
別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

　（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。

（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

30,292,000
文部科学省
134,708,000

1 福祉対策措置 保育園運営事業 福井県美浜町 178,383,516



Ⅱ．事業評価個表 （令和元年度）

1 福祉対策措置 保育園運営事業

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 福井県美浜町

交付金事業実施場所 美浜町久々子地係、河原市地係、佐田地係

交付金事業の概要
低年齢児保育や休日・延長保育、障害児保育等の質の高いきめ細やかな保育サービ
スを提供するため、安定的に保育士の適切な配置を行いました。（町内3保育園の
保育士等人件費（31名）12ヶ月分）

番号 措置名 交付金事業の名称

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

交付金事業関係する主要政策・施策：
　美浜町子ども・子育て支援事業計画（平成27年度～平成31年度）
　　　基本目標4　仕事と子育てが両立できる社会づくり
　　　　　（1）保育サービスの充実
　　　　　　　・（通常保育の充実）子ども・子育て支援新制度に基づき、すべ
                ての家庭が安心して子育てができ、育てる喜びを感じられるよ
                うに保育の充実を図っていきます。
　　　　　　　・（乳児保育の実施）専門的な保育士等の配置を整備し、乳児保
                育の充実を図ります。
　　　　　　　・（延長保育の実施）保育標準時間（11時間）または保育短時
                間（8時間）の利用時間の前後の時間において、さらに延長し
                て保育を実施していきます。
　　　　　　　・（休日保育の実施）保育の必要性が確認された児童を預かれる
                ように体制の整備を図ります。
　　　　　　　・（障害児保育の実施）心身に障がいのある子どもを保育園で預
                かり、健全な成長発達のための障がい児保育を進めていきま
                す。
　目標：保育園入園待機児童数0人（令和元年度）

事業期間の設定理由 －



31 32

本事業により、適切な保育士数の配置が可能となり、子ども一人一人の発達に応じ
た保育や子どもが年齢にふさわしい体験を得ることができるような保育の提供、ま
た、保護者の状況や意向を理解し適切な援助を加える等きめ細やかで質の高い保育
サービスを提供することができました。
また、長時間保育や従来の3歳児以上の保育と比較すると保育士数を要する低年齢
児や障害児（気がかりな子）に対しても保育士を適切に配置できたことで、子ども
の健康や安全に配慮した保育環境を整えることができました。

成果及び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 元年度 30年度 29年度

34

達成度 ％ 100 100 100

職員の雇用人数31人

活動実績 人 31 32 34

活動見込 人

達成度 ％ 100

成果実績 ％

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

要保育児の
入所率 100％

要保育児の入所率

評価年度の設定理由

事業完了後に当該事業についての評価が可能になるため

交付金事業の定性的な成果及び評価

100

目標値 ％ 100



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 健康福祉課

交付金事業の評価課室 健康福祉課

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

人件費

交付金充当額 165,000,000 164,000,000 183,000,000

雇用 保育士　31名分 178,383,516

134,708,000 134,703,000 134,769,000

30,292,000 29,297,000 48,231,000

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

総事業費 178,383,516 167,505,430 190,589,124 2,310,577,378



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

　（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。

（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

389,800,0001 福祉対策措置

公共施設等維持運営事業
・学校施設運営事業
・社会体育施設運営事業
・ゆうあいひろば運営事業
・西郷健康ひろば運営事業
・社会教育施設運営事業
・地区公民館運営事業
・子育て支援センター運営事
業
・給食センター運営事業
・歴史文化館運営事業
・美浜消防署運営事業
・保育園施設維持管理事業
・防犯灯維持管理事業
・若狭国吉城歴史資料館維持
運営事業
・診療所運営事業
・教育支援センター運営事業

福井県美浜町 480,246,562



Ⅱ．事業評価個表 （令和元年度）

1 福祉対策措置 公共施設等維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県美浜町

交付金事業実施場所 美浜町　町内一円

交付金事業の概要

  町民が利用する町内の公共施設（学校施設、総合運動公園、ゆうあいひろば、西郷健
康ひろば、生涯学習センター、図書館、地区公民館、子育て支援センター、給食セン
ター、歴史文化館、美浜消防署、保育園、防犯灯、若狭国吉城歴史資料館、診療所、教
育支援センター）の健全かつ適切な管理運営を行い住民の福祉向上に努めました。

○学校施設運営事業
児童・生徒一人ひとりが安心して学校生活を送ることができる環境づくりを進めるた
め、支援員の確保や健全な学校施設の維持管理、学校運営に努めました。
(施設職員の人件費（小学校2名、中学校1名）12ヶ月分、町内小中学校における非常勤
教員21名の賃金12ヶ月分、光熱水費（3小学校・中学校・学校プール）、スクールバス
運行業務委託料12ヶ月分。)
　
○社会体育施設運営事業、ゆうあいひろば運営事業、西郷健康ひろば運営事業
スポーツの振興や体力の増強、健康づくりのため施設の適切な維持管理に努めました。
（総合運動公園の人件費（正職員2名、非常勤職員1名）12ヶ月分、光熱水費、施設設備
等管理業務委託料）、（ゆうあいひろば　光熱水費　11ヶ月分）、（西郷健康ひろば
光熱水費　11ヶ月分）

番号 措置名 交付金事業の名称



○社会教育施設運営事業
美浜町生涯学習センターは「生涯学習のまち宣言」(H16.2実施)をきっかけに、生涯学
習の拠点施設として、または地区公民館等の施設間の有機的連携、機能分担等を図り、
個性化・多用化する生涯学習ニーズにより柔軟に対応することができる住民コミュニ
ティの中核施設として機能しています。
そこで、町民が常に快適に利用しやすい施設とするため、適正な管理運営に努めまし
た。
(生涯学習センターの人件費（正規職員1名、嘱託職員2名）12ヶ月分、施設光熱水費、
施設設備等管理委託料)

○地区公民館運営事業
町内の地区公民館では子育てに関する学習機会や情報の提供、相談等の家庭教育に関す
る総合的な取組、多彩な自然環境や郷土史を活用した郷土みはまを愛する心を広く醸成
する取組、地域コミュニティの低下、少子高齢化や人口減少等地域が抱える課題を解決
するための取組を実施しています。そこで、公民館専任職員を配置することで、設定し
た教育事業方針に沿ったイベントや講座を、安定的に実施することが可能となりまし
た。
（北西郷公民館の嘱託・臨時職員の報酬及び賃金（3名）12ヶ月分。）

○子育て支援センター運営事業
子育て支援センターは、乳幼児と保護者が気軽に集い、親子の相互交流や子育ての不安
や悩みを相談する「地域子育て支援拠点施設」としての機能と「児童虐待対応窓口」の
機能を有しており、育児に対する不安を解消するための相談業務に専門員を配置し、相
談体制や情報提供体制を充実させることで、子育てに対する不安や負担の解消及び児童
虐待を防止し、住民の福祉向上を図りました。
(子育て支援センター非常勤職員賃金（2名）12ヶ月分)

交付金事業の概要



○給食センター運営事業
　「食中毒事故ゼロの安全安心で確実に届けることの出来る学校給食」の提供をめざ
し、児童生徒、学校関係者及び保護者等に対し、給食センター業務の信頼を高めるた
め、施設の維持管理、保守点検、従事者の衛生管理等を行いました。
（給食センター職員の人件費（1名）12ヶ月分、光熱水費、施設設備等管理業務委託
料、給食調理・配送業務委託料、検査手数料)

○歴史文化館運営事業
美浜町の文化財保護の推進、歴史文化に関する調査研究、保存活用などにおいて、多岐
にわたる事業事務を実施するには、担当する職員の専門的な知識や経験が求められてお
り、継続的に事業事務を実施できる体制が不可欠となります。また、将来的な文化財保
護事業事務の実施、歴史文化館の運営、活用のあり方を考える上で、より一層の積極的
な調査研究、保存活用、普及啓発の展開が必要なため当施設を活用しました。（歴史文
化館の人件費（正職2名、非常勤4名）、電気料金11ヶ月分）

○美浜消防署運営事業
美浜町では、一部事務組合である敦賀美方消防組合が火災、救助、警戒等に係る業務を
行っており、その運営については、美浜町、若狭町、敦賀市が共同で分担金を支出して
います。
適正な人数の職員を配置し継続して組合を運営することにより町民の安全安心を確保に
努めました。
（美浜消防署の消防職員人件費（19人）12ヶ月分）

○保育園施設維持管理事業
核家族化や共働き世帯の増加に伴い、延長保育、低年齢児保育及び障がい児保育等の多
様な保育ニーズに対応と、きめ細かな保育サービスの提供を継続して行うことで子育て
環境の充実を図りました。
（非常勤保育士賃金（3保育園・32名）12ヶ月分、施設の光熱水費）

交付金事業の概要



○防犯灯維持管理事業
安全な通学・通勤、交通事故や犯罪の未然防止等、住民が安心して生活できる生活環
境を継続的に確保するため町内道路沿いに設置している町管理防犯灯の電気料金及び
防犯街路灯ナトリウムランプの計画取替工事を行いました。
（町内防犯灯　電気料金11ヶ月分）

○若狭国吉城歴史資料館維持運営事業
文化遺産を展示する資料館を運営することで、郷土の貴重な文化遺産を保護・保全
し、その価値を広く公開し、町内に対しては郷土の歴史や文化への関心を高め、町外
に対しては知名度向上を図ります。そこで、資料館における展示物の適正な展示と保
管には、施設照明や温湿度の調整及び防犯対策、入館者が気持ちよく滞在し、見学に
集中できる環境づくりが必要なため、専門的な知識を持った学芸員と、管理職員の配
置しました。（人件費（正職１名、嘱託職員１名）、光熱水費、施設設備管理業務委
託料、調査作業員賃金）

○診療所運営事業
美浜町には、東部診療所と丹生診療所があり、本町の地域医療の中核施設として内科
等を中心とした初期医療を行っています。そこで、診療所運営を支える医療人材を確
保し、地域医療の充実を図りました。
（看護師、医療事務員の人件費・賃金（正職3名・臨時5名）12ヶ月分。

交付金事業の概要

〇教育支援センター運営事業
教育支援センターを開設し、不登校児童生徒に対する心理的発達・教育機会の確保・
社会的自立への支援等を行いました。
（美浜町教育支援センター職員人件費（センター長１名）１２ヶ月分）



交付金事業に関する主要政策・施策：
第五次美浜町総合振興計画（平成28年度～平成37年度）
　基本目標1　未来をひらき人と文化を育む　まち
　1　生涯学習の推進
　2）学習施設の整備及び管理運営
　　・生涯学習センターなびあすを生涯学習の拠点施設として多くの町民に利用し
　　　てもらえるよう、効果的・効率的な管理運営を行います。
　　・地域コミュニティの拠点となる地区公民館の利用促進と環境整備を図りま
　　　す。
　2　学校教育の充実
　1）学校教育環境の整備・充実
　　・学校教育施設（学校・学校プール・給食センター）の適正な維持管理に努め
　　　ます。
　3　社会教育の充実
　2）図書館活動の充実
　　・図書館の蔵書・資料の充実を図り、地区公民館への移動図書館の運行やミニ
　　　図書館の設置等の連携を検討します。
　　・図書館でのイベント開催や各学校図書館と連携することにより、子どもの読
　　　書活動の推進に努めるとともに、「町民のくらしの中の役立つ図書館」を目
　　　指します。
　　・図書検索・貸出サービス、郷土資料の目次等のデータベース化など利用者の
　　　利便性の向上に努めます。
　4　生涯スポーツの推進
　2）スポーツ施設の充実・活用
　　・総合運動公園を中心に、ふれあい広場、西郷健康ひろば、県立漕艇場等を拠
　　　点施設とし、利用者に配慮した施設機能の向上や多様化するスポーツに対応
　　　できるよう施設の充実を図るとともに、誰でもスポーツを楽しめる環境づく
　　　りを推進します。
　目標：
　　 　社会体育施設利用者数　86,000人（平成32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



　　第五次美浜町総合振興計画（平成28年度～平成37年度）
　　基本目標１　未来をひらき人と文化をはぐくむ　まち
　
　　　　６　歴史文化の伝承
　　　　　　(1)歴史文化の掘り起こしと調査
　　　　　　　・所蔵、収集資料等の調査、整理をしていきます。
　　　　　　(2)歴史文化の保存と継承
　　　　　　　・歴史文化館において所蔵、収集資料等の展示、公開を進
　　　　　　　　めます。
　　　　　　　・歴史文化への興味、関心を高めるために、歴史フォーラ
　　　　　　　　ム、歴史講座等の普及啓発事業を開催します。
　　　　　　(3)文化財の活用と情報発信
　　　　　　　・歴史フォーラム、歴史講座等の普及啓発事業の継続的実
　　　　　　　　施や、パンフレット、インターネット等を利用した情報
　　　　　　　　発信に努めます。

　　基本目標２　健やかでぬくもりのあるまち
　　　６　地域医療対策の推進
　　　　１）町立診療所の充実
　　　　　・医療人材の確保、資質の向上及び在宅医療の適切な提供に努める
　　　　　　とともに、地域医療連携システムのＩＣＴ（情報通信技術）導入
　　　　　　等、医療設備の整備を図ります。
　　　　　・疾病予防や健康管理についても、関係機関との連携強化を図りま
　　　　　　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



　第五次美浜町総合振興計画（平成28年度～平成37年度）
　　基本目標5　快適で安全安心なまち
　　　7　交通安全・防犯対策の推進
　　　　2）防犯対策の推進
　　　　　・防犯灯の設置と維持管理体制の確立により、犯罪が起きにくい環
　　　　　　境の整備に努めます。
　　　8　防災体制の充実
　　　　2）　消防体制の充実
　　　　　・火災予防に対する意識の高揚を図ります。
　　　　　・消防車両等の資機材や救急救命体制の充実を図ります。
　　　　　・地域消防の要である消防団員の確保に努めるとともに資質の向上
　　　　　　を図ります。
　
　美浜町子ども・子育て支援事業計画（平成27年度～平成31年度）
　　　基本目標４　仕事と子育てが両立できる社会づくり
　　　　　（１）保育サービスの充実
　　　　　　　・（通常保育の充実）子ども・子育て支援新制度に基づき、す
　　　　　　　　べての家庭が安心して子育てができ、育てる喜びを感じられ
　　　　　　　　るように保育の充実を図っていきます。
　　　　　　　・（乳児保育の実施）専門的な保育士等の配置を整備し、乳児
　　　　　　　　保育の充実を図ります。
　　　　　　　・（延長保育の実施）保育標準時間（11時間）または保育短
　　　　　　　　時間（8時間）の利用時間の前後の時間において、さらに延
　　　　　　　　長して保育を実施していきます。
　　　　　　　・（休日保育の実施）保育の必要性が確認された児童を預かれ
　　　　　　　　るように体制の整備を図ります。
　　　　　　　・（障害児保育の実施）心身に障がいのある子どもを保育園で
　　　　　　　　預かり、健全な成長発達のための障がい児保育を進めていき
　　　　　　　　ます。
　　　　　　目標：保育園入園待機児童数0人（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



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２年度

美浜町教育委員会
自己点検・評価報
告書　外部評価 B
以上（令和元年
度）

外部評価　B以上

B

目標値 － B以上

達成度 ％

総合運動公園利用
者数　44,000人

利用者数

成果実績 人 47,360

目標値 人 44,000

100

成果実績 －

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

達成度 ％ 107.6

交付金事業の成果目標及
び成果実績

ゆうあいひろば利
用者数　5,000人

利用者数

成果実績 人 4,478

目標値 人 5,000

達成度 ％ 89.5

西郷健康ひろば利
用者数　20,000人

利用者数

成果実績 人 19,390

目標値 人 20,000

達成度 ％ 96.9

生涯学習センター
利用者数　86,000
人

利用者数

成果実績 人 95,436

目標値 人 86,000

達成度 ％ 110.9

地区公民館運営数
4件

運営数

成果実績 件 4

目標値 件 4

達成度 ％ 100



達成度 ％ 80.8

成果目標 成果指標 単位 評価年度　　令和２年度

学校給食食中毒件
数　0

食中毒件数

成果実績 件 0

目標値 件 0

達成度 ％ 100

子育て支援セン
ター利用者数
7,500人

利用者数

成果実績 人 6,065

目標値 人 7,500

歴史文化館入場者
数　1,000人

入場者数

成果実績 人 2,861

目標値 人 1,000

達成度 ％ 286.1

通報に対する出動
率　100％

出動率

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

人 6,000

達成度 ％

要保育児の
入所率 100％

要保育児の入所率

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

交付金事業の成果目標及
び成果実績

190.4

町内犯罪認知数47
件

町内犯罪認知数

成果実績 件 24

目標値 件 47

達成度 ％ 195.8

若狭国吉城歴史資
料館入場数
6,000人

入場数

成果実績 人 11,425

目標値



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

事業完了後に当該事業についての評価が可能になるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

各施設の管理運営を継続的に適切に行うことにより、多様化する住民ニーズへの対応や
施設の安全面にも十分に配慮することが可能となり、町民の福祉の向上が図られまし
た。
※第三者機関等の活用について
学校施設運営事業
機関名：美浜町教育委員会
構成員：教育長　森本 克行　他４名＋外部評価者　２名
評価内容：美浜町教育委員会では、「地方教育行政の組織及び運営に関する法
律」の規定に基づき、前年度実施した教育行政事務の自己点検・外部
評価を取りまとめ議会に報告、公表。交付金を活用し、健全な施設の
維持管理や学校運営に努めることで、評価基準上の合格である評価Ｂ以上を
を得ることを成果指標としている。

診療所に通院した
患者からの苦情数
0

患者からの苦情数

成果実績 件 0

目標値 件 0

達成度 ％ 100

美浜町教育委員会
自己点検・評価報
告書　外部評価 B
以上（令和元年
度）※教育支援セ
ンター再掲

外部評価　B以上

成果実績 － B

目標値 － B以上

達成度 ％ 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 30年度 29年度

社会体育施設運営事業一式（雇用人
数3人（正職2、非常勤1）

活動実績 人 3 3 5

活動見込 人 3 3 5

達成度 ％ 100

評価に係る第三者機関等の活用の有無

有

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 30年度 29年度

学校施設運営事業一式（雇用人数27
人（正職3、非常勤24）

活動実績 人 27 24 23

人 27 24 23

達成度 ％ 100 100 100

100 100

活動見込



交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 元年度 30年度 29年度

ゆうあいひろば光熱水費の充当11ヶ月

活動実績 月 11 11 11

活動見込 月 11 11 11

達成度 ％ 100 100 100

単位

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 30年度 29年度

西郷健康ひろば光熱水費の充当11ヶ月

活動実績 月 11 11 11

活動見込 月 11 11 11

達成度 ％ 100 100 100

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 30年度 29年度

社会教育施設運営事業一式（雇用人数
3人（正職1、嘱託2）

活動実績 人 3 3 4

活動見込 人 3 3 4

達成度 ％ 100 100 100

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 30年度 29年度

地区公民館職員の雇用人数3人（嘱
託、非常勤3人）

活動実績 人 3 3 3

活動見込 人 3 3 3

達成度 ％ 100 100 100

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 30年度 29年度

子育て支援センター職員の雇用人数3
人（非常勤2人）

活動実績 人 2 2 2

活動見込 人 2 2 2

達成度 ％ 100 100 100



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 30年度 29年度

給食センター運営事業一式（雇用人数
1人（正職1）

活動実績 人 1 1 1

活動見込 人 1 1 1

達成度 ％ 100 100 100

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 30年度 29年度

歴史文化館運営事業一式（雇用人数6
人（正職2、嘱託・非常勤4）

活動実績 人 6 5 5

活動見込 人 6 5 5

達成度 ％ 100 100 100

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 30年度 29年度

美浜消防署職員の雇用人数19人（正職
19）

活動実績 人 19 20 20

活動見込 人 19 20 20

達成度 ％ 100 100 100

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 30年度 29年度

保育園施設維持管理事業一（雇用人数
32人（非常勤32）、光熱水費11ヶ月）

活動実績 人 32 26 25

活動見込 人 32 26 25

達成度 ％ 100 100 100

30年度 29年度

防犯灯維持管理事業　電気料金11ヶ
月）

活動実績 月 11 11 11

活動見込 月 11 11 11

達成度 ％ 100 100 100

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



うち文部科学省分

うち経済産業省分

- -

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 30年度 29年度

教育支援センター職員の雇用人数1人
（非常勤1）

活動実績 人 1 - -

活動見込 人 1 - -

達成度 ％ 100

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

学校施設　人件費 雇用 職員 15,220,859

人件費 雇用 非常勤職員 30,489,990

電気料金 ― 関西電力株式会社（大阪市） 14,995,854

水道料金 ―

389,800,000 386,857,000 403,420,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 480,246,562 477,266,369 477,787,329 6,108,287,468
交付金充当額 389,800,000 386,857,000 403,420,000

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 元年度 30年度 29年度

若狭国吉城歴史資料館維持運営事業
（雇用人数2人（正職1、嘱託1）

活動実績 2 2

活動見込 2 2

達成度 ％ 100 100 100

人 2

人 2

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 30年度 29年度

診療所職員の雇用人数8人（正職3、非
常勤5）

活動実績 人 8 8 8

活動見込 人 8 8 8

達成度 ％ 100 100 100

美浜町長 784,041



下水道料金 ― 美浜町長 938,103

スクールバス運行業務 指名競争入札

レインボー観光自動車(株)（若
狭町）、美浜自動車(株)（美浜
町）、敦賀観光バス(株)（敦賀
市）

37,317,908

社会体育施設　人件費 雇用 職員 13,569,491

人件費 雇用 非常勤職員 1,262,910

電気料金 － 関西電力株式会社（大阪市） 10,127,192

水道料金 － 美浜町長 320,084

環境衛生管理業務 指名競争入札
株式会社アイビックス敦賀支店
（敦賀市）

959,440

定期清掃業務 指名競争入札 株式会社イシマル（美浜町） 1,635,020

常駐・機械警備業務 指名競争入札
株式会社アイビックス敦賀支店
（敦賀市）

4,380,000

空調設備点検業務 指名競争入札 株式会社金吾設備（美浜町） 7,271,000

下水道使用料 － 美浜町長 407,131

ゆうあいひろば　電気料金 － 関西電力株式会社（大阪市） 2,200,967

水道料金 － 美浜町長 41,548

下水道使用料 － 美浜町長 40,876

西郷健康ひろば　電気料金 － 関西電力株式会社（大阪市） 624,701

水道料金 － 美浜町長 31,582

下水道使用料 － 美浜町長 27,441



社会教育施設　人件費 雇用 職員 6,885,904

人件費 雇用 嘱託・非常勤職員 4,109,810

電気料金 － 関西電力株式会社（大阪市） 9,132,976

水道料金 － 美浜町長 194,255

環境衛生管理業務 指名競争入札
株式会社オーイング美浜支店
（美浜町）

1,280,750

定期清掃業務 指名競争入札
株式会社オーイング美浜支店
（美浜町）

2,040,480

常駐・機械警備業務 指名競争入札
株式会社アイビックス敦賀支店
（敦賀市）

3,180,000

空調設備点検業務 指名競争入札 株式会社金吾設備（美浜町） 5,269,000

舞台音響設備等保守点検業務 指名競争入札
ヤマハサウンドシステム㈱名古
屋営業所（名古屋市）

1,210,000

調光装置定期点検業務 指名競争入札
パナソニックESエンジニアリン
グ㈱中部支店（名古屋市）

1,254,000

下水道使用料 － 美浜町長 158,952

地区公民館　人件費 雇用 嘱託・非常勤職員 4,177,310

子育て支援センター　人件
費

雇用 非常勤職員 3,481,680



給食センター　人件費 雇用 職員 8,684,076

電気料金 － 関西電力株式会社（大阪市） 7,025,015

水道料金 － 美浜町長 1,235,409

腸内細菌検査手数料 随意契約（少額）
株式会社ファルコバイオシステ
ムズ（京都市）

154,648

機械警備業務 随意契約（少額）
株式会社アイビックス敦賀支店
（敦賀市）

162,000

電気設備保守点検業務 随意契約（特命）
一般財団法人関西電気保安協会
京都支店（京都市）

504,234

消防設備保守点検業務 随意契約（少額） 株式会社金吾設備（美浜町） 274,680

空調・換気機械設備保守点
検業務

随意契約（少額）
斎久工業株式会社北陸出張所
（金沢市）

468,700

排水処理槽保守点検業務 随意契約（特命）
藤吉工業株式会社北陸営業所
（福井市）

1,242,600

厨房機器定期点検業務 随意契約（特命） 敦賀装設株式会社（敦賀市） 699,840

厨房内高所窓等清掃業務 随意契約（少額）
株式会社ビイエム・キシモト
（敦賀市）

432,000

調理・配送等業務
随意契約（公募）（複数
年債務負担　H30～H32）

株式会社トージツフーズ（大阪
市）

34,880,000

下水道使用料 － 美浜町長 1,413,142

歴史文化館　人件費 雇用 職員 16,939,020

人件費 雇用 嘱託・非常勤職員 5,944,320

電気料金 － 関西電力株式会社（大阪市） 1,145,285



教育支援センター　人件費 雇用 非常勤職員 1,896,000

交付金事業の担当課室

教育委員会事務局、総務課、健康福祉課、住民環境課交付金事業の評価課室

美浜消防署　人件費 雇用 職員 116,748,354

保育園施設　人件費 雇用 非常勤職員 40,180,820

電気料金 － 関西電力株式会社（大阪市） 5,888,369

水道料金 － 美浜町長 612,629

下水道使用料 － 美浜町長 749,089

防犯灯電気料金 － 関西電力株式会社（大阪市） 6,323,600

ナトリウムランプ取替工事 指名競争入札 株式会社テイク（美浜町） 3,883,000

270,000

人件費 雇用 嘱託職員 1,501,430

人件費 雇用 非常勤職員 1,508,070

電気料金 － 関西電力株式会社（大阪市） 1,123,842

教育委員会事務局、総務課、健康福祉課、住民環境課

若狭国吉城歴史資料館　人
件費

雇用 職員 8,308,630

診療所施設　人件費 雇用 職員 18,678,693

人件費 雇用 非常勤職員 5,743,512

機械警備業務 随意契約(少額)
株式会社アイビックス敦賀支店
（敦賀市）

216,000

定期清掃業務 随意契約(少額) 株式会社美浜テック（美浜町）　 388,300

消防設備保守点検業務 随意契約(少額) 株式会社金吾設備（美浜町）



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

　（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。

（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

75,300,0001 福祉対策措置

すくすく美浜っ子サ
ポート事業
・子ども医療助成事
業
・乳児健康診査事業
・予防接種事業
・高等学校等生徒通
学費助成事業
・英語活動推進事業
・心身障害者（児）
医療費助成事業

福井県美浜町 77,899,657



Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

1 福祉対策措置 すくすく美浜っ子サポート事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県美浜町

交付金事業実施場所 美浜町内一円

交付金事業の概要

少子化対策並びに児童及び障がい児(者)の保健福祉の増進及び学生・生徒の健全
な育成に寄与する助成制度を実施し、本町の人口減少対策を推進します。
・子ども医療費助成事業
　義務教育終了までの子どもにかかる医療費を助成することは、保護者の経済的
負担を軽減し、子どもの健全育成や子育て支援という面において重要な施策と
なっていることから、中学校修了までの子どもにかかる医療費の自己負担金（保
険給付の対象となる医療をうけた場合において支払う一部負担金の額。ただし、
附加給付、高額療養費を除く。）を助成しました。

・乳児健康診査事業
　乳児健康診査事業の実施により、乳児の成長と発達を確認するとともに身体の
異常を早期に発見し、適切な処置を行うことで保健管理の向上を図りました。
（乳児の健康診査のうち、1か月健診、4か月健診及び9～10か月健診を実施しま
した）

・予防接種事業
　乳児の成長と発達を確認するとともに身体の異常を早期に発見し、適切な処置
を行うことで保健管理の向上を図るため、予防接種事業を実施することにより予
防接種を受けさせやすい環境を整備し、接種率を向上させ、伝染の恐れがある疾
病の発生及びまん延を予防しました。
【実施内容】
　　①定期予防接種
　　②インフルエンザ予防接種費用の助成
　　③おたふくかぜ予防接種費用の助成



交付金事業の概要

・高等学校等生徒通学費助成事業
　近隣学校への通学手段として公共交通機関を利用するケースが多く、保護者に
とって通学費は大きな負担となっているため、通学費の一部を助成することで、教
育における保護者の経済的負担を軽減し、子育てのしやすい環境づくりを行ってい
きます。
（町内在住で高等学校等に就学している生徒の通学費を助成しました）

・英語活動推進事業
　各小学校に外国人講師（ALT)を配置し、英語学習に対する支援体制を強化・充実
させるとともに、保育園へも派遣し、児童が早くから英語や異文化に対して興味・
関心を持ち、小学校進学後もスムーズに英語学習に取り組めるようにしました。
児童の英語活動における外国人講師（ALT)派遣委託料。（町内３小学校にそれぞれ
１名派遣・合計３名）

・心身障害者（児）医療費助成事業
　障害や病気により定期的な受診や入院が必要となる心身障害者の医療費を助成す
ることで、心身障害者の経済的、精神的負担を軽減させ、適正な医療を確保しまし
た。
（身障害者が医療機関で負担する医療費（保険診療分）を助成）
　※・身体障害者手帳1～3級、療育手帳Ａ1・Ａ2・Ｂ1所持者は、全額助成
　 　・精神障害者保健福祉手帳1～2級所持者は、通院医療分のみ全額助成
　   ・身体障害者手帳4級所持者は、半額助成



交付金事業に関係する主要政策・施策：
　美浜町子ども・子育て支援事業計画（平成２７年度～平成３１年度）
　　基本目標２　健やかに生み育てる環境づくり
　　　（３）小児医療の充実
　　　　中学校卒業まで（満15歳に達する日以後最初の3月31日まで）の児童に
　　　　かかる医療費を助成し、保護者の経済的負担の軽減を図ります。
　
　第五次美浜町総合振興計画（平成28年度～平成37年度）
　　  基本目標2　健やかでぬくもりのあるまち
　　　   2　児童福祉の充実
　　　 　  2）　健やかに生み育てる環境づくりの推進
　　　　　　　・妊婦健診と乳児健診を実施し、子どもと母親の健康の保持
　　　　　　　　増進に努めます。
　　　   5　健康づくりの啓発と推進
　　　 　  4）　健康危機管理体制の整備
　　　　　　　・適切な時期に安心安全に予防接種を受けられるよう、保護
　　　　　　　　者の意識を高めるための啓発啓蒙を図ります。
　 　基本目標１　未来をひらき人と文化を育む　まち
　　　 2　学校教育の充実
　　　　  1）学校教育環境の整備・充実
　　　　 　 ・本町に住所を有する高等学校等生徒の通学費助成により、保
              護者負担の軽減を図ります。
          ２）学力・体力の向上と特色ある教育の推進
　　　　　　・ＡＬＴ（外国語指導助手）を配置し、国際化に対応できる人材育
　　　　　　　成に努めます。
　　　　　　・小中学校英語教育の充実に努めます。

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



事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

　美浜町障害者基本計画（平成３０年度～平成３２年度）
　　基本目標３　笑顔と安心のまちづくり
　　　施策１５　医療負担及び障がいの軽減への支援
　　　　　①経済的負担の軽減
　　　　　　 　重度の心身障がい者の方の保健のの向上と福祉の増進を図るこ
　　　　　　　　とを目的として、町が医療費（保険診療分）の自己負担額の
　　　　　　　　一部を助成します。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

事業期間の設定理由 －



月 12 12

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 30年度 29年度

乳児健康診査　１１ヶ月分

活動実績 月 11 11 11

活動見込 月 11

％

引き続き子育て関係の施策を実施し、安心して子育てができる環境を維持すること
により、人口減少対策を推進します。

成果及び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 元年度 30年度 29年度

12

達成度 ％ 100 100 100

医療費助成　１２ヶ月分

活動実績 月 12 12 12

活動見込

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

子どもの出生率
6.70％以上

出生率＝出生数÷
10月1日現在の人
口×100

評価年度の設定理由

事業完了後に当該事業についての評価が可能になるため

交付金事業の定性的な成果及び評価

7.5

目標値 ％ 6.7

達成度 ％ 111.9

成果実績

11 11

達成度 ％ 100 100 100



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 30年度 29年度

予防接種事業　１２ヶ月

活動実績 月 12 12 12

活動見込 月 12 12 12

達成度 ％ 100 100 100

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 30年度 29年度

通学定期券購入費助成　１２ヶ月

活動実績 月 12 12 12

活動見込 月 12 12 12

達成度 ％ 100 100 100

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 30年度 29年度

外国語指導助手派遣　３人

活動実績 人 3 3 3

活動見込 人 3 3 3

達成度 ％ 100 100 100

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 30年度 29年度

医療費助成（身障者）　１２ヶ月

活動実績 月 12 12 12

活動見込 月 12 12 12

達成度 ％ 100 100



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

文書交付手数料 随意契約（特命）

福井県国民健康保険団体連合会
（福井市）、社会保険診療報酬
支払基金（福井市）福井県済生
会病院（福井市）他

566,276

75,300,000 81,000,000 86,000,000

交付金事業の契約の概要

医療費助成 助成
受給資格者（美浜町民　中学校
３年生まで）

15,281,719

総事業費 77,899,657 83,509,345 89,779,386 882,812,353

交付金充当額 75,300,000 81,000,000 86,000,000

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

助成対象者（美浜町民　高校
生）

1,368,500

外国人講師（ＡＬＴ）派遣
業務委託

随意契約（特命）
株式会社アルティアセントラル
（名古屋市）

12,695,697

乳児健康診査業務委託 随意契約（特命） 市立敦賀病院（敦賀市）　外 791,800

乳児健康診査費助成 助成
助成対象者（美浜町民　1～
10ヶ月児）

おたふくかぜワクチン予防
接種費助成

助成
助成対象者（美浜町民　0～3
歳）

313,960

通学定期券購入費助成 助成

42,624

定期予防接種業務委託 随意契約（特命） 市立敦賀病院 （敦賀市） 12,299,177

インフルエンザ予防接種費
助成

助成
助成対象者（美浜町民　0歳～
小学校6年生まで）

617,000



交付金事業の担当課室 健康福祉課、子ども・子育てサポートセンター

交付金事業の評価課室 健康福祉課、子ども・子育てサポートセンター

文書交付手数料 随意契約（特命）
福井県国民健康保険団体連合会
（福井市）、福井県済生会病院
（福井市）他

1,548,809

医療費助成 助成 受給資格者（美浜町民） 32,374,095



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

　（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。

（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

16,000,0001 福祉対策措置
保健福祉センター運
営事業

福井県美浜町 18,650,246



Ⅱ．事業評価個表 （令和元年度）

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

保健福祉センター運営事業

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 福井県美浜町

交付金事業実施場所 美浜町郷市地係

交付金事業の概要

町の健康づくり及び福祉活動の拠点施設である保健福祉センターの管理運営を安定
的に行うため、管理運営に関する年度協定書を締結した事業所に対し保健福祉セン
ターを指定管理しました。
　保健福祉センター指定管理料　一式

番号 措置名 交付金事業の名称

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
　第五次総合振興計画（平成２８年度～平成３７年度）
　　基本目標２　健やかでぬくもりのある　まち
　　　１　地域福祉の推進
　　　　３）地域の物的資源の活用
　　　　　・地域住民の生きがいづくりやコミュニケーションを深める場として
            住民による「集いの場づくり」を支援します。
　　　　　・地域における活動拠点の確保・充実のため、生涯学習センター
           「なびあす」、保健福祉センター「はあとぴあ」や福祉支援セン
            ター「あいぱる」をはじめ、多様な既存施設の有効活用を図りま
            す。
　　　　　・住民へのきめ細かい福祉サービスを提供するため、社会福祉協議会
            を地域福祉推進上の中心的な組織として位置づけ、活発な事業運営
            を行うことを目的とした情報共有など、地域の福祉活動を推進して
            いくための連携を図ります。



100

365

活動見込 日 366 365
指定管理業務　366日（H31.4.1～
R2.3.31）

活動実績 日 366 365

97.31

成果実績 %

指定管理により安定的な施設の運営と、地域における健康づくり及び福祉活動の拠
点施設として他既存施設との連携による有効活用を図ることができました。

成果及び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 元年度 30年度 29年度

365

達成度 ％ 100 100

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

平成３０年度の上
期利用者数より
２％増（下期につ
いては工事のため
休館）

利用者数（Ｈ31.4
～7/Ｈ30.4～7）
×100

評価年度の設定理由

事業完了後に当該事業についての評価が可能になるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

99.26

目標値 % 102

達成度 %



うち文部科学省分

うち経済産業省分 16,000,000 20,700,000 20,700,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 18,650,246 25,779,623 25,961,214 95,696,333

交付金充当額

交付金事業の担当課室 健康福祉課

交付金事業の評価課室 健康福祉課

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

美浜町保健福祉センター指
定管理業務

随意契約
社会福祉法人　美浜町社会福祉
協議会（美浜町）

18,650,246

16,000,000 20,700,000 20,700,000

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





Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

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5次美浜町総合振興計画（平成28年度～平成37年度）
　　基本目標5　快適で安全安心なまち
　　　8　防災体制の充実
　　　　2）　消防体制の充実
　　　　　・火災予防に対する意識の高揚を図ります。
　　　　　・消防車両等の資機材や救急救命体制の充実を図ります。
　　　　　・地域消防の要である消防団員の確保に努めるとともに資質の向上を
　　　　　　図ります。

事業期間の設定理由 －

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

消防ポンプ自動車整備事業

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 福井県美浜町

交付金事業実施場所 美浜町佐田地係

交付金事業の概要
自主防災の充実と防災意識の啓発活動を推進するため、消防団員の資質の向上を
図り、適切で速やかな活動が可能となるよう地区消防団が使用する消防ポンプ自
動車を整備しました。消防ポンプ自動車購入（1台）







別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（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。

備 考

1

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

図書館情報システム
更新事業

福井県美浜町 7,754,400 7,700,000

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

交付金事業に
要した経費

交付金充当額

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表

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
　第五次美浜町総合振興計画（平成２８年度～平成３７年度）
　　基本目標1　未来をひらき人と文化を育むまち
　　　1　生涯学習の推進
　　　　3）　社会教育の充実
　　　　　2）図書館活動の充実
　　　　　　　図書検索・貸出サービス、郷土資料の目次等のデータベース化
              など利用者の利便性の向上に努めます。

事業開始年度 令和　元　年度 事業終了年度 令和　元　年度

事業期間の設定理由 －

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県美浜町

交付金事業実施場所 美浜町　郷市　地係

交付金事業の概要

　現在使用している図書館情報システムを更新することにより、継続して本シス
テムの利用が可能となり正確かつ効率的なサービス提供を可能としました。
　また、あわせて読書通帳機能、セルフ貸出機能を追加することにより、町民の
生涯学習意欲と利便性向上を図りました。

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

図書館情報システム更新事業

番号 措置名 交付金事業の名称



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

図書館利用者数
　60,000人

図書館利用者数

成果実績 人

目標値 人 60,000

達成度 %

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。

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

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

図書館情報システム　一式

活動実績 式 1

活動見込 式 1

達成度 ％ 100



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の総事業費等 元年度 備考

総事業費 7,754,400

交付金充当額 7,700,000

7,700,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

図書館情報システム機器購
入

指名競争入札
福井システムズ株式会社若狭
営業所（小浜市）

7,754,400

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 生涯学習課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

　（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。

（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

4,200,0001 福祉対策措置
楽膳の里運動推進事

業
福井県美浜町 4,297,700



Ⅱ．事業評価個表 （令和元年度）

1 福祉対策措置 楽膳の里　運動推進事業

事業開始年度 令和元年度 事業終了年度 令和５年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県美浜町

交付金事業実施場所 美浜町　久々子　地係他

交付金事業の概要

「健康みはま２１後期計画第２期」に基づき、町民の健康課題である高血圧や高脂
血症等の生活習慣病改善に向け食と健診、運動の３本柱による健康づくりに取組む
ため、運動による健康づくりを効果的にサポートする健康プログラムを実施しまし
た。

番号 措置名 交付金事業の名称

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５次総合振興計画（平成２８年度～平成３７年度）
　基本目標 健やかでぬくもりのあるまち
　　２-５ 町ぐるみで取り組む健康づくりと疾病予防
　　　１）町民総ぐるみの健康づくりの強化推進
　　　２）町民自身が取組む健康づくり
この第５次総合振興計画を上位計画として、「健康みはま２１後期計画第２期　～
げんげん歩楽寿（プラス）～」（平成３０年度～令和５年度）に基づき健康づくり
を展開する。

目標：
　「健康みはま２１後期計画第２期」に基づく、健康づくりの実践者の増加。
　
　認知度：９３．５％
　健康づくり実践者割合：８０％
　意識的に活動している人の割合：３５％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（目標年度令和５年度）

事業期間の設定理由 健康みはま２１後期計画第２期の終期まで



1

次年度以降継続して事業を実施していくために参加者の募集を行いました。また事
業を開始したことにより定期的な運動習慣を持つ人の割合を増やすことができまし
た。

成果及び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 元年度

達成度 ％ 100

健康プログラム業務　一式

活動実績 式 1

活動見込 式

成果実績 歩 892

目標値 歩 1,000

達成度 ％ 89.2

成果目標 成果指標 単位 評価年度　　令和２年度

達成度 ％

成果実績 ％

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５年度

運動習慣を持つ人
の増加

日常生活で積極的
に身体を動かす人
の割合
平成２９年度調査
24.3％

日常的な活動量が
増える

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

目標値 ％ 35

平均歩数1日あた
り1,000歩増加



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 健康福祉課

交付金事業の評価課室 健康福祉課

健康プログラム実施業務 随意契約
株式会社タニタヘルスリンク
（東京都文京区）

4,297,700

4,200,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

交付金充当額 4,200,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備考

総事業費 4,297,700



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

　（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。

（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

30,000,0001

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

町道佐柿・郷市線舗
装事業

福井県美浜町 33,055,000



Ⅱ．事業評価個表 （令和元年度）

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 町道佐柿・郷市線舗装事業

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 福井県美浜町

交付金事業実施場所 美浜町　南市　地係

交付金事業の概要
 町道佐柿・郷市線に架かる耳川橋を改修するにあたり、地域住民の利便性の向上
を図るとともに、地域住民に愛着を持ってもらえるよう景観形成に配慮した舗装工
事を実施ししました。

番号 措置名 交付金事業の名称

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５次総合振興計画（平成２８年度～平成３７年度）
　基本目標 　快適で安全安心なまち
　　５-１ 道路・交通体系の確立
　　　２）交通弱者にやさしい交通環境の整備
　　　　　道路網整備（通学路の歩道設置など）について整備計画を策定し、効率
　　　　　の良い施設整備に努めるとともに、通学路を中心としに既設の安全施設
　　　　　の点検を行い、計画的に維持・修繕を行います。

目標：工事箇所における交通事故発生件数　０件

事業期間の設定理由



89.5

耳川橋の舗装工事が完了したことにより、通行する車両・歩行者の安全性と利便性
を向上させることができました。

成果及び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 元年度

達成度 ％ 100

舗装工事延長

活動実績 ｍ 89.5

活動見込 ｍ

％ 100

成果実績 件

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

交通事故発生件数
０

工事箇所における
交通事故発生件数

評価年度の設定理由

道路舗装事業が令和元年度に完成するため

交付金事業の定性的な成果及び評価

0

目標値 件 0

達成度



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 美浜町土木建築課

交付金事業の評価課室 美浜町土木建築課

舗装工事 指名競争入札 株式会社吉田組（美浜町） 33,055,000

30,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

交付金充当額 30,000,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備考

総事業費 33,055,000





Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

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5次美浜町総合振興計画（平成28年度～平成37年度）
　　基本目標3　活気とにぎわいのある　まち
　　　　１農業の振興
　　　　　主要施策　1）地域の農業・農村の保全・振興
　　　　　　　県と連携を図り、農業用施設や農地の整備を行うことにより農業
              生産基盤の改善に努めます。

事業期間の設定理由 －

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

河原市区内水路改良工事

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 福井県美浜町

交付金事業実施場所 美浜町河原市地係

交付金事業の概要

当該水路は一級町道佐柿・郷市線沿いを流れており、そのうち河原市地区内にお
いては経年劣化により水漏れが発生していることから、水路の維持管理の効率化
と安定した用水が利用できる環境づくりのため、水路工事を実施しました。
　　水路工事施工延長　L＝44.0ｍ



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

水路漏水件数　0
件

水路漏水件数

評価年度の設定理由

工事終了後漏水がないことを確認するため翌年度当初に評価を実施するため

交付金事業の定性的な成果及び評価

目標値 件 0

達成度 ％

成果実績 件

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

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

達成度 ％ 100

水路改良工事　L＝44.0ｍ

活動実績 ｍ 44

活動見込 ｍ 44



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備考

総事業費 4,785,000

交付金充当額 4,400,000

指名競争入札 株式会社テイク（美浜町） 4,785,000

4,400,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 土木建築課

交付金事業の評価課室 土木建築課

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

水路改良工事



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

　（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。

27,832,000
文部科学省
63,500,000

1

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

美浜町観光振興基金
造成

福井県美浜町 91,332,000

（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

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

交付金事業に関する主要政策・施策：第五次美浜町総合振興計画
　基本目標３　活気とにぎわいのある　まち
　　５　観光の振興
　　　２）地域観光のイメージアップと多様な観光魅力づくり
　　　・新たな拠点施設整備やイベント開催などの受け入れ体制を充実させ、
　　　　滞在型観光の推進を図ります。

事業期間の設定理由 －

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

美浜町観光振興基金造成

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 福井県美浜町

交付金事業実施場所 美浜町　早瀬　地係

交付金事業の概要
美浜町内の地域資源を活かした新たな観光振興施策を推進するための事業の実施に必要
な財源として基金を造成しました。



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５年度

観光施設入込客数
３万人

入込客数

評価年度の設定理由

事業完了後に当該事業についての評価が可能になるため。

交付金事業の定性的な成果及び評価

目標値 人

達成度 ％

成果実績 人

令和元年度は適正に基金の造成を行いました。令和５年度までに三方五湖観光の目玉と
なる施設整備工事を完了させ、町内観光の拠点施設として誘客を行い、観光産業等の発
展を促進します。

成果及び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 元年度

達成度 ％ 100

基金造成額　27,832,000円
（基金造成総額　91,332,000円）

活動実績 円 27,832,000

活動見込 円 27,832,000



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備考

総事業費 91,332,000

交付金充当額 91,332,000

63,500,000

27,832,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

基金造成 積立 － 27,832,000

交付金事業の担当課室 美浜町観光振興課

交付金事業の評価課室 美浜町観光振興課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

　（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。

18,700,0001

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

水産振興施設整備事
業

福井県美浜町 18,777,000

（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

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5次美浜町総合振興計画（平成28年度～平成37年度）
　　基本目標　活気とにぎわいのある　まち
　　　　３－３水産業の振興
　　　　　1）漁場整備・漁場生産活動への支援
　　　　　　　漁港施設及び水産機能施設の老朽化に伴う改修工事を実施し、計画
              的に漁港の保全・改修・水産機能施設等の整備を推進します。

事業期間の設定理由

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

水産振興施設整備事業

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 福井県美浜町

交付金事業実施場所 美浜町　菅浜・日向　地係

交付金事業の概要
美浜町内の漁港施設（船揚場施設）を改修し、漁業従事時の安全性と作業の円滑化が
図られ、就業時間の短縮等により地域漁業振興に寄与することができるよう、漁協に
対する補助金を交付しました。



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

漁港施設における
事故件数　０件

漁港施設における
年間事故件数

評価年度の設定理由

水産振興施設整備事業が令和元年度に完成するため

交付金事業の定性的な成果及び評価

0

目標値 件 0

達成度 ％ 100

成果実績 件

漁港施設の整備が進んだことにより、より安全性を確保した上で時間の短縮等効率的
な漁業作業が可能となり、地域の漁業振興に寄与することができました。

成果及び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 元年度

達成度 ％ 100

水産振興施設整備事業補助金(補助
率：2/3以内）

活動実績 箇所 2

活動見込 箇所 2



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備考

総事業費 18,777,000

交付金充当額 18,700,000

18,700,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

水産施設整備補助 補助 美浜町漁業協同組合（美浜町） 18,777,000

交付金事業の担当課室 美浜町産業振興課

交付金事業の評価課室 美浜町産業振興課
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