
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

総事業費
4,675,000円

交付金事業に要
した経費

4,400,000 4,400,0001

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営措置

市営林道御岳線２級修繕工
事

甲府市

番号 備　考交付金充当額措置名
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営措置

市営林道御岳線２級修繕工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 甲府市

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

【主要施策・施策】
第六次総合計画（平成２８年度～平成３７年度）
２魅力があふれ人が集う活力あるまちをつくる（活力）
施策の柱：産業を振興する
②農業・林業の振興
・林業の活性化を図るため、適正な森林施業をはじめ、林道の整備、林業経営の安定化などに努めます。また、市営
林道及び作業路の適正な維持管理により、林業振興と地域住民の生活道路の確保を図ります。
【目標】修繕箇所における苦情件数０件。

平成２８年度 事業終了（予定）年度 令和７年度　事業開始年度

第六次総合計画の終期事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 甲府市御岳町地内外

番号

1

交付金事業の概要

林道舗装面が、経年劣化によりクラック（ひび割れ）が生じると共に、陥没箇所が散見され通行に支障を
きたしていることから、通行車両の安全を図るために劣化した舗装面の修繕工事を実施する。
また、排水施設の老朽化により、通行に支障をきたしていた箇所についても併せて修繕工事を実施する。

施工延長　L=135.0m　舗装工　A=840.0㎡　区画線工　L=250.0m



達成度

令和元年度活動指標

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、事業翌年度に評価を実施。

　市営林道御岳線は、地元住民の生活関連林道及びクリスタルラインへのアクセス道路であり、１年を通じて往来す
る車両が多いため舗装面などの劣化が著しく、これに対する補修要望も増加していました。
　また、林道改良工事（幅員の拡幅）が終了後、道路の改良・維持補修については殆ど実施していなかったことか
ら、経年劣化が進み当該箇所において舗装面のクラック（ひび割れ）・陥没等による通行車両への支障が度々報告さ
れてきました。
　本事業で経年劣化した舗装面の修繕及び排水構造物の改修等を行うことにより、生活道路として利用する地域住民
に加え、上流域へ通行する観光客の車両の安心・安全を確保することが可能となります。
　令和元年度においても、地域住民及び観光客から要望が多数寄せられた劣化した舗装及び排水施設の修繕工事を実
施し、修繕箇所における苦情件数０件を達成することができました。
　また、平成６年度から本交付金を活用し、舗装維持修繕工事等を行っており、平成６年度から令和元年度までの２
５年間で総延長４，０２３．９ｍの区間を補修実績として達成しました。
　令和２年度以降についても引き続き、林道及び付属構造物の修繕を行い、修繕箇所における苦情件数０件を目指し
実施してまいります。

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

修繕箇所におけ
る苦情件数

0

評価年度 令和２年度成果目標 成果指標 単位

修繕箇所におけ
る苦情件数０件

施工延長

活動実績 ｍ 135.0

活動見込 ｍ

％ 100.0%

交付金事業の活動指標及び
活動実績 135.0

成果実績

目標値

年度年度

達成度

件

件

単位

交付金事業の成果目標及び
成果実績

％

評価に係る第三者機関等の活用の有無



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部　市町村課

総務部　市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

市営林道修繕工事 指名競争入札 丸浜舗道株式会社 4,675,000

4,400,000

0

4,400,000

4,675,000

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 年度 年度 備　考

うち文部科学省分

うち経済産業省分

総事業費

交付金充当額



別紙

I . 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）. .

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は 交付金事業に要

交付金充当額 備 考
間接交付金事業者名 した経費

公共用施
設に係る

1 
整備、 維

天狗社線側溝改修工事 富士吉田市 4,400,000 4, 400, 000 
総事業費

持補修又 4, 981, 900 円
は維持運

営措岡



II. 事業評価個表（令和元年度）
番号 措置名 父付金事業の名称

I 公共用施設に係る整備、 維持補
修又は維持巡‘料；措置

天狗社線側溝改修工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I富士占田市

交付金事業実施場所 富士点田市下古田地内

父付金事業の概災
市道天狗社線の側溝改修工事
水路I� L=96. Om 

交付令事業に関係する主要施災：第6次総合計11目（平成30年炭～平成39年度）
4料らしの安全性• 利便性を，＇，ばめる『都市几盤・防災探埓』の整備

③道路 ・栢梁(2 市内'U舌道路等の整備）
交付金事業に関係する都道 ・整備にあたっては、 市民の意見を 1-·分に反映しながら、 機能性• 安全性及び災害時の有効性に配慮し、 誰も
府県又は市町村のじ災政 が利川しやすい迎づくりに努めます。
策・施策とそのU標

【U標】対象道路は、 地域の住民の生活道路の一 部として利川されています。 既存道路に付随している側溝の改修を
行うことで、 地域の交通環度を改善し事故発牛件数を0件とするため、 事故を未然に防ぎ、 道路利川者の利便性の向
上及び安全性の確保に努めます。

事業開始年度 令和元年度I 事業終了（予定）年度 l 令和9年度

事業期間の設定理 ,1, 第6次総合計圃の終期

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

成果実禎 件
事故発生件数0 事故発生件数0

目標値 件 ゜fl: 件／年
達成度 ％ 

交付金事業の成果U標及び 評価年度の設定理由
成果実紹 事業による成果実紐の反映に一定期間を要するため、 事業実施翌年度に評価を実施する。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本父付金の活片lした火狗社線側溝改修工事により、 車両の円沿な通行の確保及び歩行者の安全確保が見込まれる。

評価に係る第三者機関等の活川の有無

1‘‘u‘r: ‘ 



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部　市町村課

総務部　市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

側溝改修 指名競争入札 山廣興業 4,981,900

達成度

令和元年度

4,400,000

0

4,400,000

4,981,900

活動指標

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

側溝改修の施工延長

活動実績 ｍ 96.0

活動見込 ｍ

％ 100.0%

交付金事業の活動指標及び
活動実績

総事業費

交付金充当額

96.0

年度年度単位



別紙

I . 事業評価総括表（令和元年度）

（単位： rri) . . . -

番号 措匝名

公共用施
設に係る

I 
整伽、 維
持補修又
は維持迎

営措置

父付金事業の名称

悦川水路改修工事

父付金事業者名又は 交付金事業に要
交付金充当額 備 考

間接交付金事業者名 した経費

甲州市 9, 000, 000 9, 000, 000 
総事業役

18, 095, 000 



II. 事業評価個表（令和元年度）. .. 

番号 枯骰名 交付金事業の名称

I 公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持迎常措 ,n

悦川水路改修［事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 Ji p州iii
交付金事業実施J4,1所 甲州市塩山ド於',Y/ • 塩山赤｝毛地内

施［延長 L=l24m 
交付金半業の概要 コンクリ ー トプロック積LA型 A=187m'

コンクリ ー トプロック禎[8型 A=58rri』

交付金・巾業に関係する上要施策：
第2次甲州di総合計1ihj (平成3 0年度～令和9年度）

屈本目標3 快適で安心して経らせるまちづくり
交付金事業に関係する都道 JJ;* n 採I 8 治山・治水
府県又は市町村の主要政 ・1ふj水排水などについては 、 宅地や迫路への汝水を防止するために継続的な
策・施策とその目標 柩伽に努めます。

【H標）河川 、 水路の整!.ii箇所 実紹値 36箇所（平成28年度）
n標伯 40箇所（令和4年度）

事業開始年度 令和元年度I 事業終了（予定）年度 I 令和元年度
事業期間の設定理由

成果n 椋 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
成果実和'1 箇所 25 

河川、 水路の 当年度の整filii II標値 箇所 40 整価箇所 箇所数
達成度 ％ 62. 5%

評価年度の設定理由
交付金事業の成果目標及び 事業実施年度に評価を実施
成果実紐

交付金↓ド業の定性的な成呆及び評価等

事業予冥の縮小によって年々事業紙が減少しているため、計画に沿った目標達成が困難な状況である。維持
管理を頻繁に行い、整備延長を最小限に抑えながら整りiii箇所数を増加させます。

評価に係る第三者機1対等の括用の有無
1ヽ•UヽEヽ



交付金事業の活動指標及び
活動実績

総事業費

交付金充当額

124.0

年度年度単位

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

境川水路における整備延長
（土水路→コンクリート水路）

活動実績 m 124.0

活動見込 m

% 100.0

令和元年度

9,000,000

9,000,000

18,095,000

活動指標

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部市町村課

総務部市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

水路工事 指名競争入札
株式会社大和工務店
（所在地：甲州市）

18,095,000

達成度



別紙

I . 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）. . . - . 

番号 措佃名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は 交付金事業に投

交付金充当額 りiii 考
間接交付金事業者名 した経伐

公共用施
設に係る

I 
整備、 維 中学校スク ー ルバス運行事

都留市 I 0, 940, 000 I 0. 940, 000 
総事業毀

持補修又 業
'

17, 847, 058 

は維持迎
営措置



Il . 事業評価個表（令和元年度）
番号 措附名 交付金事業の名称

I 公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持迎営措骰

中学校スク ー ルバス運行事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I都留市
交付金事業実施場所 都留市内小中学校

交付金事業の概要 通学用スク ー ルバス運行業務の実施（委託） （運行本数：中学校3本）

交付金事業に関係する主要施策：
①施策•第6次都留市長期総合計画（平成2 8年～令和8年）
V 安全• 安心、コミュニティ分野「紡ぎます！人と人のつながりのまち」

交付金事業に関係する都道 施策4 交通安全対策の推進

府県又は市町村の主要政 児童や生徒の通学路安全対策や高齢者や節がい者の交通の安全を確保するため、市民、事業所、行政などが協力し、
交通安全対策を進める。

策・施策とその目標 ② 「都留市セ ー フコミュニテイ」 （平成3 0年度～）における安心• 安全なまちづくりに係る事業の 一環として実
施する。

【目標】スク ー ルバス運行中の事故発生を0件とする。

事業開始年度 平成2 8年度1 事業終了（予定）年度 I 令和8年度
事業期間の設定理由 第6次都留市長期総合計画の終期

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
成果実禎 件 ゜

事故発生件数 事業期間中の事 目標値 件 ゜0件 故発生件数
達成度 ％ 100. 0%

評価年度の設定理由
交付金事業対象期間に合わせて、同年度内の評価とする。

交付金事業の成果目標及び
交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実組 都留市内の交通事故発生件数は、平成3 1年1月から令和元年1 2月の間に5 6件（うち死亡1件）であり、前年度と比較して減
少傾向にあり、児童• 生徒が通学手段としてスク ー ルパスを利用していることが登下校中の安全確保や交通事故防止の要因となっ
たと考えられる。
また、スク ー ルバスの運行区間は、通学路安全推進協議会において危険箇所等の指摘がされているが、道路改良が難航している。
こうした状況でも、スク ー ルバスの利用により交通安全の確保が可能となっている。
さらに、バス乗降車には、教貝やスク ー ルガ ー ドが協力して安全管理を徹底し、生徒に対する交通安全指過を行うことにより安全
な運用を維続して行うことができた。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
なし



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部　市町村課

総務部　市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

通学用スクールバス運行業務の
実施（委託）

（通行本数：中学校３本）
特命随意契約 富士急山梨バス株式会社 17,847,058円

10,940,000

10,940,000

達成度

H29年度

10,910,000

10,910,000

10,846,000

10,846,000

20,803,910 20,803,910 17,847,058

活動指標

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

スクールバス運行日数

活動実績 日 230 230 223

活動見込 日

％ 98.3% 98.3% 95.3%

交付金事業の活動指標及び
活動実績

総事業費

交付金充当額

234 234 234

令和元年度H30年度単位



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）. .  ・ ー ・

番号 措四名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間 交付金事業に要し

交付金充当額 備 考
接交付金事業者名 た経費

公共用施
設に係る

I 
整備、 維

大月市立図書館運営事業 大月市 9, 159, 000 9, 159, 000 
総事業費

持補修又 12, 389, 598 
は運営措

齢



n. 事業評価個表（令和元年度）- - . . . . . . . . - . - -

番号 措置名

1 
公共用施設に係る整備、
維持補修又は運営措置

大月市立図書館運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 l大月市
交付金事業実施場所 大月市駒橋 一丁目5番1号

交付金事業の名称

大月市民の教育文化施設の拠点である大月市立図書館に専門知識・能力を有する司
書や補助事務員等を適切に配置するとともに施設の機能充実や維持を図り、 魅力あ
る大月市及び図書館とするため、 電源立地地域対策交付金事業を大月市立図書館運

交付金事業の概要
営事業に充当しています。
事業内訳

嘱託職員賃金(1名XlO力月） 臨時職員賃金(7名X 1 0カ月）
光熱水費（上・下水道X8カ月） 清掃業務委託(9カ月）

第7次総合計画（平成3 0年度～令和9年度）

交付金事業に関係す
5豊かな心が育つまちづくり

②図書館の充実
る都道府県又は市町

• 市民の読書や学習ニ ー ズに対応できるよう蔵書等の拡充や管内環境の整備に努め
村の主要政策・施策

ます。
とその目標 ．

目標 入館者数 平成2 9年度比0. 2 %の増加

事業開始年度 平成1 7年度 1 事業終了（予定）年度 1 令和9年度
事業期間の設定理由 第7次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1 0年度

入館者数平 成果実績 件

成2 9年度
入館者数 目標値 件 67, 895 

比0. 2 % 

交付金事業の成果目
増加 達成度

標及び成果実績 評価年度の設定理由
第7次総合計画の終了後に検証を行う
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
佃J\\' 



交付金事業の担当課室 総務部市町村課
交付金事業の評価課室 総務部市町村課

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 見積合わせ 株式会社共和産業 1,173,600

上下水道使用料

嘱託職員、臨時職員人件費

うち経済産業省分 9,098,000 9,110,000 9,159,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 9,098,000 9,110,000 9,159,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 備　考
総事業費 11,640,973 11,982,973 12,389,598

10

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指標及
び活動実績 上下水道使用料支払月数

活動実績

令和元年度

雇用職員人数

活動実績 人 11 11 10

活動指標 単位 平成２９年度 平成３０年度

11活動見込 人 11

8

雇用

競合他社なし

－

東部地域広域水道企業団

10,979,400

236,598

月 10 10

達成度 ％

8

活動見込 月 10 10

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

清掃業務委託契約月数

活動実績 月 11 11

100.0% 100.0% 100.0%

9

活動見込 月 11 11 9



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る

1 
整備、 維 市道（円野） 3号線道路改良
持補修又 工事
は維持運

営措置

交付金事業者名又は 交付金事業に要
交付金充当額 備 考

間接交付金事業者名 した経費

韮崎市 4,400,000 4, 400, 000 総事業費
4, 554, 000円



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営措置

市道（円野）3号線道路改良工事

評価年度の設定理由

第７次総合計画における前期基本計画の終期年度であるため

なし

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 韮崎市

改良済市道÷
市道総延長×

100
64

評価年度 令和４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施策・施策：第７次総合計画（令和元年度～令和８年度）
　基本方向４　安全・安心に暮らせる強いまちづくり
　　政策９　安全・安心なまちづくり
　　　施策22　道路の整備
　　　・地区からの要望を考慮し、計画的な道路整備を進めます。

目標　市道改良率　64％（令和４年度）

令和元年度 事業終了（予定）年度 令和８年度事業開始年度

成果目標 成果指標

第７次総合計画の終期まで事業期間の設定理由

単位

市道改良率
64％

交付金事業実施場所 韮崎市円野町上円井地内

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

番号

1

交付金事業の概要

施工延長　L=96.3m
自由勾配側溝工　(B=300　H=300～1,000)　L=86.3m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=66.0㎡
鋪装止擁壁　L=10.0m（t=0.1m H=0.2～0.4m）

％

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

総事業費

交付金充当額

96.3

年度年度単位

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

施工延長

活動実績 ｍ 96.3

活動見込 ｍ

％ 100.0%

令和元年度

4,400,000

4,400,000

4,554,000

活動指標

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部　市町村課

総務部　市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

市道（円野）3号線道路改良工事 指名競争入札 有限会社　細田工務所 4,554,000

達成度



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）. . ー

・

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は 交付金事業に要

交付金充当額 備 考
間接交付金事業者名 した経贄

公共用施
設に係る

l 
整備、 維 市道23073号線道路改良工

山梨市 3, 667, 000 3, 66 7, 000 総事業費
持補修又 事 6, 427, 300円
は維持運

営措個



II. 事業評価個表（令和元年度）
番号 措樅名 父付金事業の名称

I 公共川施設に係る整備、 維持補
修又は維持述‘簡措置

市道23073号線道路改良工事

父付金事業者名又は問接交付金事業者名 I山梨市

父付金事業実施場所 山梨市三芦ド釜口地内

幅員が狭い道路に待避1-ifr及びガ ー ドレ ー ルを設四することにより、 父通事故等を未然に防止し、 地域住民

父付金事業の概要
の安全を図る。

施工延長 L= 15. Om (擁壁工）

第2次総合，汁画（平成2 9年度～令和4年度）
4 機能性が高く、 落ち沿いた住屎境の山梨市

父付金事業に関係する都道 (4) 生活インフラの允実したまち
府県又は市町村のじ投政 ·rii ili,11― 111tj道路や生活恨l述道路、 屎悦道路等を整iAiiすること。
策・施策とその1J標

目標：追路改良工事を実施することにより、 地域住民の安全な通行を確保・ 事故の防止や住民の利便性• 福祉の向上
を1きIり、 交通半故0件、 苦情件数を0件を目指します。

事業開始年度 令和元年度I 事業終了（予定）年度 I 令和元年度
事業期間の設定狸111

成呆日標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
成果実禎 件 ゜

苦伯0件 苦梢件数 目標値 件 ゜

達成度 ％ I 00. 0% 

父付金事業の成呆U標及び 評価年度の設定理由
成果実紹 今回の事業の成果を図るため、 事業実施後から評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二者機関等の活用のイI無

無し



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部　市町村課

総務部　市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

市道23073号線道路改良工事 指名競争入札 （株）広瀬土木 6,427,300

達成度

令和元年度

3,667,000

3,667,000

6,427,300

活動指標

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

道路施工延長

活動実績 m 15.0

活動見込 m

％ 100.0%

交付金事業の活動指標及び
活動実績

総事業費

交付金充当額

15.0

年度年度単位



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る

1 
整備、 維 みとみ笛吹の湯温泉ポンプ
持補修又 交換事業
は維持運

営措置

交付金事業者名又は 交付金事業に要
交付金充当額 備 考

間接交付金事業者名 した経費

山梨市 2, 600, 000 2, 600, 000 総事業費
2, 646, 000円



II. 事業評価個表（令和元年度）- -

番号 措置名

I 公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持述 ‘常措置 みとみ笛吹の湯温泉ポンプ父換事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I山梨市
交付金事業実施場所 山梨市三富下釜11地内
交付金事業の概災 温泉水中ポンプ父換 ー式

公共施設総合管則計11lfJ

父付金事業の名称

交付金事業に関係する都道 3. 3 実施方針(2)維持管狸・修紐・史新等の実施方針
府県又は市町村の主災政 ・点検結果を踏まえ、劣化の',.!.期段階に予防的な改修を実施することにより、機能の保持及び1111復を図ります。
策・施策とその日標 【U標】温泉ポンプ交換を実施することにより、事故等を防止し、地域住民の生活の充実を固り、苫梢件数0件を目

指します。

事業開始年度 令和元年度 I 事業終了（予定）年度 令和元年度
事業期間の設定理111 事業終了年度

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
成果実紹 件 ゜

苫枯0件 苦梢件数 目標値 {'I: ゜

達成度 ％ 100. 0%
交付金事業の成果U標及び 評価年度の設定理山
成果実紐 今1111の事業の成果を図るため、事業実施後から評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等
本父付金の活J11により、安令に温泉を,;冴；業できているため、苦梢等はありません。

評価に係る第三者機関等の活月1の有無
1‘‘11‘1: ‘ 

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度
交付金事業の活動指標及び 活動尖紐 式 I. 0
活動実紹 ポンプ交換 ー 式 活動見込 式 I. 0

達成度 ％ 100. 0%



総事業費

交付金充当額

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

2,600,000

0

2,600,000

2,646,000

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部市町村課

総務部市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

みとみ笛吹の湯温泉ポンプ交換事業 随意契約 株式会社萩原ボーリング 2,646,000



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る

1 
整備、 維 三珠総合福祉センタ ー 1階
持補修又 空調設備改修事業
は維持運

営措置

交付金事業者名又は 交付金事業に要
交付金充当額 備 考

間接交付金事業者名 した経費

市川三郷町 4, 400, 000 4, 400, 000 総事業費
5, 830, 000円



II. 事業評価個表（令和元年度）
番号 措置名 父付金事業の名称

I 公共用施設に係る賂備、維持補
修又は維持述常措置 三珠総合幅祉センタ ー 1 階空調設t1i1 改修事業

父付金事業者名又は間接交付金事業者名 怖川三郷町
父付金事業実施場所 市川三郷町上野 2714-3

現在の 1 F 空濶設備機器は 11:l型で、以場は水冷式のク ー リングタワ 一 方式と、冬場はA 重油を燃焼し発熱をする機器
父付金事業の概災 で、各部柑鉦の冷暖房調整をすることが出来ない設備である。各部屋毎の電気式の空調設備を設四することにより、

各部呂の空諜l調整が単独で出来るようになり利用者が快適に使用することができる。また、 A 重油を燃焼することに
よって発生する二酸化炭素も削減できることから、電源立地交付金を括J-11し、本事業を実施する。

交付金事業に関係する主要施策：市川三郷町第 2次総合計画（平成 2 9 年～令和 8 年度）
父付金事業に関係する都道 安全• 安心なまち 4 自然と共生するまちづくり (2) 自然環悦・尿観の保全と活用
府県又は市町村の1こ要政 ・廃菜物の排出抑制、及びリサイクル対策の充尖を進めます。
策・施策とそのH標 【目標】 A 可1h11の燃焼頻度を核らし、その結果 A 重hlJU)年問使用砿を 100% 削減する。

その結果、二酸化炭索発生の抑制が期待できる。

事業開始年度 令和元年度 I 事業終 ．（（予定）年度 I 令和元年度
事業期間の設定則由 設備改修による単年度工事のため

成果BL標 成果指標 単位 評価年度 令和 2年度

令和2年度使 Jll·1,1
成果実紐 (t 

A重油の仙川料 ／令和元年度使川 目標値 Q ゜
1 0 0 %削減

屈=O 達成度 ％ 

父付金事業の成果LI標及び 評価年度の設定理由
成果実禎 1 年間のA巫袖使用星で評佃fiを行うため、事業完f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
本父付金の活用によりA巫袖の使用を 0 リットルとする。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
1‘U‘‘E ‘ 



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部市町村課

総務部市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

福祉センター１Ｆの老朽化した
空調設備改修

指名競争入札 南伸電工　株式会社 5,830,000

達成度

令和元年度

4,400,000

0

4,400,000

5,830,000

活動指標

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

空調機器の整備台数

活動実績 基 6.0

活動見込 基

％ 100.0%

交付金事業の活動指標及び
活動実績

総事業費

交付金充当額

6.0

年度年度単位



別紙

I . 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る

l 
整備、 維 牒道須玉穴平II号線用地測
持補修又 孤業務委託
は維持運

営措置

父付金事業者名又は 父付金事業に要
父付金允当額 備 考

間接父付金事業者名 した経役

総事業費
北杜市 480, 000 480, 000 495, 000 

円



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営措置

農道須玉穴平11号線用地測量業務委託

評価年度の設定理由

改良工事が完成した翌年度に評価を実施。

なし

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 北杜市

事故発生件数 0

評価年度 令和２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

交付金事業に関する主要施策：
第２次北杜市総合計画（平成２９年度～令和８年度）
　第２章　産業を興し、高める杜づくり
　　１．農林業の推進
　　　主要施策１　農地の保全と農業生産基盤の整備
　　　　農道や水路等の農業生産基盤について、補修・更新等により長寿命化を図るとともに、地
　　　　元ニーズを把握した上で、土地改良事業を推進する。

【目標】道路改良工事完成後、本農道でのすれ違い事故等０件を目指す。

令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度事業開始年度

成果目標 成果指標

事業期間の設定理由

単位

農道通行車両
による事故０

件

交付金事業実施場所 北杜市須玉町穴平地内

成果実績

目標値

達成度

件

件

交付金事業の成果目標及び
成果実績

番号

1

交付金事業の概要

測量業務
・4級基準点測量　N=2点　・資料調査　A=0.08ha
・路線測量　L=0.08km　・境界確認　A=0.08ha
・現地測量　N=1式

％

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

総事業費

交付金充当額

1

年度年度単位

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

成果品一式

活動実績 式 1

活動見込 式

％ 100.0%

令和元年度

480,000

480,000

495,000

活動指標

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部　市町村課

総務部　市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

測量業務委託 随意契約 （株）サンクス 495,000

達成度



別紙

I . 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る

1 
整価、 維 牒道須玉穴平ll号線設計業
持補修又 務委託
は維持運

営措置

交付金事業者名又は 父付金事業に要
父付金允当額 りm 考

間接交付金事業者名 した経毀

総事業費
北杜市 450. 000 450, 000 473,000 

円



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営措置

農道須玉穴平11号線設計業務委託

評価年度の設定理由

改良工事が完成した翌年度に評価を実施。

なし

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 北杜市

事故発生件数 0

評価年度 令和２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

交付金事業に関する主要施策：
第２次北杜市総合計画（平成２９年度～令和８年度）
　第２章　産業を興し、高める杜づくり
　　１．農林業の推進
　　　主要施策１　農地の保全と農業生産基盤の整備
　　　　農道や水路等の農業生産基盤について、補修・更新等により長寿命化を図るとともに、地
　　　　元ニーズを把握した上で、土地改良事業を推進する。

【目標】道路改良工事完成後、本農道でのすれ違い事故等０件を目指す。（苦情０件など）

令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度事業開始年度

成果目標 成果指標

事業期間の設定理由

単位

農道通行車両
による事故０

件

交付金事業実施場所 北杜市須玉町穴平地内

成果実績

目標値

達成度

件

件

交付金事業の成果目標及び
成果実績

番号

1

交付金事業の概要 道路詳細設計　L=0.08km

％

評価に係る第三者機関等の活用の有無



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部　市町村課

総務部　市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

設計業務 随意契約 （株）サンクス 473,000

達成度

令和元年度

450,000

450,000

473,000

活動指標

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

成果品一式

活動実績 式 1

活動見込 式

％ 100.0%

交付金事業の活動指標及び
活動実績

総事業費

交付金充当額

1

年度年度単位



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位

・

． 円）

番号 措個名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る
整備、 維 ため池事業計画概災心作成

l 
持補修又 業務委託
は維持迎

営措置

父付金事業者名又は 交付金事業に要
交付金充当額 備 考

間接交付金事業者名 した経費

総事業砦
北杜市 14, 070, 000 14. 070, 000 14, 102, 000 

円



II . 事業評価個表（令和元年度）
番

I I・
'J 措i社名 交付金事業の名称

I 
公共川施設に係る整備、 維持補
修又は維持運営措沼

ため池事業，rt 画概要心作成業務委託

交付金事業者名又は1111接交付金事業者名 I」t杜,11·

交付金事業実施出所 北杜市内

交付金半菜の概要
事業計画概要,,!�作成業務(fi.町ffl溜池・寺沢溜池・女蚊窪溜池•松尾沢溜池・神田溜池）

N=I式

交付金事業にI�する上汲施策：
第2次総合計画（平成2 9年度～令和8年度）

第3章 安全• 安心で明るい杜づくり

交付金事業に1渕係する都道 6. 防災対策の充実

府県又はrli町村の主要政
主要施策3 治Lll ・ 治水 、 河川整伍iの推進

土地改良施設の視状を確認し 、 地itjによる被災の影響が大きい施設のii·W性を点検・陀介するとともに 、 ハ
奴・施災とその目標 ザードマッフの作成などの対策や地震により施設の捐壊のおそれがあるなど必要な奮l震性をイfしてない施設

の整伽を実施することにより災古の未然防止や被害の軽減を図る。

（目揉Jため池等の災宙による被災件数0件を目指す。

半業開始年度 令和元年度 I 事業終了（予定）年度 I 令和元年度

事業期間の設定理且I

成果目標 成果指椋 単位 評価年度 令和元年度

成果実紹 件 ゜

被災件数0件 被災件数 目標値 件 ゜

達成度 ％ 100. 0%

交付金iJJ業の成呆 n 標及び 評価年度の設定理由

成呆火紹 事業計画概要因作成後、 阜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芍；

事業概要苫に基づき事業計画を作成した。

拌価に係る第三者機関等の活用の布無

なし



交付金事業の活動指標及び
活動実績

総事業費

交付金充当額

1

年度年度単位

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

成果品　一式

活動実績 式 1

活動見込 式

％ 100.0%

令和元年度

14,070,000

14,070,000

14,102,000

活動指標

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部　市町村課

総務部　市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

概要書作成業務 随意契約 山梨県土地改良事業団連合会 14,102,000

達成度



別紙

I . 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 
地域活性

乗合バス整備事業
化措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

早川町

交付金事業に要
交付金充当額 備 考した経費

20, 752, 000 20, 752, 000 総事業費
21, 175, 000円



II. 事業評価個表（令和元年度）- - - . 

番号 措四名 交付金事業の名称

1地域活性化措置 乗合バス1紐1il事業

父付金事業者名又は間接父付金事業者名 I 早川町

父付金事業実施場所 '�-川町高住地内

父付金事業の概股
乗合バス整備

【中型路線バス（ノンステップバス） 1台】

交付金事業に関係するじ要施策・施策：早川町過疎地域自立促進計画（平成28年度～令和2年度）
3 交通通信体系の整備、 梢報化及び地域問交流の促進

乗合バス運行等の交通手段の確保が必要になっている
父付金事業に関係する都道
府県又は市町村の上災政 （目標】高齢化が進む 1 , 1 .川町において、 公共交通の必製性は非常に邸いものとなっています。 さらに当lllfは南アルプ
策・施策とその目標 ス111麓の急峻な地形の中にあり、 南北約40 kmに及ぶ細長い地域です。 乗合バス1台の1日の運行距離は200 kmを越

え、 車両の適切な整備を行っていますが、 近年修絣毀が多くなり負担が大きくなっていることから史新が必要となっ
ております。 乗合バス1II両を整備することにより、 修繕役を「5, 000千円／年→ 3, 500千円／年」に削減することを目標
とします。

事業開始年度 平成28年度I 事業終了（予定）年度 I 令和2年度

事業期間の設定埋111 ,,,. 川町過疎地域自立促進社両の終期

成果目標 成果指標 弔位 評価年度 令和2年度
修紐費対111/年 成果実紹 ％ 

修紐数の対前年 比：翌年度修繕
目標値 ％ 70 比 70% 1—i竺— ,)fl年度修紐

伐X 100 達成度 ％ 

父付金事業の成果日標及び 評価年度の設定理由
成果実紹 1年間の運行をし、 前年度と修繕毀を比較するため

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イi無
1‘‘n‘r: ‘ 



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部　市町村課

総務部　市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

乗合バス整備 指名競争入札 山梨日野自動車株式会社 21,175,000

達成度

令和元年度

20,752,000

0

20,752,000

21,175,000

活動指標

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

車両の購入台数

活動実績 台 1.0

活動見込 台

％ 100.0%

交付金事業の活動指標及び
活動実績

総事業費

交付金充当額

1.0

年度年度単位



別紙
I.事業評価総括表 (令和元年度)

(単位 :円 )

●レ_:~1
■)7丁 措置名 交付金 lキ 業の名称

交イ」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 ||li 考

1

1也力文7舌 'Hi

化 l昔 iこ:

小中学校スクールバス等運
行事業

早川町 17, 561,64 2 17,561,642
総事業費

18,796,9291il



II. 事業計湘fi個表（令和元年度）—- - .. - -

番号 措i凶名

1地域括性化措訟

交付金事業者名又は間接父付金事業者名
父付金事業実施場1所 I IL川町内

小中学校スク ー ルバス等迎行事業

I早川町

交付金事業の概要 小中学校スク ー ルパス及び給食車運行委託

交付金事業の名称

交付金事業に関係する七要施策・施策：早川町過疎地域自立促進計画（平成2 8年度～令和2年度）
交付金半業に関係する都道 7教育の振腺
府県又は巾町村の上要政 児斑• 生徒の学苦• 生活屎悦の充実を図る
策・施策とその目標

u 椋：児咽の父通事故に巻き込まれる件数、犯罪に巻き込まれる件数、食中品件数を0とします。

事業I)り始年度 平成2 8年度1 事業終了（予定）年度 I 令和2年度
事業期間の設定理由 県川町過疎地域自立促進計画の終期

成呆〇標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度
成果実紹

Yド業期間中の ·Jl'. 故件数 目標値 件 ゜
9ド故件数0件

達成度 ％ 

交付金事業の成呆目標及び 評価年度の設定理由
成果尖紐 事業期間中の事故等件数をもって評価するため。

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rnの有無
1,.,UF ; 



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部　市町村課

総務部　市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

スクールバス及び給食車運行業
務委託

指名競争入札 ㈲角瀬タクシー 8,669,311

17,561,642

17,561,642

達成度

平成２９年度

15,000,000

15,000,000

14,300,000

14,300,000

15,345,845 16,601,172 18,796,929

活動指標

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

運行日数

活動実績 日 286 272 274

活動見込 日

日 100.0% 95.1% 95.8%

スクールバス及び給食車運行業
務委託

指名競争入札 ㈱俵屋観光 10,127,618

交付金事業の活動指標及び
活動実績

総事業費

交付金充当額

286 286 286

令和元年度平成３０年度単位



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措四名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る

1 
整備、 維

中央橋横断歩道橋修繕事業
持補修又
は維持運

営措置

交付金事業者名又は 交付金事業に要
交付金充当額 備 考

間接交付金事業者名 した経費

総事業費
南アルプス市 6, 480, 000 6, 480, 000 9, 555, 700 

円



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営措置

 中央橋横断歩道橋修繕事業

評価年度の設定理由

事業完了の翌年度に評価を実施するため

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南アルプス市

事故発生件数 0

評価年度 令和３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

　南アルプス市過疎地域自立促進計画（平成２８年度～令和２年度）
　　３　交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進
　　　（２）その対策（今後の取り組み）
　　　　◆道路や橋梁の適正な維持管理、落石防止対策、安全施設の設置、冬期間の除雪、
　　　　　凍結防止対策の強化などを進めるとともに、関係機関との連携を図っていく。
　
　目標　　中央橋横断歩道橋における事故発生件数　０件

令和元年度 事業終了（予定）年度 令和２年度事業開始年度

成果目標 成果指標

過疎計画の計画期間中に工事を完了するため事業期間の設定理由

単位

事故発生件数
０件

交付金事業実施場所 　南アルプス市芦安芦倉地内

成果実績

目標値

達成度

件

件

交付金事業の成果目標及び
成果実績

番号

1

交付金事業の概要
　・橋梁塗装工 A=170㎡
　・金属補修工 A=8.79㎡
  ・足場工 A=280㎡

％

評価に係る第三者機関等の活用の有無



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部　市町村課

総務部　市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

・橋梁塗装工 A=170㎡
・金属補修工 A=8.79㎡
・足場工 A=280㎡

指名競争入札 （株）浅利清興 9,555,700

達成度

令和元年度

6,480,000

6,480,000

9,555,700

活動指標

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

横断歩道橋修繕

活動実績 橋 0.5

活動見込 橋

％ 100.0%

交付金事業の活動指標及び
活動実績

総事業費

交付金充当額

0.5

年度年度単位



別紙

I . 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る

l 
整備、 維 西桂町学校給食共同調理場
持補修又 厨房空調設備改修工事
は維持運

営措置

交付金事業者名又は 交付金事業に要
交付金充当額 備 考

間接交付金事業者名 した経費

西桂町 4, 400, 000 4, 400, 000 
総事業費

9, 720, 000円



II. 事業評価個表（令和元年度）
番号 措置名 父付金事業の名称

I 公共月1施設に係る整りiii、維持補
修又は維持運営措置 西桂IIIJ学校給食共同調即場厨房空調設りiii改修工事

父付金事業者名又は間接交付金事業者名 恒桂町
父付金事業実施場所 西桂町小沼地内
父付金事業の概災 冷暖）ガ設備工 I. 0式、換気設備工 1. 0式

交付金事業に関係するl:: 要施策：西桂町第5次総合計画(2011年度,...__,,2020年度）

父付金事業に関係する都道 第3 i'tl� 前期基本 ，汁両 第1章 未米を拓く、心型かな人を育むまち 第2節 学校教育の推進

府県又は市町村のい要政 (3)学校教育施設の4紅iii • 充実
(LJ標】平成30年度、小学校における冷暖}jj等空調設1iilの改修が実施できませんでしたが、令和元年度は改修に取り

策・施策とそのU標 糾み、交付金を允当することで空調設備等の使用が可能となるため、学校満足度を邸めるとともに気温の変化に伴う
体油lイサ良者0人を成呆U標とします。

事業開始年度 令和元年度1 事業終了（予定）年度 令和元年度
事業期間の設疋則山 西桂町第5次総合朴111tjの終期

成果 u標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

氣温変化による 成果実紹 件
体調イサ艮者数 気温変化による

u 標値 件 ゜体諜lィ：：艮者数0人 達成度 ％

父付金事業の成果□標及び 評価年度の設定理由
成果実紐 11J年度のPDCAサイクルによる事業改洛を図るため、事業実施翌年度に評価を実施。

父付令事業の定性的な成果及び評イ1lli等
本父付金の活用により冷暖房設備を付けることができ、適正な温度管即に努めることができた。

評価に係る第三者機関等の活用のイ了無
1‘‘11‘1: ‘ 

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

父付金事業の活動指標及び 活動実糾 箇所 4. 0
活動実紹 冷暖）1/t設備改修 活動見込 箇所 4. 0

達成度 ％ 100. 0%



総事業費

交付金充当額

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

4,400,000

0

4,400,000

9,720,000

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部市町村課

総務部市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

冷暖房設備改修 指名競争入札 宮下設備工業(株) 9,720,000



別紙

I . 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は 交付金事業に要

交付金充当額 備 考
間接交付金事業者名 した経費

公共用施設
に係る整

天神木橋付近河川敷道路舗 総事業費
l りiii、 維持補

装工事
忍野村 4, 400, 000 4, 400, 000 

4, 791, 960円
修又は維持

運営措置



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

交付金事業実施場所 忍野村内野地内

成果実績

目標値

達成度

件

件

交付金事業の成果目標及び
成果実績

番号

1

交付金事業の概要
生活道路として使用している未舗装道路の舗装工事
施工延長　L=326.59m、A=1119.39㎡

％

評価に係る第三者機関等の活用の有無

0

評価年度 令和２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施策・施策：第六次忍野村総合計画（平成２９年度～平成３２年度）
第２章　定常的施策の推進　第２【インフラ整備】暮らしやすくなる村づくり
１　道路網の整備（２）歩道の整備
小中学生が安全に歩いて通学できるよう、また村民が健康のためあるくきっかけを提供できるよう、通学
路を中心とした歩道の整備に努めます。
【目標】当該工事箇所事故件数　０件、苦情件数０件

平成２９年度 事業終了（予定）年度 令和２年度事業開始年度

成果目標 成果指標

第六次忍野村総合計画の終期事業期間の設定理由

単位

事故件数0件
苦情件数0件

評価年度の設定理由

事業完了翌年度に評価を実施

舗装工事により水たまり轍がなくなり、当該地区の道路の利便性が向上した。

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 忍野村

事故件数
苦情件数

措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営措置

天神木橋付近河川敷道路舗装工事



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部　市町村課

総務部　市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

天神木橋付近河川敷舗装工事 指名競争入札 有限会社三浦建材土木 4,791,960

達成度

令和元年度

4,400,000

0

4,400,000

4,791,960

活動指標

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

舗装工

活動実績 ㎡ 1,119.39

活動見込 ㎡

％ 100.0%

交付金事業の活動指標及び
活動実績

総事業費

交付金充当額

1,119.39

年度年度単位



別紙

I . 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る

I 
整備、 維 市道八ツ沢大枡l線舗装改修
持補修又 工事事業
は維持運

営措搬

交付金事業者名又は 交付金事業に要
交付金充当額 備 考

間接交付金事業者名 した経費

上野原市 8, 267, 000 8, 267, 000 
総事業費

8, 503, 000円



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営措置

市道八ツ沢大椚線舗装改修工事事業

評価年度の設定理由

事業完了後、一定期間経過後に評価をすることにより、確実な成果の把握を図るため。

本交付金の活用により、道路の舗装改修及び区画線の名良化を実施した区間について、通行車両に対する
支障が改善され、安全性が確保されました。過去に数件あった交通事故等の件数も、供用開始後約一カ月
経過した今日において０件となっており、以降も引き続き同様の効果が期待できます。今後は、舗装や区
画線の状態を定期的に確認し、適切な維持管理を図っていきます。

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 上野原市

交通事故件数実
績（件）

0

評価年度 令和４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：新市建設計画（平成１７年度～平成３１年度）
　３．「結びあうまちづくり」
　　（５）利便性の高い快適な都市－①道路網の整備
【目標】新市における経済の活性化と、市民の安全で快適な生活の確保。

平成１７年度 事業終了（予定）年度 令和元年度事業開始年度

成果目標 成果指標

新市建設計画終期まで事業期間の設定理由

単位

交通事故件数
０件

交付金事業実施場所 上野原市八ツ沢字上村地内

成果実績

目標値

達成度

件

件

交付金事業の成果目標及び
成果実績

番号

1

交付金事業の概要
・工事延長　L=102.5m
・舗装工    アスファルト舗装工　A=733㎡
・区画線工　実線　W=15cm L=220m W=45cm L=60m　破線　L=25m　ダイヤマーク　L=46m

％

評価に係る第三者機関等の活用の有無



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総務部市町村課

総務部市町村課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

道路工事 一般競争入札 株式会社　青木組土木 8,503,000

達成度

令和元年度

8,267,000

0

8,267,000

8,503,000

活動指標

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

うち文部科学省分

うち経済産業省分

工事延長

活動実績 ｍ 102.5

活動見込 ｍ

％ 100.0%

交付金事業の活動指標及び
活動実績

総事業費

交付金充当額

102.5

年度年度単位




