






















Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

6 地域活性化措置 学校教育運営事業

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
第2次志賀町総合計画（平成29年度～平成38年度）
　基本方針2 次代を担う人を育むまちづくり
　　2-3 教育環境の充実
　　　グローバルな人材を育成する教育環境の充実やＩＣＴ環境整備、大学生による学習支援など魅力的かつ
　　特色のある教育プログラムの充実を図ります。
目標：
　教育環境を充実することで学力を向上を促進させ、グローバルな人材を育成する。

事業開始年度 平成29年度　 事業終了（予定）年度 令和8年度　

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 志賀町

交付金事業実施場所 志賀町　高浜町、富来領家町、相神

交付金事業の概要

　学校教育に係る事業運営費
　職員（7名）の人件費11カ月分、光熱水費10カ月分
　志賀町は、第2次志賀町総合計画に基づき、次代の担い手として地域に貢献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、小中学校の教育環境の充実に努めています。

事業期間の設定理由 第2次志賀町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2年度　

教育環境を充実す
ることで学力を向
上を促進させ、グ
ローバルな人材を
育成する。

学力調査結果：石
川県小学校平均点
（＝100）以上

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

年度ごとのＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施する。

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

77

達成度 ％ 100 100 100

令和元年度

職員の雇用量

活動実績 人月 96 84 77

活動見込 人月 96

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

84

総事業費 61,041,787 55,292,604 50,644,282 166,978,673

うち経済産業省分 52,000,000 50,000,000 42,000,000 144,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 52,000,000 50,000,000 42,000,000 144,000,000

うち文部科学省分

50,644,282

交付金事業の担当課室 　教育委員会　学校教育課

交付金事業の評価課室 　企画財政課

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 職員7名 21,577,200

電気料金 随意契約 北陸電力(株) 23,415,172

上下水道料 随意契約（特命） 志賀町 5,651,910

計



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
（単位：円）

事業期間の設定理由 第2次志賀町総合計画の終期まで

番号 措置名 交付金事業の名称

7 地域活性化措置 学校図書館運営事業

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
第2次志賀町総合計画（平成29年度～平成38年度）
　基本方針2 次代を担う人を育むまちづくり
　　2-3 教育環境の充実
　　　グローバルな人材を育成する教育環境の充実やＩＣＴ環境整備、大学生による学習支援など魅力的かつ
　　特色のある教育プログラムの充実を図ります。
目標：
 教育環境を充実することで学力を向上を促進させ、グローバルな人材を育成する。

事業開始年度 平成29年度　 事業終了（予定）年度 令和8年度　

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 志賀町

交付金事業実施場所 志賀町　高浜町、富来領家町、相神

交付金事業の概要

　学校図書館に係る事業運営費
　職員（4名）の人件費11カ月分
　志賀町は、第2次志賀町総合計画に基づき、次代の担い手として地域に貢献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、小中学校の教育環境の充実に努めています。



交付金事業の担当課室 　教育委員会　学校教育課

交付金事業の評価課室 　企画財政課

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 職員（司書）4名 7,224,800

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 7,000,000 7,000,000 6,500,000 20,500,000

うち文部科学省分

総事業費 7,492,800 7,800,260 7,224,800 22,517,860

うち経済産業省分 7,000,000 7,000,000 6,500,000 20,500,000

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

48

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

44

達成度 ％ 100 100 100

令和元年度

職員の雇用量

活動実績 人月 48 48 44

活動見込 人月 48

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　

教育環境を充実す
ることで学力を向
上を促進させ、グ
ローバルな人材を
育成する。

学力調査結果：石
川県小学校平均点
（＝100）以上

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

年度ごとのＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施する。

交付金事業の定性的な成果及び評価等









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　

生涯学習事業の充
実を図り、生涯学
習の魅力向上と町
民の参加を促進さ
せます。

文化ホールの年間
入館者数

成果実績 人

目標値 人 44,000

達成度 ％

評価年度の設定理由

年度ごとのＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施する。

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

22

達成度 ％ 100 100 100

令和元年度

職員の雇用量

活動実績 人月 24 24 22

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 17,884,746 13,127,060 12,395,597 43,407,403

うち経済産業省分 15,000,000 10,000,000 11,900,000 36,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 15,000,000 10,000,000 11,900,000 36,000,000

うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 　教育委員会　生涯学習課

交付金事業の評価課室 　企画財政課

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 職員2名 7,540,100

電気料 随意契約 北陸電力(株) 4,574,022

上下水道料 随意契約（特命） 志賀町 281,475

計 12,395,597
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