
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

交付金事業に要
した経費

856,778,754 715,380,0001
福祉対策
措置

社会福祉施設等運営事業 おおい町

番号 備　考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名

2
福祉対策
措置

中学生海外派遣事業 おおい町 8,862,000 5,000,000

3
福祉対策
措置

名田庄図書館蔵書購入事業 おおい町 3,035,300 3,000,000

4
福祉対策
措置

高等学校等通学費支援事業 おおい町 5,118,900 5,000,000

5
福祉対策
措置

子育て支援・障害者医療費
助成事業

おおい町 22,334,319 19,000,000

6
福祉対策
措置

高齢者地域支え合い事業 おおい町 21,285,906 19,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
措置名 交付金事業の名称

福祉対策措置 社会福祉施設等運営事業

番号

1
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

交付金事業の概要

　住民福祉の増進を図るため、町内に設置している社会福祉施設等について、その人件費や光
熱水費等に交付金を活用し、適切な施設運営等を行いました。

　社会福祉施設等の維持運営経費（人件費、光熱水費等）
①総合町民福祉センター（職員等6名）、②保健・医療・福祉総合施設（保健師等9名）、③児童福
祉施設（保育士等40名）、④生活安全施設（消防士24名）、⑤ケーブルネットワーク施設（職員3
名）、⑥学校教育施設（講師等36名）、⑦社会教育施設（職員31名）、⑧環境衛生施設、⑨簡易
水道施設、⑩下水処理施設、⑪いきいき長寿村（職員7名）、⑫総合運動公園（職員2名）、⑬
フィットネスセンター、⑭さぶり川公園（職員1名）、⑮きのこの森（職員9名）、⑯頭巾山青少年旅
行村（職員6名）、⑰社会福祉協議会（職員5名）

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2次おおい町総合計画（H29～R8）
重点プロジェクトテーマ　第３のテーマ　－定住の促進－
“住み続けたい”“住んでみたい”町を創造
・子育て環境や教育環境を充実し、安心して子どもを産み、育てることができる施策と、その質の
向上を図ります。

目標：子育て家庭の転入世帯数の増　（R3年度　20世帯　　R8年度　30世帯）

交付金事業実施場所 おおい町　一円

令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度事業開始年度

事業期間の設定理由



715,380,000657,010,000

657,010,000

640,229,000

640,229,000

子育て家庭
の転入世帯
数

23
30

76.7%

評価年度 令和2年度

100.0% 100.0% 100.0%

交付金を充当している社
会福祉拠点施設数（役割
別）

成果実績
目標値

42 42 42
42

達成度

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。

町内の社会福祉拠点施設運営費の大部分を占める人件費、光熱水費等に交付金を活用するこ
とにより、各施設の運営が健全に保たれることで、利用者の満足度向上に寄与しました。また、
各種施設は町外の方が利用される施設でもあることから、本町に訪れた方の満足度の向上に
寄与し、本町の取り組む、他の子育て応援施策と併せて、子育てしやすい町「おおい町」として、
子育て家庭の転入世帯の増加が図られました。

無し

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

単位

子育て家庭
の転入世帯
数30世帯

交付金事業の総事業費
等

成果目標 成果指標

元年度30年度

達成度

世帯
世帯

42 42

29年度 30年度 元年度 備　考

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

総事業費
交付金充当額

うち文部科学省分
うち経済産業省分

29年度単位

活動実績
活動見込

741,341,703 727,410,009 856,778,754

715,380,000

活動指標

施設
施設

交付金事業の活動指標
及び活動実績



契約の方法 契約の相手方 契約金額

英語指導助手委託料 随意契約
㈱アルティアセントラル
（名古屋市）

10,682,000

交付金事業の担当課室
交付金事業の評価課室

総務課
総務課

契約の目的
交付金事業の契約の概要

電気料金 随意契約（特命） 関西電力㈱（大阪市） 192,304,321
水道料金 随意契約（特命） おおい町 4,879,566

通信サービス 随意契約（特命）
西日本電信電話㈱福井支店
（福井市）

40,210,508

㈱タクマ（尼崎市） 37,730,000

農業集落排水処理施設保守
点検業務

随意契約
㈲大飯環境サービス
（おおい町）

13,654,430

大飯浄化センター保守点検
整備業務

指名競争入札
㈱クリタス東海支店
（名古屋市）

15,730,000

合計 856,778,754

人件費 雇用 職員・消防署員等（179名） 530,411,929

学校教育クラウドサービス使
用料

指名競争入札
NTTビジネスソリューションズ
㈱北陸支店（福井市）

11,176,000

大飯清掃センター保守点検
整備業務

随意契約



番号 措置名 交付金事業の名称

2 福祉対策措置 中学生海外派遣事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　本郷　及び　ニュージーランド・ハミルトン近郊

交付金事業の概要

　町内中学生を、国際化が進む中において国際社会にふさわしい新感覚を持ったリーダーを養
成するために、ニュージーランドに派遣しました。派遣した中学生はホームステイや現地の学生
等との交流を通して様々な異文化体験や国際理解を深めました。今後、その経験を活かし、将
来的に町の中心となって活躍する人材の育成につなげることで、町の活性化を図ります。
・派遣人数　中学2年生14名　引率者4名
・派遣期間　令和元年8月4日～8月19日（16日間）
・研修日数　8日間
・その他　書類選考・面接選考、研修報告（レポート）、結団式、帰国報告会

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2次おおい町総合計画（H29～R8）
（基本目標１）ふるさとへの愛と誇りを育み、豊かな交流で向上する町
（7）青少年の健全育成
・国際交流や地域間交流を進めることにより、幅広い分野で活躍できる資質・向上を育み、青少
年の健全育成と多様な交流を進めます。
：目標
ジュニア・リーダーズクラブ会員数　30人（R8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



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

ジュニア・リー
ダーズクラブ会
員数30人

ジュニア・リー
ダーズクラブへ
の新規加入者
数

成果実績 人 15

目標値 人 30

達成度 50.0%

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

現地での生活を通して異文化体験や国際理解を深めるとともに、コミュニケーション能力の向上
が図られ、国際社会に適応した人材育成に寄与しました。
また、青少年の社会参加や交流の促進により、新規リーダーの増加が図られ、町の活性化の中
心となる人材育成に寄与しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 29年度 30年度 元年度

当年度の派遣生徒数
活動実績 人 13 14 14
活動見込 人 13 14 14
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

29年度 30年度 元年度 備　考

うち経済産業省分 4,000,000 5,000,000 5,000,000

総事業費 8,025,000 8,862,000 8,862,000
交付金充当額 4,000,000 5,000,000 5,000,000

交付金事業の担当課室 社会教育課
交付金事業の評価課室 社会教育課

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

中学生海外派遣業務の委託 随意契約
㈱アイエスエイ　関西支社
（大阪市）

8,862,000

うち文部科学省分



番号 措置名 交付金事業の名称
3 福祉対策措置 名田庄図書館蔵書購入事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町名田庄久坂

交付金事業の概要

平成23年10月に供用開始した里山文化交流センター内の名田庄図書館の蔵書について、交付
金を活用し図書・視聴覚資料を購入し、蔵書内容を充実させ、地域における読書活動を促進す
ることで、更なる住民福祉の向上を図りました。
図書購入　1,814冊、バーコードラベル、背ラベル、フィルムコーティング
視聴覚購入　CD5枚　DVD22枚

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

おおい町立図書館事業推進計画（H29～R3）
【基本理念】赤ちゃんからお年寄りまで、全ての人の暮らしに身近な図書館を実現するために次
の理念を推進しています。
　１．町民の暮らしに役立つ資料を収集・保存する図書館
　２．利用者サービスの向上を図り、町民の生涯学習を支援する図書館
　３．子どもが読書や図書館に親しむ環境を整備し、子どもの読書活動を支える図書館
　４．すべての町民にとって利用しやすい身近な図書館
目標：子育て家庭の転入世帯数の増　（R3年度　20世帯　　R8年度　30世帯）

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2年度

子育て家庭
の転入世帯
数30世帯

子育て家庭
の転入世帯
数

成果実績 世帯 23
目標値 世帯 30
達成度 76.7%

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。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

図書や視聴覚資料を購入することにより町民生活に役立つ資料を充実させ、生涯学習の中核
施設としての役割を果たしています。
また、子どもの読書活動を支えるため、子どもが読書や図書館に親しむ環境を整備し、施設の
利便性を向上させることにより、子育て家庭の転入世帯数の増加に寄与しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 29年度 30年度 元年度

図書資料及び視聴覚資料
の購入数

活動実績 冊 2780 2763 1814
活動見込 冊 2600 2600 2000
達成度 106.9% 106.3% 90.7%

交付金事業の総事業費
等

29年度 30年度 元年度 備　考

総事業費 4,505,999 4,501,752 3,035,300

契約金額

交付金充当額 4,500,000 4,500,000 3,000,000
うち文部科学省分

図書購入 随意契約
有限会社　松宮書店
（おおい町）

3,035,300

交付金事業の担当課室 名田庄図書館
交付金事業の評価課室 名田庄図書館

うち経済産業省分 4,500,000 4,500,000 3,000,000
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



番号 措置名 交付金事業の名称

4 福祉対策措置 高等学校等通学費支援事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町 一円

交付金事業の概要

子育て環境の充実を図るため、高等学校等の修学に要する通学費の一部を交付金を活用し助
成しました。

・助成額　通学に要する公共交通機関の定期乗車券購入費の２分の１（上限　月10,000円）

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2次おおい町総合計画（H29～R8）
重点プロジェクトテーマ　第３のテーマ　－定住の促進－
“住み続けたい”“住んでみたい”町を創造
・子育て環境や教育環境を充実し、安心して子どもを産み、育てることができる施策と、その質の
向上を図ります。

目標：子育て家庭の転入世帯数の増　（R3年度　20世帯　　R8年度　30世帯）

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2年度

子育て家庭
の転入世帯
数30世帯

子育て家庭
の転入世帯
数

成果実績 世帯 23
目標値 世帯 30
達成度 76.7%

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。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

通学費の助成を行い子育て環境を充実することにより、将来を担う子どもの育成及び更なる福
祉の向上を図るとともに町の少子化に歯止めを掛け、公共交通機関の利用促進に寄与しまし
た。また、本町の取り組む、他の子育て応援施策と併せて、子育てしやすい町「おおい町」とし
て、子育て家庭の転入世帯数の増加が図られました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 29年度 30年度 元年度

制度利用者数
活動実績 人 231 193 150
活動見込 人 247 255 218
達成度 93.5% 75.7% 68.8%

交付金事業の総事業費
等

29年度 30年度 元年度 備　考

総事業費 6,618,500 5,264,200 5,118,900

契約金額

交付金充当額 6,500,000 5,000,000 5,000,000
うち文部科学省分

通学費援助 補助 助成対象者 5,118,900
交付金事業の担当課室 学校教育課
交付金事業の評価課室 学校教育課

うち経済産業省分 6,500,000 5,000,000 5,000,000
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



番号 措置名 交付金事業の名称

5 福祉対策措置 子育て支援・障害者医療費助成事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　一円

交付金事業の概要

　子どもの保健向上、児童福祉の増進、障害者が健康で安心して暮らせる住みよいまちづくりを
図るため、県補助金対象者を除く子ども（18歳に達する日以後最初の3月31日まで）と障害者の
医療費について、交付金を活用して助成しました。
【子育て支援対象：対象者702人】
　6歳～18歳　県費補助金(子ども医療費助成事業費補助金)の対象分を除く、町費助成対象分
のみ
【障害者医療対象　対象者184人】
身体障害者手帳を所持する者・療育手帳を所持する者・精神障害保健福祉手帳と自立支援医
療受給者証の両方を所持する者（通院医療費のみ）
(県費補助金の対象者を除く、町費助成対象者のみを対象とする。)

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその目
標

第２次おおい町総合計画（H29～R8）
「重点プロジェクトテーマ　「第３のテーマ　定住の促進」　基本目標３　「心豊かにいきいきと、育
ちと暮らしを支え合う町」
・子ども・子育て支援と児童福祉の充実
子どもが健やかに育つ仕組みづくりを推進し子育てに積極的に取り組める環境づくりを進めま
す。
・障害者福祉の充実
障害のある人等を地域全体で支え合う仕組みづくりを行い、誰もが安心して生活できる地域社
会を構築します。
子どもがいる世帯の割合　２６％（R８年度）【計画上の中間目標２５％（R３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

事業期間の設定理由 第2次おおい町総合計画の中間目標設定期間まで



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3年度

子どもがいる
世帯の割合
25％（R3年度）

子どもがいる
世帯／町内全
世帯×100

成果実績 ％
目標値 ％
達成度

評価年度の設定理由
平成３１年度から助成対象を拡大したため制度が浸透した段階で評価を行う

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 29年度 30年度 元年度

事業対象者数
活動実績 人 1356 1321 886
活動見込 人 1356 1321 886
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

29年度 30年度 元年度 備　考

総事業費 22,288,135 25,272,900 22,334,319

契約金額

交付金充当額 19,000,000 19,000,000 19,000,000
うち文部科学省分

医療費助成 補助 助成対象者 22,334,319
交付金事業の担当課室 住民窓口課
交付金事業の評価課室 住民窓口課

うち経済産業省分 19,000,000 19,000,000 19,000,000
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



番号 措置名 交付金事業の名称

6 福祉対策措置 高齢者地域支え合い事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町一円

交付金事業の概要

　要介護者の介護負担を軽減し、要介護になる恐れのある高齢者や虚弱高齢者が安心して生
活を営むために必要な各種支援に交付金を活用し、更なる高齢者福祉の向上と健康保持を図
りました。
・すこやか介護用品支給　利用者1,999人
・福祉移送サービス　延べ利用回数429回
・高齢者食の提供体制整備　配達数1,693個
・高齢者買い物代行　延べ利用回数206回
・給食サービス　利用件数1,300件
・寝具乾燥消毒サービス　利用件数184件
・ふれあい入浴　延べ利用者数4,060人（ゆったり温泉2,923人＋ご湯っくり1,137人）
・福祉バス運行　延べ利用者数702人

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2次おおい町総合計画（H29～R8）
基本目標３：心豊かにいきいきと、育ちと暮らしを支え合う町
　（４）高齢者福祉の充実
　町に住む誰もが、住み慣れた地域の中で地域社会の一員として、心身ともに健康で充実した
生活を送ることができる地域社会の実現を図ります。
：目標
おおい町高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画にもとづき、要介護（要支援）認定率の上昇
の抑制を図ります。
（要介護（要支援）認定率　17.67％）

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2年度

要介護（要
支援）認定
率17.67％

要介護（要
支援）認定
者数/第１号
介護保険被
保険者数

成果実績 ％ 17.53

目標値 ％ 17.67

達成度 99.2%

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。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

 高齢者が必要とする福祉サービスの提供において、要介護認定高齢者や支援を必要とする高
齢者家族の介護負担や経済的負担の軽減を図り、また高齢者の生活における移動手段を確保
することで、高齢者が住み慣れた地域で安全・安心に自分らしく在宅生活を継続することに寄与
しました。このことから、要介護認定高齢者の生活支援などにより、要介護認定および介護給付
等の抑制を図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
無し

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 29年度 30年度 元年度

サービス利用対象者数
活動実績 人 5,657 5,911 5,923
活動見込 人 5,657 5,911 5,923
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

29年度 30年度 元年度 備　考

総事業費 23,017,465 23,086,205 21,285,906
交付金充当額 20,000,000 19,000,000 19,000,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 20,000,000 19,000,000 19,000,000



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

高齢者の移動手段確保の助
成

随意契約（特命）
大和交通株式会社
（おおい町）

3,121,474

交付金事業の担当課室 いきいき福祉課
交付金事業の評価課室 いきいき福祉課

介護高齢者支援助成 随意契約（特命）

イーアス株式会社
有限会社しむら
くすりや渋谷
クオール薬局おおい店
（おおい町）

12,983,730

随意契約（特命）
社会福祉法人おおい町社会
福祉協議会

3,681,002

谷口商店（おおい町） 586,800

高齢者介護予防・地域支え
あい助成

助成 入浴施設利用者 912,900



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

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

漁港施設整備事業
（宮留防波堤）

おおい町 380,000,000 366,000,000

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



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 当該工事完了予定年度まで

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2次おおい町総合計画（H29～R8）
基本目標２　地域の宝を磨き上げ、産業の活力創出に取り組む町
・町の宝である恵まれた地域資源を活かし、磨き上げることで、農林水産業をはじめとする雇用
を生み出します。
　漁港施設である防波堤等を整備し、漁港利用者の船舶等の財産防護等、漁業環境が向上す
ることにより、新規漁業従事者の増加を図ります。
：目標
若手就漁者数（累計）：40人（R8年度）【計画上の中間目標　35人（R3年度）】
※若手就漁者…45歳以下の就漁者

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町 大島 

交付金事業の概要

　船舶係留時の安全性、入出航時の操船性の向上を図るため実施する大島漁港内の防波堤の
新設及び延伸工事に交付金を活用し、漁業者の安全確保、及び漁業振興を図ります。
漁港施設整備工事   防波堤施工延長　 ΣL=192ｍ
捨石式防波堤　　防波堤（Ａ） L=50.0m、防波堤（Ｂ） L=90.0m、防波堤（Ｃ） L=20.0m
ブロック式混成堤防波堤　　防波堤（Ｄ） L=32.0m

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

漁港施設整備事業（宮留防波堤）



交付金事業の担当課室 建設課
交付金事業の評価課室 建設課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

漁港施設整備工事
（宮留防波堤）

指名競争入札
株式会社こんどう

（おおい町）
380,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 447,000,000 450,000,000 366,000,000
うち文部科学省分

総事業費 500,000,000 520,000,000 380,000,000

うち経済産業省分 447,000,000 450,000,000 366,000,000

交付金事業の総事業費
等

29年度 30年度 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 29年度 30年度

59.58

評価に係る第三者機関等の活用の有無

81.77
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

元年度

事業進捗率
活動実績 ％ 29.20 59.58 81.77
活動見込 ％ 29.20

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3年度

若手就漁者
数（累計）：
40人

若手就漁者
数（累計）

成果実績 人
目標値 人
達成度

評価年度の設定理由
事業計画改善を図るため、事業完了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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

備　考

1

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営措等置

小学校校舎等改修事業
（名田庄小学校）

おおい町 52,380,000 47,000,000

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

2

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営措等置

浄化センター機器等更新事
業

おおい町 23,430,000 21,500,000

3 9,000,00010,272,900おおい町
あっとほ～むいきいき館改修
事業

公共施設に係
る整備、維持
補修又は維持
運営等措置

4 73,000,00083,916,000おおい町
学校給食センター施設改修
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

5

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

林道維持補修事業
（妻谷尾線）

おおい町 18,700,000 15,000,000



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

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営措等置

小学校校舎等改修事業（名田庄小学校）

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2次おおい町総合計画（H29～R8）
基本目標１　ふるさとへの愛と誇りを育み、豊かな交流で向上する町
（５）学校教育の充実
　学齢期における基礎的な知識・技能の習得はもとより、思考力・表現力を育成し「確かな学力」
や「生きる力」を育みます。

目標：学校に行くことが楽しいと思う児童生徒の割合　90％（R8年度）【計画上の中間目標：80％
（R3年度）】
　　　　＊名田庄小学校児童の割合を算出し成果目標とします。

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 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町 名田庄小倉

交付金事業の概要

　名田庄小学校のバリアフリー化、洋式トイレへの改修等、児童が学校生活において安全・安心
に活動するために必要な改修工事等に交付金を活用しました。

■工事概要
建築改修工事（屋上フェンス改修、防水、手摺塗装等）
電気設備改修工事（受変電設備改修、照明設備のＬＥＤ化　一式、ネットワークカメラ更新）
機械設備改修工事
消火設備改修工事
児童トイレ改修工事
エレベーター設備新設工事

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

学校に行くこと
が楽しいと思う
児童生徒の割
合（中間目標）
80％

「楽しい」と回
答した児童・生
徒数／アン
ケート対象児
童・生徒数×１
００

成果実績 ％ 62.50

目標値 ％ 80.00

達成度 78.1%

評価年度の設定理由
アンケート調査に基づく指標であることから、毎年度アンケート実施後、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

　４０年以上経過した名田庄小学校を改修することにより、児童の学習意欲を向上させるととも
に、エレベーターを設置することにより、バリアフリー化を行い、児童の学校生活における安全・
安心に寄与しました。
　今後は、平成30～31年度の2か年をかけて策定した「おおい町学校施設等長寿命化計画」に
基づき、計画的に町内各小中学校の改修を進めてまいります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し

6
達成度 0.0% 0.0% 16.7%

元年度

対象学校施設の改修進捗
状況

活動実績 校 0 0 1
活動見込 校 6

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 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 29年度 30年度

6

総事業費 52,380,000

うち経済産業省分 47,000,000

交付金充当額 47,000,000
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

名田庄小学校施設改修工事 指名競争入札
富士良建設株式会社

（おおい町）
52,380,000

交付金事業の担当課室 学校教育課
交付金事業の評価課室 学校教育課

交付金事業の契約の概要



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

浄化槽汚泥の
資源化率

処理した汚泥
量／処理区域
内で発生した
汚泥量＊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

　老朽化が進んでいた汚泥濃縮設備の更新工事を行うことにより、施設の健全化が保たれ、適
切な管理・運転による廃棄物の資源化が図れました。今後も廃棄物の堆肥化を適切に行い農地
に還元することで、環境の保全を図るとともに、廃棄物の減量化を行うことで環境にやさしい町
づくりを推進してまいります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し

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

汚泥濃縮施設の更新数
活動実績 施設 1
活動見込 施設 1
達成度 100.0%

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 元年度 備　考

総事業費 23,430,000

契約金額

交付金充当額 21,500,000
うち文部科学省分

大飯浄化センター機器更新工事 指名競争入札
株式会社クリタス　東海支店

（名古屋市）
23,430,000

交付金事業の担当課室 くらし環境課
交付金事業の評価課室 くらし環境課

うち経済産業省分 21,500,000
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



交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　本郷

交付金事業の概要

　廃棄物の堆肥化を適切に行い農地に還元することで、環境の保全を図るとともに、廃棄物の
減量化を行うことで環境にやさしい町づくりを推進しています。廃棄物処理施設の施設能力を維
持するために実施する、汚泥濃縮設備の更新に交付金を活用しました。
　
　汚泥濃縮機更新工事 一式

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2次おおい町総合計画（H29～R8）
基本目標4　-豊かな自然を大切に、暮らしやすさと安全・安心を進める町-　　-環境と調和した
暮らしの推進-
廃棄物処理施設の適切な管理・運転を行い、廃棄物の資源化を図ります。

目標：廃棄物（浄化槽汚泥）の資源化率100％を維持します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

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

浄化センター機器等更新事業



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
修又は維持運営等措置

あっとほ～むいきいき館改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町 名田庄下

交付金事業の概要

　当該福祉施設の老朽化した外壁、屋根の改修工事に交付金を活用し、利用者の安全性及び
利便性を確保し、更なる福祉の向上を図りました。

施設改修工事
　外壁等補修工事　一式
　屋根等改修工事　一式
　入浴施設屋根等改修工事　一式

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2次おおい町総合計画（H29～R8）
重点プロジェクトテーマ　第３のテーマ　－定住の促進－
“住み続けたい”“住んでみたい”町を創造
・子育て環境や教育環境を充実し、安心して子どもを産み、育てることができる施策と、その質の
向上を図ります。

目標：子育て家庭の転入世帯数の増　（R3年度　20世帯　　R8年度　30世帯）

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2年度

子育て家庭
の転入世帯
数30世帯

子育て家庭
の転入世帯
数

成果実績 世帯 23
目標値 世帯 30
達成度 76.7%

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。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

当該施設が整備されてから20年近く年数が経過し、老朽化が進んでいた外壁及び屋根の改修
工事を行うことにより、施設の健全性が確保され、利用者の安全性及び利便性が向上しました。
　また、保健・福祉・医療の総合施設は、産まれる前から介護を必要とする年齢まで住民生活と
密接に関係しており、施設の利便性を向上させることにより、子育て家庭の転入世帯の増加に
寄与しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し

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

改修工事の進捗状況
活動実績 ％ 100
活動見込 ％ 100
達成度 100.0%

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 元年度 備　考
総事業費 10,272,900

契約金額

交付金充当額 9,000,000
うち文部科学省分

あっとほ～むいきいき館等外
壁・屋根等改修工事

指名競争入札
株式会社　高匠

（おおい町）
10,272,900

交付金事業の担当課室 すこやか健康課
交付金事業の評価課室 すこやか健康課

うち経済産業省分 9,000,000
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



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

学校給食センター施設改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　本郷

交付金事業の概要

給食センターの屋根改修、調理場排水改修等、安全な給食の提供に必要な衛生的な調理環境
の向上を図るために実施する改修工事に交付金を活用しました。

施設改修工事
・屋根等改修　　屋根カバー586㎡、　屋上防水811㎡、煙突1箇所改修
・調理場排水改修　　排水溝115m改修、排水枡6箇所改修、塗り床450㎡改修

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2次おおい町総合計画（H29～R8）
基本目標1　.ふるさとへの愛と誇りを育み、豊かな交流で向上する町
（５）学校教育の充実
衛生的な調理環境をもって安全な給食を提供し、児童生徒の心と体の健全な育成を図ります。
：目標
学校に行くことが楽しいと思う児童生徒の割合　90％（R8年度）【計画上の中間目標　80％（R3
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



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

学校に行くこと
が楽しいと思う
児童生徒の割
合80%(中間目
標)

「楽しい」と回
答した児童・生
徒数/アンケー
ト対象児童・生
徒数×100

成果実績 ％ 62.50

目標値 ％ 80.00

達成度 78.1%

評価年度の設定理由
アンケート調査に基づく指標であることから、毎年度アンケート実施後、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

　当該施設が整備されてから30年近く年数が経過し、老朽化が進んでいた屋根及び調理場排水
等の改修工事を行うことにより施設の健全性が確保され、安全安心な学校給食の提供により児
童生徒の心と体の健全な育成に寄与しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し

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

対象学校施設の改修進捗
状況

活動実績 ％ 100
活動見込 ％ 100
達成度 100.0%

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 元年度 備　考

総事業費 83,916,000

契約金額

交付金充当額 73,000,000
うち文部科学省分

学校給食センター改修工事 指名競争入札
株式会社　こんどう

（おおい町）
83,916,000

交付金事業の担当課室 学校教育課
交付金事業の評価課室 学校教育課

うち経済産業省分 73,000,000
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



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

林道維持補修事業（妻谷尾線）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　川上

交付金事業の概要

平成29年10月22日から23日の台風21号の豪雨により、被災した林道施設を復旧し、林業者の
安全を確保するための林道災害復旧工事に交付金を活用しました。

林道施設災害復旧工事
1号個所：土工　1.0式、法面保護工368.0㎡、擁壁工15.0ｍ
2号個所：土工　1.0式、法面保護工1483.8㎡

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2次おおい町総合計画（H29～R8）
基本目標２　地域の宝を磨き上げ、産業の活力創出に取り組む町
　・木材の生産環境の整備を行うことにより、計画的で効率的な森林施業を推進し、搬出材の販
路開拓への支援等を行い、森林経営における収入の安定・増加を図ります。

　：目標
地元産材の搬出量　3,800m3（R8年度）【計画上の中間目標 3,600m3（R3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



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3年度

地元産材の
搬出量
3,800m3

地元産材の
搬出量

成果実績 m3
目標値 m3
達成度

評価年度の設定理由
事業計画改善を図るため、計画上の中間目標を定めた年度に評価を実施。

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

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 29年度 30年度 元年度

事業進捗率
活動実績 ％ 100
活動見込 ％ 100
達成度 100.0%

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 元年度 備　考

総事業費 18,700,000
交付金充当額 15,000,000

うち文部科学省分

林道維持補修工事 指名競争入札
有限会社田渕組

（おおい町）
18,700,000

交付金事業の担当課室 建設課
交付金事業の評価課室 建設課

うち経済産業省分 15,000,000
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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

48,400,000 42,000,000

備　考

1

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営措等置

頭巾山青少年旅行村施設
改修事業

おおい町 48,983,000 25,927,000

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

2

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営措等置

総合運動公園高圧機器更新
事業

おおい町



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

第2次おおい町総合計画（H29～R8）
重点プロジェクトテーマ　第２のテーマ　－交流の促進－
“訪れたい町”を創造
・体験型観光の受け入れ拠点の整備をはじめ、体制を強化し、その振興を図ります。

：目標
町の観光客入込数　150万人（R8年度）【計画上の中間目標　135万人（R3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 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　名田庄納田終

交付金事業の概要

頭巾山青少年旅行村において今後さらなる観光誘客の促進を図るため、８ホール×３コースのグ
ラウンドゴルフコースが確保できる芝生広場整備工事に交付金を活用しました。
■工事概要
グラウンドゴルフ場整備工事　（土工、撤去工、付帯施設工、排水施設工、給水設備工、植栽工）

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
補修又は維持運営措等置

頭巾山青少年旅行村施設改修事業



交付金事業の担当課室 商工観光課
交付金事業の評価課室 商工観光課

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 25,927,000
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

頭巾山青少年旅行村グラウン
ドゴルフ場整備工事

指名競争入札
若丹建設株式会社

（おおい町）
48,983,000

総事業費 48,983,000

うち経済産業省分 25,927,000

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 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 29年度 30年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し

100
達成度 100.0%

元年度

対象施設の改修工事進捗
状況

活動実績 ％ 100
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

町の観光客
入込数150
万人

町の観光客
入込数

成果実績 万人 109
目標値 万人 150
達成度 72.7%

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。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

頭巾山青少年旅行村において、新たにグラウンドゴルフ場を整備したことにより、体験型観光施
設としての魅力の向上が図られ、訪れたい町「おおい町」として観光客入込数の増加に寄与しま
した。



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
補修又は維持運営措等置

総合運動公園高圧機器更新事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　成和

交付金事業の概要

　平成7年度のオープンから約20年が経過し、経年劣化による設備の老朽化により不具合が生
じ、施設利用に支障をきたしていることから、総合運動公園内の高圧受変電設備の高圧機器の
更新に交付金を活用しました。
■工事概要　野球場高圧機器更新　一式、フィットネスセンター高圧機器更新　一式

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2次おおい町総合計画（H29～R8）
重点プロジェクトテーマ　第３のテーマ　－定住の促進－
“住み続けたい”“住んでみたい”町を創造
・子育て環境や教育環境を充実し、安心して子どもを産み、育てることができる施策と、その質の
向上を図ります。

：目標
町の合計特殊出生率　2.07％（R8年度）【計画上の中間目標　2.01％（R3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



うち経済産業省分 42,000,000

交付金充当額 42,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 元年度 備　考

総事業費 48,400,000

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 29年度 30年度 元年度

対象施設の改修工事進捗
状況

活動実績 ％ 100
活動見込 ％ 100
達成度 100.0%

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

町の合計特殊
出生率2.07％

合計特殊出生
率母の年齢別
出生数／年齢
別女子人口
（15～49歳まで
の合計） *100

成果実績 ％ 1.94

目標値 ％ 2.07

達成度 93.7%

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。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　平成7年度のオープンから約20年が経過し、耐用年数の超過による経年劣化により不具合が
生じ、施設利用に支障をきたしていましたが、高圧受変電設備の高圧機器を更新したことにより、
設備の安全性が高まり、停電等の不安が解消されました。　公共用施設の利便性の向上を図る
ことにより、子育て環境や教育環境が充実し、定住の促進につながっています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し



総合運動公園高圧機器更新工
事

指名競争入札
株式会社荒木
（おおい町）

48,400,000

交付金事業の担当課室 社会教育課
交付金事業の評価課室 社会教育課

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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

備　考

1

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営措等置

公共用施設維持補修基金
造成事業

おおい町 78,000,000 78,000,000

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



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
補修又は維持運営措等置

公共用施設維持補修基金造成事業

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

第2次おおい町総合計画（H29～H38）
重点プロジェクトテーマ　第２のテーマ　－交流の促進－
“地域の宝を磨き上げ”“産業の活力創出する”町を創造
・森林の多面的機能の維持を図るとともに、計画的で効率的な森林施業を推進し、森林経営にお
ける収入の安定化・増加を図ります。

：目標
地元産材の搬出量（R8年度）　3,800m3【計画上の中間目標　3,600m3（R3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 おおい町
交付金事業実施場所 ―

交付金事業の概要

町内の林道施設について、近年の風水害等により多くの個所が崩落等しており、通行できない箇
所が多数あることから、詳細な調査について非常に困難な状況となっています。
また、補修工事についても、工期中の天候等に大きく影響を受けることから、柔軟な対応が必要
となってくることが見込まれることから、その工事等の財源の一部とするため基金を造成しまし
た。
■概要
公共用施設維持補修基金造成（林道施設）

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5年度

地元産材の
搬出量
3,800m3

地元産材の
搬出量

成果実績 m3
目標値 m3
達成度

評価年度の設定理由
基金事業が終了となる翌年度早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無

78,000,000
達成度 100.0%

元年度

基金造成額
活動実績 円 78,000,000
活動見込 円

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 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 29年度 30年度

総事業費 78,000,000

うち経済産業省分 78,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 78,000,000
うち文部科学省分

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
基金造成 積立 ― 78,000,000
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