 0 0 0

交付金事業の担当課室 教育委員会子ども課
交付金事業の評価課室 総務政策部企画政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
保育士人件費 雇用 保育士10名 48,015,168



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

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 令和元年度

待機児童0人

町立保育園
入園希望児
童に対する
受入率100%
（待機児童
０人）の維
持

成果実績 人 0

目標値 人 0

達成度 100.0%

評価年度の設定理由
毎年度の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

番号 措置名 交付金事業の名称

11 地域活性化措置 町立保育所運営事業

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

6か所の保育所の園児に対する、交付対象期間（10か月間）を含む通年（12か月間）の保育を実施する
のに必要な体制が整備（保育士13名確保）することにより、子どもを安心して預けられる環境整備、多
様化する保護者のニーズに対応できる保育所運営の円滑な実施に寄与します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 津南町
交付金事業実施場所 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡　ほか

交付金事業の概要

少子化で子どもの人数は減少していますが、核家族化など社会的要因により未満児から保育所に入所さ
せるケースや、障がい児や障がい児傾向の児童を抱える子どもの増加により、保育士にかかる負担が増
えています。その一方で、子育て支援に関してはこれまで以上の施策を住民が求めていることから、そ
のニーズに対応できる保育士を公立保育所に配置する必要があるため、6箇所の町立保育所の運営に係
る職員人件費　保育士13名分の給与（R元.6月～R2.3月分）に交付金を充当します。



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

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
人件費 雇用 保育士13名 33,099,600

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 33,333,000 33,333,000 33,099,600
うち文部科学省分

総事業費 33,333,000 33,333,000 33,099,600

うち経済産業省分 33,333,000 33,333,000 33,099,600

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

120 130
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 110 120 130
活動見込 人月 110



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

12 地域活性化措置 アートステージ妙高推進事業

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

妙高市総合計画
　まちづくりの大綱：豊かな心と文化を育む・生命地域
　基本施策：創造性豊かな文化のまちづくり
　主要施策：文化芸術の振興

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 妙高市
交付金事業実施場所 妙高市一円

交付金事業の概要

市民の芸時術文化活動への参加を促し、妙高の特色ある芸術文化活動の推進を図るため、下記の文化振興事業の運営費に交付金を充当し
た。

①妙高芸術祭
期日：10月27日～11月4日 （※出品数1,901点、来場者5,798名）
内容：全国公募展の四季彩芸術展（絵画、写真）、妙高・上越市民を対象とした妙高市美術展覧会（日本画、

　洋画・ﾃﾞｻﾞｲﾝ・版画、墨画、書道、写真、彫塑工芸）市内の子どもたちを対象としたジュニア芸術展
　（絵画、書道）の３つの芸術展を同時に開催した。

②東京藝術大学吹奏楽クリニック・成果発表コンサート
【レッスン】　期日：9月21日(土)・22日(日)、10月19日(土)・20日(日)
【成果発表会】期日：10月20日（※来場者350名）

　内容：東京藝術大学の教授や学生による市内の3つの中学校吹奏楽部への演奏指導会を行った。
　また、10月には市民向けの成果発表会を開催した。

③アート＆カルチャーフェスティバル
期間：9～12月
内容：9月から12月をアート＆カルチャーフェスティバル期間として、市内文化団体のイベント情報や

　活動団体の紹介など、パンフレットにまとめて情報提供を行った。
④国民文化祭 妙高市独自事業

・はり絵作家岡田清和×日本画家大矢紀 ふるさとの作家展（期日：10/26～11/4　※来場者1,009名）
・妙高市民文化祭（期日：10/12・13　※来場者439名）
・妙高アート展（期日：11/9・10　※来場者640名）

事業期間の設定理由 事業がイベント系であるため、事業年度は単年度としている。



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 令和元年度

参加者・来場者
の満足度：90％
以上

参加者・来場者
の満足度

成果実績 ％ 79
目標値 ％ 90
達成度 87.8%

評価年度の設定理由
長年継続している事業であり、単年度ごとに評価する必要があるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

平成22年度より開催している市内最大の芸術イベントである妙高芸術祭も10年が経過し、妙高市の秋の風物詩として定着してきた
半面、事業のマンネリ化や展示スペースの狭さが影響し、目標にわずかに達しなかったものと考えている。ただし、出品者や来場
者が増加傾向にあることや、また、国民文化祭の妙高市独自事業に多くの市民が参画したことにより、確実に当市の芸術文化活動
が活性化しつつあり、今後につながっていくものと考えている。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 ％ 122.9%

年度

参加者・来場者数
活動実績 人 8,236
活動見込 人 6,700

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 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 令和元年度 年度

総事業費 7,093,698
交付金充当額 7,093,698
うち文部科学省分
うち経済産業省分 7,093,698



契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
妙高芸術祭開催に係る委託料 随意契約 妙高芸術祭実行委員会 3,514,055

交付金事業の契約の概要

　臨時職員賃金 賃金 臨時職員1名 335,750
　打ち合わせ旅費 費用弁償 職員3名 43,920

東京藝術大学吹奏楽クリニック開催に係る委託料 随意契約 （公財）妙高文化振興事業団 2,127,027
アート＆カルチャーフェスティバルに関する費用

チラシ印刷製本費 随意契約 （公財）妙高文化振興事業団 2,400
チラシ運送費 随意契約 佐川急便（株） 9,540

　消耗品費 随意契約 （株）小川紙店妙高ほか 5,689
　ポスター印刷製本費 随意契約 （株）ケーナール事業本部 273,240

交付金事業の担当課室 生涯学習課
交付金事業の評価課室 企画政策課

　高速道路使用料 随意契約 東日本高速道路（株）新潟支社 17,770
国民文化祭妙高市独自事業負担金 随意契約 国民文化祭妙高市実行委員会 3,264,666



Ⅱ．事業評価個表（　　元　年度）
番号 措置名 交　付　金　事　業　の　名　称

13 地域活性化事業 保育園保育実施委託事業

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

【主要な政策・施策】
　国が定める利用者負担額と町が定める保育料の差額に交付金を充当することで、利用者の経済的負担
軽減と保育・子育て環境の整備を行う。
【目標】
利用者数　120人

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字住吉町地内、出雲崎町大字船橋地内

交付金事業の概要

出雲崎町は公立保育園がなく、私立保育園として出雲崎保育園（定員60名）・小木之城保育園（定員60
名）の2箇所がそれぞれ運営している。保育園保育実施委託料については公定価格で定められた公費負
担額と利用者負担額で構成されており、公費負担額は国1/2・県1/4・町1/4の割合となっている。一
方、利用者負担については、国が定める水準を限度として、実施主体である町が定めることになってい
る。本事業は国が定める利用者負担額と町が定める保育料の差額を補助金対象とし、5か月分（5月～9
月）充当し、利用者の経済的負担を軽減する。

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 元年度

120人
保育園の利

用者数

成果実績 人 106
目標値 人 120
達成度 ％ 88.3%

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後速やかに評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
利用者に対する保育料の負担を怪訝することで子育て環境の整備が図られた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



達成度 ％ 99.8% 100.0%

年度

町内2箇所の保育園の延べ
開所日数

活動実績 日 576 238
活動見込 日 577

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

238

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 年度 備　考

総事業費 10,400,000 4,300,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 10,400,000 4,300,000

交付金充当額 10,400,000 4,300,000

交付金事業の担当課室 こども未来室
交付金事業の評価課室 こども未来室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
保育園保育実施委託 ‐ 出雲崎町 8,632,860



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

153

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

143
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

ごみの収集日数
活動実績 日 154 153 143
活動見込 日 154

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 令和元年度

可燃ごみの
減量

可燃ごみ搬
入量前年度

比

成果実績 t 2085.42
目標値 t 1795.59
達成度 ％ 116.1%

評価年度の設定理由

毎年度の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事業評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

令和元年度より、生ごみの分別を廃止したため可燃ごみが増加したと思われる。今後はごみの減量に向
けて、町民への呼びかけ等を行う。

番号 措置名 交　付　金　事　業　の　名　称

14 地域活性化措置 一般廃棄物（可燃物）収集運搬事業

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

　町では、ごみ減量策の一環として、一定量のごみ処理は有料化する超過従量制による指定袋制度（可
燃ごみ排出指定制度）の導入や、ごみの資源化促進事業として現在５種類14分別で収集を行っており、
資源ごみ（ペットボトル・空き缶・牛乳パック・ガラス瓶・プラスチック製容器包装・新聞紙・雑誌・
ダンボール等）の回収強化を図るなど、ごみの減量化を実践しているところです。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名 聖籠町
交付金事業実施場所 聖籠町全域

交付金事業の概要 一般可燃ごみ収集運搬にかかる委託料（１１か月分　５～３月）



交付金事業の担当課室 生活環境課
交付金事業の評価課室 総合政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
委託請負 随意契約 東高建機作業（株） 27,900,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 12,500,000 12,500,000 12,500,000 H29、30は生ごみ堆肥化事業

うち文部科学省分
うち経済産業省分 12,500,000 12,500,000 12,500,000

交付金充当額 12,500,000 12,500,000 12,500,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

14,168,000

4

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

5

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

6

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

11,533,000 11,533,000

五泉市

7

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

8

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

村松体育館維持運営事業

10,109,000

4,400,000 4,400,000 5,205,200

9,342,000 9,342,000 9,342,000

3,823,600

3,000,000 3,000,000 3,196,800

6,108,000

3,000,000 3,000,000

広域農道５号線舗装修繕事業

消火栓整備事業

4,400,000 4,400,000

十日町市

妙高市

妙高市

妙高市

小型動力ポンプ整備事業

消防車両整備事業

7,454,713

交付金事業に要し
た経費

交付金充当額 備　考

4,400,000 4,400,000 8,813,200

2

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

3

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

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

新発田市

関川村

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

市道大沢線道路改良事業
＜２級＞

三条市

姫田線改良事業

村道橋場下関線整備事業

6,108,000



　（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。

28,374,654

38,000,000 38,000,000 58,983,785

14 地域活性化措置

村上市

糸魚川市

湯沢町

9

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

7,009,782

7,333,000 7,333,000 10,268,118

5,394,000 5,394,000 6,597,000

27,067,000 27,067,000 34,493,400

13 地域活性化措置

胎内市

17,579,000 17,579,000

南魚沼市学校維持運営事業

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

地域活性化措置

保育園運営事業

福祉サービス提供事業

湯沢認定こども園運営事業

11

4,400,000 4,400,000佐渡市

12 地域活性化措置

メルティングセンター佐渡維持運
営事業

子育て支援事業

10



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 降雪や農作業により、工事や測量の実施期間が限られており、年次的な整備が必要なため。

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

市道大沢線道路改良事業＜２級＞

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

交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標
三条市総合計画（平成27年度～令和４年度）
第１節　既存ストックの賢い利用
　１　公共施設の効率的な活用

⑵ 施設規模の見直し
・地域特性や経済性を総合的に勘案した公共下水道事業計画（汚水処理計画）の見
直しを行うとともに、予測される交通量を見据えた幅員等の見直しや計画路線の
廃止など都市計画道路の見直しを行います。

事業開始年度 平成22年度 事業終了（予定）年度 令和６年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 三条市
交付金事業実施場所 三条市大沢地内

交付金事業の概要

　市道大沢線は、これまで主に地元の方の生活道路として利用されてきたが、近年下田郷の魅力の高ま
りにより隣接市から市道やまなみ線へ抜け国道へ出るための経路として観光客などの通行量が増加して
いる。
　しかし、当該道路の現況は道幅が狭く、車のすれ違いや歩行者の移動に困難が生じている。とくに冬
季は交通への影響が顕著であり、幼稚園への通園バスや緊急車両の通行が困難となることも懸念される
ため、地元の方からも改修を要望されている。
　これらの状況を踏まえ、観光客、地域住民の安全確保を図るため、本道路改良工事を実施する。
　全体の施工延長はL=780m、幅員はW=5m、施工面積はA=3,900㎡であり、R1年度末時点でL=488.4ｍ施工
（予定延長整備率62.6％）実施済みである。また、R2年度単年度ではL=17.5ｍ（当該年度予定延長整備
率100.0%）、R1年度末見込みでL=505.9m施工（予定延長整備率64.9％）予定である。



交付金事業の担当課室 総務部財務課
交付金事業の評価課室 総務部財務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
工事費 制限付一般競争入札 山田土建 8,813,200

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000
うち文部科学省分 0 0 0

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000

うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 平成30年度 平成29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 令和元年度 平成30年度

100

評価に係る第三者機関等の活用の有無
-

100
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

平成29年度

道路改良工事の進捗率
活動実績 ％ 100 100 100
活動見込 ％ 100

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 令和元年度

０件

当該路線に
おける交通
事故発生件

数／年

成果実績 件 0

目標値 件 0

達成度 100.0%

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後速やかに評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　道路拡幅工事L=37.4ｍ（当該年度予定延長整備率100.0%）の実施及び、当該路線における交通事故の
発生件数／年（０件）を目標としました。本事業の実施により道路改良が図られ、前年度に引続き事故
発生件数０件(市事業評価報告書提出時点)を達成し、市民等の安全の確保することができました。



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 交付金事業の終了予定年度

番号 措置名 交付金事業の名称

2
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

姫田線改良事業

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

【主要政策・施策】
新発田市総合戦略（平成27年度～平成31年度）
　基本目標4　まちづくり

　施策Ⅰ　安心安全で快適な暮らしの確保
・道路の適正な維持管理と危険個所等の解消のため、市道の新設、拡幅、舗装、改築等

を行い、より快適で安心安全な暮らしの確保を実現します。

【目標】
市道改良延長（改良＋舗装新設）　32,112ｍ

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 平成36年度（令和6年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新発田市
交付金事業実施場所 新発田市　西姫田地内

交付金事業の概要

姫田線は県道間を結ぶ市道です。近隣集落の生活道路としての利用のほか、周辺地域から市街地への移
動経路として活用されていますが、幅員が4.0～4.5m程度しかないため、一般車両の相互通行や有事の
際の緊急車両の通行に支障をきたす状態です。これを解消するために舗装幅員で標準6.5m（1車線
2.75m）へ拡幅改良を行うものです。令和元年度は未整備区間約450.7mのうち80.0mの整備を行います。



交付金事業の担当課室 地域整備課
交付金事業の評価課室 財務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額（円）
道路改良工事 一般競争入札 (株)石井建材（新発田市） 10,109,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 6,622,000 6,444,000 6,108,000
うち文部科学省分

総事業費 6,622,000 6,444,000 6,108,000

うち経済産業省分 6,622,000 6,444,000 6,108,000

交付金事業の総事業費等 H29年度 H30年度 R1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 H29年度 H30年度

129.3

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

80.0
達成度 % 100.0 100.0 100.0

R1年度

施工延長
活動実績 m 60 129.3 80.0
活動見込 m 60

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 平成37年度（令和7年度）

安心で快適にす
れ違える道路の
割合

拡幅済み延長÷
拡幅予定延長×
100

成果実績 % -
目標値 % 100
達成度 % -

評価年度の設定理由
事業終了予定年度の翌年度に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

今年度の工事は令和元年10月30日に完了しました。これまでに工事を完了させた区間において舗装幅員
で標準6.5mが確保され、一般車両及び有事における緊急車両の相互通行が容易になりました。整備予定
延長約820ｍのうち整備済み延長は449.3ｍとなり、進捗率は54.8％です。来年度以降も引き続き道路改
良工事を行い、住民生活の利便性と安全性の確保を図っていきます。



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成２９年度 平成３０年度

131 110
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

整備区間延長
活動実績 ｍ 120 131 110
活動見込 ｍ 120

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 令和元年度

事故及び車両ト
ラブル発生件数

０件

舗装不良箇所に起
因する交通事故及
び車両トラブル発

生件数

成果実績
目標値
達成度 100.0%

評価年度の設定理由
当該整備計画の最終年度が令和元年度であるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等
関川村総合振興審議会により、当該事業を含んだ村事業全般的に評価を得ている。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
有り

件
件

0
0

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
村道橋場下関線整備事業

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

公金事業に関係する主要政策・施策
関川村第６次総合計画（平成28年度～平成３７年度）
第１節：住みよい暮らしのために
第８項.安全安全な暮らしの確保
施策：第４.交通安全－交通安全施設の整備と関係機関への要望。
目標：舗装不良箇所に起因する交通事故及び車両トラブル発生件数を０件。

事業開始年度 平成２９年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 関川村
交付金事業実施場所 関川村大字下関地内
交付金事業の概要 村道橋場下関線における舗装補修工事L=110ｍの実施

事業期間の設定理由 村道橋場下関線補修事業最終年度まで



交付金事業の担当課室 総務政策課 観光・地域政策室
交付金事業の評価課室 総務政策課 観光・地域政策室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
村道橋場下関線舗装整備 指名競争入札 福田道路㈱村上支店 5,205,200

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000
うち文部科学省分

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000

うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の総事業費等 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 備　考



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

4
公共用施設に係る整備、維持補修又は維持
運営等措置 広域農道５号線舗装修繕事業

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

[主要政策・施策]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当該道路の
舗装は建設から30年以上が経過し、道路全幅に損傷が及んでおり劣化が顕著になっています。通行車両の安全性と走行快適性を考
えると早期に修繕することが望まれます。また、利用客のイメージアップにも繋がり、再訪者の増加も見込まれます。
[目標]　周辺観光施設の入込客数年間50万人以上。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和３年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 十日町市
交付金事業実施場所 十日町市　高道山

交付金事業の概要

　当該広域農道は、十日町市と津南町の営農団地や中山間地域を結ぶ基幹農道として整備されたもので、農産物の流通に大きく寄
与しています。また、周辺には河川公園（清津川フレッシュパーク）に隣接したゆくら妻有やミオンなかさといった温泉施設もあ
り、農業者のみならず公園利用者や温泉利用客からも利用されています。こうした中、経年劣化等に伴い道路面の損傷が道路全幅
に及んでいる状況です。そのため、損傷した広域農道を交付金を充当し修繕することにより、農作業者、地域住民及び利用客の安
全確保を図ります。
表層打換工　L=200.0ｍ　W=7.5m　A=1,546㎡　t=5cm

事業期間の設定理由 完成までに３年間を要するため

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４年度

年間50万人以上
周辺観光施設の

入込客数

成果実績 人
目標値 人 500,000
達成度 ％

評価年度の設定理由
評価のための定量的な数値が当年度に出るため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本交付金の活用により、広域農道５号線の舗装を200ｍ打ち換えることができました。
　新型コロナウイルスの影響により入込客数（平成30年度は533,754人）が減少しましたが、令和３年度には大地の芸術祭が開催さ
れることから、広域農道５号線の交通量増加が考えられます。継続して舗装修繕を行うことで農作業者、地域住民及び利用客の安
全確保を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



達成度 100.0%

令和３年度

施工延長
活動実績 ｍ 200.0
活動見込 ｍ 200.0

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 令和３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 令和元年度 令和２年度

総事業費 9,342,000

うち経済産業省分 9,342,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 9,342,000
うち文部科学省分 0

交付金事業の担当課室 中里支所地域振興課
交付金事業の評価課室 中里支所地域振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
道路施設補修 一般競争入札 ㈱共立舗装 9,342,000



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

5
公共用施設に係る整備、維持補修又
は維持運営等措置

消火栓整備事業

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

【妙高市】
○第2次妙高市総合計画（平成27年度～令和元年度）
・まちづくりの大綱４　健やかで人にやさしい・生命地域

・基本施策４ 　安全・安心な暮らしの確保
・主要施策１ 　防災体制の確立

○妙高市第2期消防施設資機材5カ年整備計画（平成27年度～令和元年度）

　目標：効率的な消防資機材や消火設備等の整備により、消防体制の強化を図る。

事業開始年度 令和元年度 事業終了年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 妙高市
交付金事業実施場所 妙高市内
交付金事業の概要 消火栓の整備

事業期間の設定理由 毎年度、当該市町村が交付事業の実施を判断しているため。

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 令和元年度

消火栓整備
数

消火栓整備
率

成果実績 ％ 100
目標値 ％ 100
達成度 ％ 100.0%

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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



達成度 ％ 100.0%
消火栓整備数

活動実績 基 2
活動見込 基 2

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 令和元年度

総事業費 3,000,000

うち経済産業省分 3,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 妙高市総務課危機管理室
交付金事業の評価課室 妙高市総務課、企画政策課、財務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
消火栓の整備 一般競争入札 （株）セイコースミダ、中電産業（株） 3,823,600



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

6
公共用施設に係る整備、維持補修又
は維持運営等措置

小型動力ポンプ整備事業

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

【妙高市】
○第2次妙高市総合計画（平成27年度～令和元年度）
・まちづくりの大綱４　健やかで人にやさしい・生命地域

・基本施策４ 　安全・安心な暮らしの確保
・主要施策１ 　防災体制の確立

○妙高市第2期消防施設資機材5カ年整備計画（平成27年度～令和元年度）

　目標：効率的な消防資機材や消火設備等の整備により、消防体制の強化を図る。

事業開始年度 令和元年度 事業終了年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 妙高市
交付金事業実施場所 妙高市内
交付金事業の概要 小型動力ポンプの整備

事業期間の設定理由 毎年度、当該市町村が交付事業の実施を判断しているため。

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 令和元年度

小型動力ポ
ンプ整備数

小型動力ポ
ンプ整備率

成果実績 ％ 100
目標値 ％ 100
達成度 ％ 100.0%

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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



達成度 ％ 100.0%
小型動力ポンプ整備数

活動実績 台 2
活動見込 台 2

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 令和元年度

総事業費 3,000,000

うち経済産業省分 3,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 妙高市総務課危機管理室
交付金事業の評価課室 妙高市総務課、企画政策課、財務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
小型動力ポンプの整備 一般競争入札 （株）堀農機店 3,196,800



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

7
公共用施設に係る整備、維持補修又
は維持運営等措置

消防車両整備事業

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

【妙高市】
○第2次妙高市総合計画（平成27年度～令和元年度）
・まちづくりの大綱４　健やかで人にやさしい・生命地域

・基本施策４ 　安全・安心な暮らしの確保
・主要施策１ 　防災体制の確立

○妙高市第2期消防施設資機材5カ年整備計画（平成27年度～令和元年度）

　目標：効率的な消防資機材や消火設備等の整備により、消防体制の強化を図る。

事業開始年度 令和元年度 事業終了年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 妙高市
交付金事業実施場所 妙高市内
交付金事業の概要 消防車両の整備

事業期間の設定理由 毎年度、当該市町村が交付事業の実施を判断しているため。

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 令和元年度

消防車両整
備数

消防車両整
備率

成果実績 ％ 100
目標値 ％ 100
達成度 ％ 100.0%

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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



達成度 ％ 100.0%
消防車両整備数

活動実績 台 4
活動見込 台 4

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 令和元年度

総事業費 11,533,000

うち経済産業省分 11,533,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 11,533,000
うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 妙高市総務課危機管理室
交付金事業の評価課室 妙高市総務課、企画政策課、財務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
消防車両の整備 一般競争入札 （株）さがみや自動車商会、（有）新東自動車整備工場 14,168,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 第２次五泉市総合計画の終期まで

番号 措置名 交付金事業の名称

8
公共施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

村松体育館維持運営事業

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
策と目標

　第2次五泉市総合計画(平成29年度～平成38年度)【基本施策1.いきいきの泉,施策NO.4生涯ス
ポーツの推進】の基本方針として、子どもから高齢者まで、多くの市民が健康や体力の保持増進
に取り組み、生涯を通じて健康で活力に満ちた生活を送れるよう、いつでも、どこでも気軽に参
加できるスポーツ・体力づくり活動の機会の提供や教室等の開催、施設環境の整備を進めること
としています。

事業開始年度 R1年度 事業終了（予定）年度 R1年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 五泉市

交付金事業実施場所 五泉市石曽根地内

交付金事業の概要

　村松体育館は、スポーツを通じて、明るく健康で豊かな生活を実現するための施設であり、明
るく広いアリーナや視野良好なトレーニングルームを備えた施設です。当該施設は市民をはじ
め、市内外から多くの利用者が訪れ、体育施設としても市の代表的な施設の一つとなっていま
す。
　市民をはじめ施設利用者の生涯にわたる健康維持、増進を図る等のため、施設管理業務(清
掃・日直・環境管理)委託費、7カ月分に交付金を充当します。



評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

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 R1年度

より多くの市
民に健康維
持、増進を図
る機会の提供

利用者数
本年/前年

成果実績 人 46,740

目標値 人 74,040

達成度 ％ 63%

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

　村松体育館の維持運営費に当該交付金を充当することで、高齢者の雇用の拡大が図られるとと
もに、安定した事業運営を行うことが可能となった。
　また平成２６年度から総合型地域スポーツクラブ・ヴィガ(現在は五泉市スポーツ協会)へ日直
業務を委託しており、市民へのさらなるスポーツ振興を図ることができている。
　良好な利用環境が維持されることにより利用者の満足度や利用率の増加へつながる。
　なお、利用者数や大会・イベントの開催数が前年度より減少しているが、令和元年6月からの
施設使用料の有料化による影響が大きい。

 利用者数　  H29年　77,733名　H30年　74,040名　R1年　46,740名
 大会・イベント開催数 　H29年　51回　    H30年　47回　　　R1年　39回



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の担当課室 スポーツ推進課　スポーツ施設係

交付金事業の評価課室 企画政策課　企画政策係・スポーツ推進課　スポーツ施設係

業務委託 指名競争入札 （株）新潟クリーナー 668,500

計 7,454,713

業務委託 随意契約
（公社）
五泉市シルバー人材センター

5,168,373

業務委託 随意契約 五泉市スポーツ協会 1,617,840

4,400,000 4,400,000 4,400,000

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

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の総事業費等 H29年度 H30年度 R1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 H29年度 H30年度

7 7

達成度 ％ 100 100 100

R1年度

維持管理経費の充当月数

活動実績 月 7 7 7

活動見込 月 7



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

9
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

メルティングセンター佐渡維持運営事業

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

【主要政策・施策】
佐渡市第2次環境基本計画（平成29年度～平成38年度）
 Ⅱ 地球環境を考え行動する
  1 廃棄物の循環利用の促進

ア 循環型社会の推進に向けた取組
①市民・事業者・行政が三者一体となる協同体制で、廃棄物の減量化や資源化

など循環型社会の実現に向けた取組を進めます。
ウ 循環型社会に向けた基盤整備
①一般廃棄物処理コストの分析を行い、様々な角度から検討することにより、

効率的な処理体制の構築に努めます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 佐渡市
交付金事業実施場所 佐渡市両津大川地内

交付金事業の概要

佐渡市では、循環型社会の実現に向け、ごみの減量化、リサイクルの推進、再生可能エネ
ルギーの導入等施策を展開しているところです。こうした施策展開のなかで、ごみ焼却処
理に伴い排出される焼却灰については、高温で溶解することにより、再利用化を行ってお
り、その役割を担っている、メルティングセンター佐渡（灰溶解固形化施設）の維持運営
経費（電気料3ヶ月分）に交付金を充当します。



評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

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 令和元年度

焼却灰溶解
処理量
360t

焼却灰溶解
処理量

成果実績 t 384

目標値 t 360

達成度 ％ 106.7%

評価年度の設定理由
毎年度のＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため、事業実施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

　交付金の活用により、メルティングセンター佐渡の維持管理経費（交付対象期間3ヶ月間
を含む）12ヶ月の当該施設稼働により、年間1万トン超のごみ焼却に伴う焼却灰の溶解処理
を継続的に実施できました。これにより、ごみの減量化、リサイクルの推進、再生可能エ
ネルギーの導入等の施策展開の実現に向けた取組に寄与しました。

次年度に向けた改善としては、施策展開の実現に向けた取組を推進し、ランニングコス
トの低減を図っていきます。



交付金事業の担当課室 環境対策課

交付金事業の評価課室 環境対策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
電気使用料 随意契約 東北電力株式会社 7,009,782

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000

うち文部科学省分
平成29年～令和元年度
総事業費：13,200,000

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000

うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

3 3
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

電気使用料
の充当月数

活動実績 月 3 3 3
活動見込 月 3



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

目標値 ―
達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

10
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

　学校維持運営事業

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

　【主要政策・施策】
　第二次南魚沼市総合計画（平成28年度～令和７年度）
　基本計画　第２章　教育・文化
　２－１　学校教育の充実

　【目標】
　いきいきと学校生活が送れるよう、南魚沼らしい教育環境の整備・充実を図り、心豊かで
　たくましい児童・生徒を育成します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 　南魚沼市
交付金事業実施場所 　南魚沼市六日町地内　ほか７件

交付金事業の概要

　子ども達が安心して学び、豊かな情操をはぐくむためには、それを可能とする学校環境の整備、維持
運営が必要です。
　そのひとつとして校舎内の明るさの維持や冬期間の暖房をはじめとする、電気の安定的な供給が必要
となることから、学校維持運営として、南魚沼市立小学校８校（城内小学校、六日町小学校、第一上田
小学校、第二上田小学校、中之島小学校、上関小学校、石打小学校、塩沢小学校）の7～12月分の電気
料に充当します。

事業期間の設定理由 　―
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

子どもの教
育環境の向

上
―

成果実績 ―

―



％ 100.0% 100.0% 100.0%

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
毎年度のPDCAサイクルを図るため。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

　南魚沼市内には19校の市立小学校があり、約3,000人の児童が通学していますが、その年間電気料は
総額でおよそ4,700万円にのぼります。特に冬期は、消雪施設等の利用により電気料は高額となりま
す。本事業により、交付金対象校８校をはじめとして、19校の市立小学校に電気の安定的な供給を交付
対象期間（６か月間）を含む12か月間継続できました。
　これにより、良好な学校環境の維持管理が可能となり、子どもの教育環境の向上に大きく寄与できた
と考えます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
　無

うち経済産業省分 7,333,000 7,333,000 7,333,000

令和元年度

電気量充当月数
活動実績 か月 6 6 6
活動見込 か月 6

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

6 6
達成度

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

交付金事業の活動指標及
び活動実績

交付金充当額 7,333,000 7,333,000 7,333,000

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 7,333,000 7,333,000 7,333,000

平成29年～令和元年度総事業
費：21,999,000うち文部科学省分

光熱費 入札（二年契約） 東北電力(株) 10,268,118
交付金事業の担当課室 　総務部　企画政策課
交付金事業の評価課室 　総務部　企画政策課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 現在の最優先課題が保育環境の整備であるため

番号 措置名 交付金事業の名称

11 地域活性化措置 子育て支援事業

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
基本政策　子育て・教育・学ぶ
～子供の成長、豊かな心と生きる力を育むまちづくり～
　１．子育て支援

　市立保育園事業
　保護者の就労や疾病等により、保育の必要性がある児童に対し保育を実施
　し、保護者の子育てと就労の両立を支援する。
　目標：入園希望者100％受け入れ

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 胎内市
交付金事業実施場所 胎内市大川町地内

交付金事業の概要
保護者が安心して子供を産み育てられる保育環境の整備が望まれており、保育サービスの
充実のため保育園の円滑な運営が必要であることから、市立保育園（日の出保育園）の保
育士人件費（5人×5月分）に交付金を充当します。



6,597,000

交付金事業の担当課室 こども支援課

うち経済産業省分 5,504,000 5,467,000 5,394,000

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
人件費 雇用 保育士5名

交付金事業の評価課室 地域整備課

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

25

備　考

交付金充当額 5,504,000 5,467,000 5,394,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度

総事業費 5,504,000 5,467,000 5,394,000

25

評価に係る第三者機関等の活用の有無

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

保育士人件費
5人×5か月分

活動実績 人月 25 25 25
活動見込 人月 25

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 令和元年度

入園希望者の
受け入れ
１００％

入園児数/入園
希望者数
(4月1日)

成果実績

目標値

達成度

％

100%

100

100

％

％

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

胎内市立日の出保育園（入園者63人）の保育士人件費に交付金を充当し、事業対象期間（5
か月分）を含む12か月間の保育を実施する体制を整備（交付金充当により保育士5名確保）
することで、保育園の円滑な運営及び胎内市の子育て支援事業に寄与する。
（入園者数は令和元年12月31日現在）



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

12 地域活性化措置 保育園運営事業

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2次村上市総合計画（平成29年度～平成33年度）
　基本目標1 いきいき元気な笑顔輝く、支え合いのまちづくり
　政策1-2 子育て環境の充実
　2 保育環境の整備・改善
・3歳未満児保育や延長保育、休日保育の拡充など、保育サービスの充実強化を図り
ます。

・正規保育士率の向上と研修機会の確保や研修内容の充実を図りながら、保育士の
資質の向上に取り組みます。

目標：
　要保育児の入園率　100％
※要保育児の入園率：入園者数÷入所対象人口×100

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 平成33年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 村上市
交付金事業実施場所 村上市下新保、中原地内

交付金事業の概要

市内2保育園保育士・技能員人件費（保育士10名・技能員2名）9ヶ月分。
第2次村上市総合計画に基づき、次世代を担う子どもたちが健やかに成長できる環境の整備（延長保育
等を含む保育園の確実な運営）を図るため、電源立地地域対策交付金を活用し、保育等サービスの充実
に努めます。

事業期間の設定理由 第2次村上市総合計画の終期まで
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

要保育児
入園率
100％

要保育児の
入園率：入
園者数÷入
園対象人口
×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100.0%



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
毎年度の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

本交付金の活用により、当該2保育園の12ヶ月間（交付対象期間9ヶ月含む）の保育を実施することが可
能となる体制（保育士10名・技能員2名）を確保し、次世代を担う子どもたちが健やかに成長できる環
境の整備（市内2箇所の保育園の園児130名に対する確実な保育の実施）が図られました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

108
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

保育士・技能員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期
間(月)）

活動実績 人月 108 117 108
活動見込 人月 108

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

117

総事業費 17,573,000 17,534,000 17,579,000

うち経済産業省分 17,573,000 17,534,000 17,579,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 17,573,000 17,534,000 17,579,000
うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 企画財政課 企画政策室
交付金事業の評価課室 企画財政課 企画政策室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
保育士・技能員人件費 雇用 保育士10名・技能員2名 28,374,654



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

13 地域活性化措置 福祉サービス提供事業

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

第２次糸魚川市総合計画（平成29年改訂）平成29年度から令和５年度まで
　子育て支援充実のまち　いといがわ
　第１章　郷土愛にあふれ夢をかなえるひとづくり
　第１節／０歳から18歳までの一貫した子育てと教育の推進
　２　子育て支援の充実
　多様なスタイルの子育てと仕事が両立でき、子育て世代が、子育てに自信や希望を持って子どもを産
み育てたいと思えるよう支援し、安心して子育てができる環境づくりを進めます。
　目標：子育て環境の満足度　70.0％（令和５年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和５年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 糸魚川市
交付金事業実施場所 糸魚川市大字中浜ほか７か所

交付金事業の概要
市内保育園の保育士人件費（８保育園・保育士23名の基本給８か月分、期末勤勉手当）。
当市は、第２次糸魚川市総合計画に基づき、仕事と子育てが両立できる環境づくりを進めるため、電源
立地地域対策交付金を活用し、保育サービスの充実に努めています。

事業期間の設定理由 第２次糸魚川市総合計画の終期まで

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 令和元年度

要保育児の
入所率：100％

要保育児の入所率：入所
者数÷入所申込者数×
100

成果実績 ％ 100
目標値 ％ 100
達成度 ％ 100

評価年度の設定理由
毎年度のＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため、事業完了後に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、市内８保育園の保育士23名・８か月分を確保することができました。
保育需要の多様化に対応するため、引き続き、低年齢児保育の受け入れを行います。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



184
達成度 人月 97.9% 78.7% 100.0%

令和元年度

保育士の雇用量
（雇用人数）

活動実績 人月 188 170 184
活動見込 人月 192

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 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29年度 平成30年度

216

総事業費 38,077,000 38,000,000 38,000,000

うち経済産業省分 38,077,000 38,000,000 38,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 38,077,000 38,000,000 38,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 教育委員会事務局　こども課
交付金事業の評価課室 総務部　財政課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
保育士人件費 雇用 保育士 58,983,785



Ⅱ.事業評価個表（令和元年度）

目標値 人 42
達成度

番号 措置名 交付金事業の名称
14 地域活性化措置 湯沢認定こども園運営事業

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

湯沢町総合計画基本政策３　「安心して自分らしく暮らせるまちづくり」
湯沢町総合戦略基本目標４　「子どもがすくすく育つまち」
【数値目標】年間出生数：平成25年　43人　→令和元年　42人

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 湯沢町
交付金事業実施場所 湯沢町大字神立地内

交付金事業の概要
湯沢認定こども園（保育士14人）の人件費に本交付金を充当することで、保育サービスの充実を
図り、子育て環境の向上による湯沢町域内の年間出生数の向上を目指します。

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 令和元年度

年間出生数
42人

評価年度の設定理由
湯沢町総合戦略の目標年度であるため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
成果目標の達成には至らなかったが、休日保育などの保育サービスの充実に寄与した。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

年間出生数
成果実績 人 37

％ 88.1%



100.0% 100.0% 100.0%

うち経済産業省分 27,067,000 27,067,000 27,067,000

令和元年度

こども園稼働日数
（土日祝含む）

活動実績 日 359 359 360
活動見込 日 359

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

359 360
達成度

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

交付金事業の活動指標及
び活動実績

交付金充当額 27,067,000 27,067,000 27,067,000

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 27,067,000 27,067,000 27,067,000

うち文部科学省分

保育士人件費 雇用 保育士14人 34,493,400
交付金事業の担当課室 子育て支援課
交付金事業の評価課室 企画政策課



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

　（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。

200,000 200,000 429,000出雲崎町2

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

出雲崎小学校特別教室棟防火
シャッター巻き上げ装置修繕事業

交付金事業に要し
た経費

交付金充当額 備　考

7,500,000 7,500,000 7,500,000

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

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

刈羽村電源立地地域対策交付金事
業基金（維持補修基金）造成事業

刈羽村



Ⅱ．事業評価個表 （令和元年度）

単位 評価年度
成果実績 －
目標値 －
達成度 ％

単位
円
円
％

7,500,000
交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 産業政策課
交付金事業の評価課室 産業政策課

契約金額
基金造成 積立 － 7,500,000

計 7,500,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考
総事業費 46,617,000 40,698,000 7,500,000

平成29～令和元年度総事業費
94,815,000

交付金充当額 46,617,000 40,698,000 7,500,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 46,617,000 40,698,000

無

7,500,000
活動見込 46,617,000 40,698,000 7,500,000

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成29年度 平成30年度 令和元年度
・基金の造成金額 活動実績 46,617,000 40,698,000

達成度 100.0 100.0 100.0

評価に係る第三者機関等の活用の有無

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 令和5年度
公共用施設において住民サービスを安定

的に提供します。

評価年度の設定理由
　事業実施（基金造成）の4年後に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
本交付金を活用して基金を造成することにより、令和元年度末の基金残高は123,381,828円となり、公共用施設の維持補修を実施す

るための財源を確保することができました。住民サービスを安定的に提供するために本基金を活用し、公共用施設の計画的な維持補修
と長寿命化対策の推進に努めます。

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の

主要政策・施策とその目標

基本目標3　自律と絆で希望の笑顔
（4）健全な行財政の運営

341　行財政の効率化・健全化
○安定した財政運営の推進

・少子高齢化の加速による人口減少や原子力発電所及び関連施設に関わる固定資産税の逓
減などにより、将来において財政力の下降基調が見込まれることから、長期的な行政経営
の視点に立った持続可能な財政運営の確立に取り組みます。
・財源確保と投資効率・効果の優れた地域活性化を目指して、ボランティアや専門家、企
業団体などの協力が得られるよう、各種基金の有効運用を進めます。

目標：行政サービスの向上に対する満足度　25％（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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村
交付金事業実施場所  刈羽村内一円

交付金事業の概要
刈羽村は、平成28年度に公共施設等総合管理計画を策定し、施設の重要度や劣化状況等に基づき長期的な視点で優先度を付けて計画

的に維持管理、修繕、更新等を行う方針をとりまとめました。この計画に基づき、今後概ね10年間において村内公共用施設の維持補修
費用に充てるための基金を造成しました。

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 刈羽村電源立地地域対策交付金事業基金（維持補修基金）造成事業



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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 令和元年度

０日 臨時休校日
成果実績 日 0
目標値 日 0
達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

施設の修繕により長寿命化が図られるとともに、児童、職員の安全性が確保された。

番号 措置名 交付金事業の名称

2 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 出雲崎小学校特別教室棟防火シャッター巻上げ装置修繕事業

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

【主要な政策・施策】
 第5次出雲崎町総合計画
　第4章　夢・感性あふれる教育と歴史文化香るまちづくり
　第2　学校教育
　【施策の方針】

　2．夢を持ち、感性豊かな心とたくましい体を育てるため、学習環境の整
 備・充実を図ります。

　出雲崎小学校特別教室棟は平成１１年に建設されてから、防火シャッターを更新しておらず、20年
が経過し老朽化が進んでいる。このたび経年劣化に伴い巻上げ機の手動操作が困難となっているた
め、巻上げ機の交換修繕を行う。
【目標】
校内の防火設備の安定的な使用に対応。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 　出雲崎町
交付金事業実施場所 　出雲崎町大字川西地内

交付金事業の概要
　出雲崎小学校特別教室棟防火シャッター巻上げ装置修繕

　巻上げ装置（開閉機）交換　1.0組



交付金事業の担当課室 教育課
交付金事業の評価課室 総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
出雲崎小学校特別教室棟防火シャッター巻上げ装置修繕 随意契約 三和シャッター工業㈱長岡営業所 429,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 200,000
うち文部科学省分

総事業費 200,000

うち経済産業省分 200,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 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 令和元年度 年度

達成度 100.0%

年度

修繕事業の進捗率
活動実績 ％ 100
活動見込 ％ 100
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