
別紙

１．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
要した費用

交付金充当額 備　　考

1 松本市入山辺保育サービス事業 松本市 6,457,000 6,457,000 9,494,400

2 松本市波田地区保育サービス事業 松本市 15,000,000 15,000,000 34,114,400

3 松本市梓川地区保育サービス事業 松本市 34,000,000 34,000,000 46,948,800

4 児童館運営事業 小諸市 4,554,000 4,554,000 7,201,696

5 福祉サービス提供事業 駒ヶ根市 4,611,000 4,611,000 6,927,600

6 保育所運営事業 大町市 36,595,000 36,595,000 41,127,991

7 保育所運営事業 飯山市 14,933,000 14,933,000 17,708,000

8 高齢者福祉センター塩壺の湯管理運営事業 茅野市 4,400,000 4,400,000 6,061,500

9 児童館運営事業 佐久市 9,000,000 9,000,000 10,731,600

10

公共用施設に係る整
備,

維持補修又は維持運営
等措置

湯の丸高原屋内運動施設運営事業 東御市 6,400,000 6,400,000 19,981,500

11 保育所運営事業 安曇野市 10,514,000 10,514,000 13,676,100

12 保育所運営事業 小海町 5,280,000 5,280,000 6,631,000

13 保育所運営事業 南牧村 4,400,000 4,400,000 5,923,800

14 老人保健施設運営事業 佐久穂町 6,000,000 6,000,000 7,943,700

15 保育所サービス事業 御代田町 4,400,000 4,400,000 6,840,300

16 保育所運営事業 長和町 4,400,000 4,400,000 6,020,000

17 保育所運営事業 飯島町 4,400,000 4,400,000 5,254,200

18 保育所運営事業 中川村 6,000,000 6,000,000 8,478,300

19 保育所運営事業 松川町 5,595,000 5,595,000 6,489,900

20 保育所運営事業 阿南町 13,228,000 13,228,000 15,437,800

21 福祉サービス提供事業 阿智村 7,200,000 7,200,000 9,241,400

22 福祉サービス提供事業 平谷村 4,400,000 4,400,000 4,740,100

地域活性化措置

地域活性化措置



別紙

１．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
要した費用

交付金充当額 備　　考

23 保育所運営事業 根羽村 4,400,000 4,400,000 5,213,267

24 福祉サービス提供事業 下條村 4,400,000 4,400,000 7,102,661

25 天龍保育所運営事業 天龍村 4,835,000 4,835,000 6,180,000

26 保育所運営事業 泰阜村 9,972,000 9,972,000 11,127,200

27 福祉サービス提供事業 大鹿村 6,329,000 6,329,000 7,973,700

28 保育所運営事業 南木曽町 5,174,000 5,174,000 7,193,700

29 木祖村保育所運営事業 木祖村 4,400,000 4,400,000 6,092,000

30 外国人講師による英語教育向上事業 王滝村 1,330,000 1,330,000 2,160,499

31 王滝村保育所運営事業 王滝村 6,300,000 6,300,000 6,421,540

32 大桑村保健センター運営事業 大桑村 8,500,000 8,500,000 8,600,935

33 保育所サービス事業 木曽町 13,433,000 13,433,000 14,664,300

34 保育所サービス事業 生坂村 6,467,000 6,467,000 9,533,600

35 保育所運営事業 白馬村 4,400,000 4,400,000 5,941,600

36 保育所運営事業 小谷村 12,999,000 12,999,000 18,216,000

37 保育所運営事業 山ノ内町 7,867,000 7,867,000 9,812,100

38 保育所運営事業 木島平村 4,400,000 4,400,000 4,964,700

39 幼保連携型認定こども園運営事業 野沢温泉村 14,933,000 14,933,000 20,440,800

40 福祉サービス提供事業 信濃町 7,306,000 7,306,000 7,995,136

41 保育所運営事業 栄村 14,604,000 14,604,000 17,393,785

計 353,816,000 353,816,000 474,001,610

地域活性化措置



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （松本市）

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

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10次事業計画(平成28年度～平成32年度)
　基本目標2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
    3 子どもの育ちを応援するまち
      3 保育環境の充実
　　　・多様な保育ニーズに応えられるよう、乳幼児保育、延長保育や一時預かりなど、保育サー
　　　　ビスの充実と、安全で良好な保育環境の整備を進めます。
　　　・保育の質・量を充実させるため、保育士の処遇改善を図るとともに、新規保育士の確保や現
　　　　在は離職している保育士(潜在保育士)の掘起しに努めます。
　　　・保育を担う人材を育成するため、中・高校生の保育園での職場体験を積極的に受け入れま
す。
目標：子どもを育てやすいまちだと思う未就学児の保護者の割合：85.0％（令和2年度）

子どもを育て
やすいまちだ
と思う未就学
児の保護者の

割合

松本市子ども
子育てアン
ケート

成果実績 % 75.0

目標値 %

評価年度の設定理由

入山辺保育園　松本市入山辺8704-3

交付金事業の概要 保育園職員4名の人件費、8ヶ月分

松本市子ども子育てアンケート実施に合わせて設定。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

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、当該保育所の職員4名の人件費8ヶ月分を確保することができました。次年度
に向けた改善としては、正規保育士の採用を増やすことによって、より多くの保育士を確保し、保育
環境の充実を図っていきます。

85.0

達成度 % 88.2

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 松本市入山辺
保育サービス事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 松本市

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度



うち文部科学省分
うち経済産業省分

活動指標 令和元年度

0 0
6,457,000 11,922,000 11,000,000

保育課
交付金事業の担当課室 保育課

契約の目的
人件費 雇用 保育士3名、調理員1名 9,494,400

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

交付金事業の評価課室

% 100

単位 年度 年度

総事業費 9,494,400 16,375,200

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

職員の雇用量
(雇用人数(人)×雇用期間

(月))

活動実績 人月 120
活動見込 人月 120
達成度

17,914,800
～H30:正規・嘱託職員を対象
R1:正規職員のみを対象

交付金事業の総事業費等

交付金充当額 6,457,000 11,922,000 11,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （松本市）

成果目標 成果指標 単位 評価年度 平成30年度

子どもを育て
やすいまちだ
と思う未就学
児の保護者の

割合

松本市子ども子育てアンケート実施に合わせて設定。

本交付金の活用により、当該保育所の職員１５名の人件費８ヶ月分を確保することができました。次
年度に向けた改善としては、正規保育士の採用を増やすことによって、より多くの保育士を確保し、
保育環境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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

% 75.0

達成度 %

成果実績

評価年度の設定理由

渕東保育園　松本市波田4179　他

交付金事業の概要 保育園職員15名の人件費、8ヶ月分

目標値 % 85.0
松本市子ども
子育てアン
ケート

【主要政策・施策】
第10次事業計画(平成28年度～平成32年度)
　基本目標2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
    3 子どもの育ちを応援するまち
      3 保育環境の充実
　　　・多様な保育ニーズに応えられるよう、乳幼児保育、延長保育や一時預かりなど、保育サー
　　　　ビスの充実と、安全で良好な保育環境の整備を進めます。
　　　・保育の質・量を充実させるため、保育士の処遇改善を図るとともに、新規保育士の確保や現
　　　　在は離職している保育士(潜在保育士)の掘起しに努めます。
　　　・保育を担う人材を育成するため、中・高校生の保育園での職場体験を積極的に受け入れま
す。
目標：子どもを育てやすいまちだと思う未就学児の保護者の割合：85.0％（令和2年度）

交付金事業の成果目標
及び成果実績

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

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

1 地域活性化措置 松本市波田地区保育サービス事業

 松本市

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

88.2



うち文部科学省分
うち経済産業省分

0
15,000,000

年度 年度 備考

令和元年度活動指標 単位 年度

契約の目的
人件費 雇用 保育士12名、調理員3名 34,114,400

% 100

R1年度から対象地区としました

交付金事業の活動指標
及び活動実績

契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

職員の雇用量
(雇用人数(人)×雇用期間

(月))

活動実績 人月 120
活動見込 人月 120
達成度

総事業費

交付金充当額 15,000,000

34,114,400

交付金事業の評価課室 保育課
交付金事業の担当課室 保育課

交付金事業の総事業費等 令和元年度

契約の方法



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （松本市）

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30年度

【主要政策・施策】
第10次事業計画(平成28年度～平成32年度)
　基本目標2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
    3 子どもの育ちを応援するまち
      3 保育環境の充実
　　　・多様な保育ニーズに応えられるよう、乳幼児保育、延長保育や一時預かりなど、保育サー
　　　　ビスの充実と、安全で良好な保育環境の整備を進めます。
　　　・保育の質・量を充実させるため、保育士の処遇改善を図るとともに、新規保育士の確保や現
　　　　在は離職している保育士(潜在保育士)の掘起しに努めます。
　　　・保育を担う人材を育成するため、中・高校生の保育園での職場体験を積極的に受け入れます。
目標：子どもを育てやすいまちだと思う未就学児の保護者の割合：85.0％（令和2年度）

子どもを育て
やすいまちだ
と思う未就学
児の保護者の

割合

松本市子ども
子育てアン
ケート

成果実績 % 75.0

目標値 % 85.0

達成度 % 88.2

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

保育園職員21名の人件費、8ヶ月分

松本市子ども子育てアンケート実施に合わせて設定。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

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、当該保育所の職員21名の人件費8ヶ月分を確保することができました。次年度に
向けた改善としては、正規保育士の採用を増やすことによって、より多くの保育士を確保し、保育環境の
充実を図っていきます。

1 地域活性化措置 松本市梓川地区保育サービス事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 松本市

評価年度の設定理由

梓川西保育園　松本市梓川梓2348-7（他1園）

交付金事業の概要

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分

0
34,000,000

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 令和元年度

交付金事業の評価課室 保育課
交付金事業の担当課室 保育課

契約の目的

交付金充当額 34,000,000

人件費 雇用 保育士18名、調理員3名 46,948,800

% 100

単位 年度 年度

総事業費 46,948,800 R1年度から対象地区としました

交付金事業の総事業費等

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

職員の雇用量
(雇用人数(人)×雇用期間

(月))

活動実績 人月 120
活動見込 人月 120
達成度













Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （飯山市）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

0 0 0
14,933,000 14,933,000 14,933,000

交付金充当額 14,933,000 14,933,000 14,933,000

単位 平成30年度 令和1年度

総事業費 17,344,400 18,237,200 17,708,000

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和1年度 備考
100

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

第5次総合計画、後期基本計画の中で「子育て支援の推進」を重点施策に指定しています。保育所運営事業
は、その中で非常に重要な位置づけであり、嘱託保育士を配置することが可能となることで保育所運営の円滑
化と、サービスの充実、向上を図ることを目標とします。

事業開始年度 平成25年度 事業終了（予定）年度 令和4年度

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人の
維持

毎年度の更新が必要であるため

嘱託保育士の人数が減少傾向にあり、市の目標である「仕事と子育てのまるごと応援で若者が住みたくなるま
ちづくり」の子育て部分が希薄になりつつある。職場環境を整えるとともに、本交付金事業で賃金面の充実を
図り、雇用の維持に努めていく。ひいては嘱託保育士雇用の維持が、待機児童0の維持につながる。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

人 0

交付金事業の評価課室 総務部企画財政課
交付金事業の担当課室 総務部企画財政課

契約の目的

飯山市大字飯山2910-1ほか

交付金事業の概要 嘱託保育士配置の人件費　4ヶ月×嘱託保育士25名分の人件費

目標値 人 0

達成度 % 100

嘱託保育士人件費 雇用 嘱託保育士25名 17,708,000

% 96 100

飯山市第5次総合計画の終期まで

0

1 地域活性化事業 保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 飯山市

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

保育士の雇用量
[雇用人数（人）×雇用期間

（月）]

活動実績 人月 100 104 100
活動見込 人月 104 104 100
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所







Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） 佐久市

うち文部科学省分
うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 児童館運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 佐久市

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

館長・児童厚生員の確保
（館長1名、児童厚生員1名）

計33名

活動実績 人 34 34 33
活動見込 人 34 34 33
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

交付金事業の評価課室 子育て支援課
交付金事業の担当課室 子育て支援課

契約の目的

佐久市原270番地24　他16箇所

交付金事業の概要 児童館職員人件費基本給33名の2か月分

目標値 日 300日以上

達成度 ％

児童館職員人件費 雇用 館長17名、児童厚生員16名　計33名 10,731,600

％ 100 100

佐久市子ども・子育て支援事業計画の見直し時期まで

週6日、月25日
以上開館でき

る

佐久市子ども・子育て支援事業計画（平成27年度～令和元年度）
（２）子どもの居場所づくり
　本市では、子育て支援対策の中で、特に放課後の児童健全育成が重要な施策と捉え、市内全小学校区に児童館を整備
し、児童の放課後の居場所や遊びの提供を行います。併せて、家庭環境や児童の行動面等に関する諸問題の発見と予防の
ための相談・情報提供を行い、児童館の多機能化と地域における児童福祉サービスの向上を図ります。

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

児童健全育成
と働く親の子
育て支援

佐久市子ども・子育て支援事業計画の見直しが令和元年度のため、翌年度早期に評価を実施

教育や保育面で識見のある館長及び児童厚生員を各児童館に常駐させることにより、子育て支援体制
の充実と児童福祉サービスの向上を図る。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

日

交付金充当額 9,000,000 9,000,000 9,000,000

単位 平成30年度 令和元年度

総事業費 11,056,800 11,056,800 10,731,600

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
100

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

9,000,000 9,000,000 9,000,000



Ⅱ．事業評価個表（　平成31　年度） （東御市）

交付金事業の成果目標
及び成果実績

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次東御市総合計画（2014年度～2023年度）
　基本目標Ⅴ　地域の魅力を活かし、活力とにぎわいを生むまち
　　Ⅴ４　　　交流をひろげる魅力ある観光地を創る
　　　　　　　53　観光拠点の整備と情報発信の強化

目標
湯の丸高原観光客利用者数　598,400人

湯の丸高原観光客利
用者数の増加

交付金事業の活動指標
及び活動実績

　本交付金の活用により、湯の丸高原スポーツ交流施設の円滑な管理運営を実現することができました。
湯の丸高原の一層の魅力強化により多くの来訪者来ていただくことができ、地域の魅力を活かした活力と
にぎわいを生むまちの実現につなげ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
活動指標 単位 2019年度

目標値 人 609,600

達成度 90%

評価年度の設定理由

湯の丸高原施設整備基本構想の実現に伴い、湯の丸高原の新たな魅力が毎年度発展していることから、年
度ごとに評価しています。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

湯の丸高原観
光入込客者数

成果目標 成果指標 単位 評価年度 2019年度

成果実績 人 548,300

交付金事業実施場所 東御市湯の丸高原

交付金事業の概要 湯の丸高原屋内運動施設の運営

事業開始年度 2014年度 事業終了（予定）年度 2023年度

事業期間の設定理由 第2次東御市総合計画の終期まで

番号 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等措置) 湯の丸高原屋内運動施設運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 長野県東御市



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 契約の相手方 契約金額
湯の丸高原屋内運動施設運営のため 公募 株式会社オーエンス 39,963,000

交付金事業の担当課室 文化・スポーツ振興課
交付金事業の評価課室 文化・スポーツ振興課

6,400  
交付金事業の契約の概要

総事業費 19,982

交付金充当額 6,400

達成度 ％ 162
交付金事業の総事業費等 2019年度 年度 年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

適切な施設運営に伴う
月間施設利用者数

活動実績 人 3,607
活動見込 人 2,232







Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （小海町）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 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

●交付金事業に関係する市町村の主要政策:小海町長期振興計画(平成30年度～平成35年度)
　・子育て支援事業:保育需要の動向を踏まえて保育行政を充実させる取り組みを継続することで、地域住民の福祉を図
り、安心して働ける保育サービスを目指します。
目標:定員に対する入所率
　・計画策定時　72％(平成29年度）
　・中間目標　　75％(令和２年度)
　・最終目標　　80％(令和５年度)

事業開始年度 平成30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 小海町

交付金事業実施場所 小海町大字小海4041番地４

交付金事業の概要
小海保育園の保育士人件費(保育士４名５ヵ月分)
子育て支援の一環である「保育士人員の充実」や「保育士の待遇改善」等に対応するため、電源立地地域対
策交付金を活用しています。

事業期間の設定理由 小海町長期振興計画の終期まで

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３年度

定員に対する
入所率 80％

定員に対する
入所率:入所者
数÷定員×100

成果実績

目標値 % 80

達成度

評価年度の設定理由

中間目標を令和２年度に設定したので、翌年の令和３年に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
本交付金活用により、保育士４名５ヵ月分の人件費が確保でき、国の基準を上回る保育士を確保することが
できる。未満児保育の充実を図り、町内の家庭に周知することで志願者数増加に努めたい。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

326
達成度 ％ 100 100 100

元年度

保育士・調理員の雇用量(雇
用人数(人)×雇用期間(月))

活動実績 人・月 312 324 326
活動見込 人・月 312

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 31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

324

総事業費 6,496,000 6,564,000 6,631,000

交付金充当額 5,338,000 5,275,000 5,280,000

5,338,000 5,275,000 5,280,000



交付金事業の契約の概要

保育所人件費 雇用 保育士４名 6,631,000
交付金事業の担当課室 子育て支援課

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 総務課管理財政係







Ⅱ．事業評価個表（　令和元年度） （佐久穂町）

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

交付金事業の概要

老人保健施設介護員8名分の人件費基本給3か月分
佐久穂町は第2次総合計画に基づき、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けられるケ
ア体制のづくりに向け、質の高い介護サービスの提供するため、電源立地地域対策交付金を活用
し、研修会参加、学習会等により資質向上を図り、サービスの充実に努めています。

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次佐久穂町総合計画（平成２９年度～平成３８年度）
　基本目標　自立し多様なコミュニティが人々のくらしを支え、挑戦や行動を支援するまち
　　３　高齢者福祉の充実
　　　　１　老人保健施設の充実
　　　　　　・利用者の状態に合わせた質の高い介護サービスの提供に向けて、今後増加する
　　　　　　　認知症の方への理解と様々な疾患に対する介護について、研修会学習会等に
　　　　　　　より職員のスキルアップを図り、地域に根ざし信頼される施設を目指します。

    目標　老人保健施設の入所率93.0％（平成33年度）
          入所率：入所者数÷定員×100
　　　　　（定員　入所58名、通所25名、居宅介護支援35名）

平成２８年度 事業終了（予定）年度 平成３８年度

事業期間の設定理由 第２次総合計画の終期まで

単位 評価年度 令和２年度

施設入所率
93.0％

入所者数÷定
員

×100

成果実績 ％

目標値 ％ 93.0

達成度 ％

1

成果指標

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業実施場所

地域活性化措置 老人保健施設運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 長野県　佐久穂町

長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町352番地2(佐久穂町老人保健施設さやか)

事業開始年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標



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 老人保健施設
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
老人保健施設職員の人件費 雇用 介護員８名 7,943,700

0 0
6,000,000 6,000,000 6,000,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 7,815,600 7,810,800 7,943,700

交付金充当額 6,000,000 6,000,000 6,000,000

10
達成度 ％ 100 100 100

交付金事業の総事業費等 ２９年度 ３０年度 ３１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 令和元年度

研修会・学習会
活動実績 回数 7 12 10
活動見込 回数 7 6



















Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （松川町）

事業期間の設定理由 第5次松川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 令和元年度

受入園児数
(人)

・延長保育150
・乳児保育100
・一時保育375
・休日保育150

受入園児数
・延長保育
・乳児保育
・一時保育
・休日保育

成果実績 人 延長：111／乳児：115／一時：472／休日：201

目標値(R1) 人 延長：150／乳児：100／一時：375／休日：150

達成度 % 延長：74／乳児：115／一時：126／休日：134

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、事業実施年度の翌年度頭に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

電源立地地域対策交付金を活用することにより、保育士7名3ヶ月分の人件費を確保し、安定的な保
育サービスを提供できるよう職員体制を整備しました。多様化する保育ニーズに対応するため、引
き続き職員体制の整備に努め、利用者の要望に沿った保育サービスの提供に努めます。
評価
機関名：松川町行政評価委員会
構成員：町保育園保護者会連合会会長、町PTA連絡協議会会長、町社会福祉協議会会長他10名
松川町総合計画に基づき担当課が実施した行政評価に関し、客観的・専門的な見地から意見を述べ
ていただきます。

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5次松川町総合計画（平成28年度～令和元年度）
　第6章　みんなで支え合い　子どもたちを育んでいく
　　第2項　安心して子育てできる地域づくり
　　　(3)　保育サービスの充実
通常保育時間外等の保育ニーズに対応するため、延長保育、未満児保育、一時保育、休日保育等を
実施します。
目標（令和元年度目標値）
延長保育受入園児数：150人、乳児保育受入園児数：100人、一時保育受入園児数：375人、休日保
育受入園児数：150人

事業開始年度 平成28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 松川町

交付金事業実施場所 松川町元大島3371番地（名子中央保育園）ほか2件

交付金事業の概要
松川町内保育所の保育士人件費（3保育所・保育士7名）3ヵ月分。
第5次松川町総合計画に基づき、安心して子育てできる地域づくりを実現するため、電源立地地域
対策交付金を活用して保育士の人材確保を図り、保育サービスの充実に努めています。

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 保育所運営事業



うち文部科学省分
うち経済産業省分

正規保育士人件費 雇用 保育士7名 6,489,900
交付金事業の担当課室 こども課

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 まちづくり政策課

0 0 0
5,510,000 5,541,000 5,595,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 6,465,900 6,206,100 6,489,900

交付金充当額 5,510,000 5,541,000 5,595,000

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

84

評価に係る第三者機関等の活用の有無

有

84
達成度 % 100 100 100

R1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 84 84 84
活動見込 人月 84

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （阿南町）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 　保育園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 　阿南町

成果実績

評価年度の設定理由

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

　阿南町西條1210番地1（大下条保育園）他　３箇所

交付金事業の概要 　保育園職員人件費基本給９名９カ月

目標値 ％以上 12%

達成度 ％

現状値　9.8%
（平成27年度）

→
目標値12％以上
（令和元年度）

【主要政策・施策】
阿南町総合戦略
　基本目標3　Yui（結い）Yoi（良い）Koi（来い）でGood-Job！
　　施策2　子育てに掛かる費用負担の軽減や、延長保育・学童保育等の子育て支援の環境整備を
　　　　 推進します。
【目標】
　子育て支援計画策定に基づく事前ニーズ調査質問項目、現在の子育てについて不安に感じている
か設問で「特に不安を感じていない」回答の割合
　現状値　9.8%（平成27年度）　→　目標値　12％以上（令和元年度）

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
現在の子育てに
ついて不安に感
じているか設問
で「特に不安を
感じていない」
回答の割合

令和元年度にニーズ調査を行い、令和２年度に検証を行う予定

機 関 名：阿南町総合検証委員会
構 成 員：阿南町議会、飯田信用金庫、阿南町郵便局、みなみ信州農協、学校法人愛知大学、
          県立阿南高等学校、飯伊森林組合、町工業振興協議会、社会福祉法人サンあなん、
          ＰＴＡ保護者会等の産官学労金等で構成
評価内容：阿南町総合戦略（平成27年度～令和元年度）に掲げた重点指標について、毎年前年度の
実績についての検証結果を報告し、評価を受けている。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

有

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％以上



うち文部科学省分
うち経済産業省分

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

保育士の雇用人数
活動実績 人 9
活動見込 人 9
達成度

交付金事業の評価課室 総務課
交付金事業の担当課室 教育委員会

契約の目的
人件費 雇用 保育士９名 15,437,800

％ 100

交付金充当額 13,228,000

単位 年度 年度

総事業費 15,437,800

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 令和元年度

13,228,000







Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （平谷村）

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業終了（予定）年度 令和元年度

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

1 地域活性化措置 福祉サービス提供事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 平谷村

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

交付金事業の成果目標
及び成果実績

平谷村1081（平谷村保育所）平谷村354（平谷村役場）

交付金事業の概要 保育士・保健師　各1名　計2名　人件費基本給2名の10ヶ月分

目標値 件 70

達成度 ％ 83

令和元年度

％ 100

成果実績

評価年度の設定理由

保健師への相
談件数

件 58

100

目標値 ％ 100

達成度

高齢者の日常
生活に係る相談
件数　70件

　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。

　本事業により、保育士１名、保健師１名の人員確保が図られ、子育てしやすい環境の充実、健康
支援の安定化等の福祉サービスが継続的に行なうことができ、住民福祉の向上に大きく寄与するこ
とができました。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

要保育児の
入所率　100％

要保育児の入
所率：入所者
数÷入所対象
人口×100

成果実績 ％

第５次平谷村総合計画（平成２８年度～令和３年度）
　基本方向３：健康で安心して暮らせる福祉の充実
　□３－３みんなの福祉推進
　高齢者が生きいをもち、心豊かで充実した生活が送れるよう、身近な地域での健康・生きがいづ
くり、介護予防の充実を図ります。また、医療・保健・福祉の連携により、高齢者の各種相談・情
報の提供をし、日常生活の支援をします。
　安心して子どもを産み、育てることのできる地域をつくるため、子ども子育て支援事業計画に基
づく、充実した子育て支援を図ります。特に、子どもと母親の健康確保、経済的負担の軽減のため
児童手当の給付、子育てと仕事の両立を支援するための保育サービスの充実を図ります。

目標　高齢者の日常生活に係る相談件数70件（令和元年度）
　　　※保健師への相談件数
　　　要保育児の入所率100％（令和元年度）
　　　※要保育児の入所率：入所者数÷入所対象人口×100

事業開始年度



うち文部科学省分
うち経済産業省分

契約金額
交付金事業の契約の概要

保育士・保健師の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期間

(月）)

活動実績 人月 18 20 20
活動見込 人月 18 20 20
達成度 100

元年度 備考
100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 29年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

4,400,000 4,400,000

単位 30年度 元年度

総事業費 4,524,900 4,598,800 4,740,100

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度

0 0 0
4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の担当課室 総務課

契約の目的
保育士・保健師人件費 雇用 保育士1名・保健師1名 4,740,100

契約の方法 契約の相手方

交付金事業の評価課室 住民課

交付金充当額 4,400,000

評価に係る第三者機関等の活用の有無

　無

％ 100







Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （下條村）

うち文部科学省分

番号 措置名 交付金事業の名称

1 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

交付金事業に関係する主要政策・施策
下條村総合計画書（平成22年度～平成31度）スローガン「瞳かがやく下條」
　基本構想　2　みんなが集い、新たな発想で個性が映えるむらづくり
　　4　児童・障害福祉の推進
　　　(1)　児童福祉の推進①保育所における未満児保育・延長保育・障害児保育・一時保育
目標：要保育児の入所率100％（令和元年度）＊要保育児の入所率：入所者数÷入所対象人口×100

事業開始年度 平成２３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 下條村

交付金事業実施場所 下條村陽皐８６５番地

交付金事業の概要 保育士１１名分給料（賃金）　３ヶ月分

事業期間の設定理由 下條村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　１０
０％

要保育児の入
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

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

132

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、事業実施翌年度早々に評価を実施

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、当村保育所の保育士１１名を確保し、３ヶ月分の人件費を確保することが
できました。多様化する幼児への対応が求められることから、引き続き保育士の確保に努め、保育
を必要とする家庭に周知し、充実した保育サービスの提供を行って参ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

132
達成度 ％ 100 100 100

元年度

保育士の雇用量
(雇用人数(人)×雇用期間

(月)）

活動実績 ％ 132 132 132
活動見込 ％ 132

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 7,379,400 7,612,200 7,102,661

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000



うち経済産業省分

保育士人件費 雇用 保育士１１名 7,102,661
交付金事業の担当課室 総務課

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

交付金事業の評価課室 総務課

















Ⅱ．事業評価個表（平成３１年度） （木祖村）

木祖村では、「子どもを安心して産み育てられる環境づくりを支援する」ことを重点施策として位置
付けており、第5次総合計画(平成30年度～平成39年度）の児童福祉・少子化対策として住民のニーズ
に対応した保育サービスの拡充（一時預かり、土曜保育、未満時の受け入れ等）することとしていま
す。

事業開始年度 平成31年度 事業終了（予定）年度 平成31年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 平成31年度

土曜希望保育
実施率：90%
未満児保育入
所率:100%

毎年見直しを行うことにより、住民ニーズに素早く対応するため

　木祖村では、安心して子育てができるよう保育所運営を重点施策として位置付けています。本交付
金を活用することにより、土曜希望保育の100%実施などサービスの充実化を図り住民ニーズに応える
ことができました。また本年はアンケート調査を実施し、「サービスが手厚い」など満足いただいて
いる意見の他に「0歳時からの一時保育ができないか」など保育サービスの拡充の声も聞こえてきま
した。未満児入所率も低いという結果も踏まえ利用者の満足度向上のため保育サービスの拡充につい
ても検討していきたい。
　電源立地対策交付事業の広報活動については、村の広報誌を活用し、村内をはじめ村外の方にも交
付金の活用について周知を行っています。今後も広報誌を通して地域の理解を得ていきたいと考えて
います。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 土曜希望保育実施率＝100%　入所率＝25.6％　

木祖村大字小木曽523番地（とちのみ保育園）

交付金事業の概要 保育所職員人件費　基本給6名5カ月分

目標値 ％
土曜希望保育実施率：90%
未満児保育入所率:100%

達成度 ％ 　土曜希望保育実施率＝100%　入所率＝25.6％　

単年度事業として実施しているため

土曜希望保育
実施率＝（実
施日数/実施希
望日数）×100
未満児保育入
所率＝（入所
者数/入所対象
人数）×100

1 地域活性化措置 木祖村保育所運営事業（保育士6名5か月分の給料）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 木祖村

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



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

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000

単位 30年度 元年度

総事業費 8,119,700 5,832,500 6,092,000

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 31年度 備考
100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 29年度

交付金事業の評価課室 総務課
交付金事業の担当課室 総務課

契約の目的
保育士の人件費 雇用 保育士6名 6,092,000

％ 94 100

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

保育士・調理員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期

間）

活動実績 人月 158 216 156
活動見込 人月 168 216 156
達成度











Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） 大桑村

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 大桑村保健センター運営事業

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５次大桑村総合計画 後期基本計画（2019年度～2023年度）
　　　　　　　　第１章　健やかな笑顔あふれるやさしいむらづくり
　　　　　　　　１.保健・健康づくり・医療　（５）健康診断・指導等の充実
　　　　　　　　　当村では生活習慣病及びその予備軍が増加傾向にあります。医療費の高騰
　　　　　　　　による村の財政負担だけでなく、本人や家族の生活の負担を考えても、健康
　　　　　　　　診査や健康相談・指導による生活習慣病予防が重要となります。本交付金に
　　　　　　　　より栄養士１名・保健師３名を確保することで、多岐にわたる保健衛生業務
　　　　　　　　に加え特定健診に伴う特定保健指導等を充実させることができます。
　目　　　標　：特定保健指導終了率　53.6％

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大桑村

交付金事業実施場所 大桑村大字長野

交付金事業の概要 栄養士１名、保健師３名の８ヶ月分の人件費（期末手当あり）

事業期間の設定理由 令和元年度の人件費であるため。

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２年度

特定保健指導
終了率の増加

特定保健指導
終了率

成果実績 ％

目標値 ％ 53.6

達成度 ％

評価年度の設定理由

令和元年度終了後の集計となるため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金により栄養士１名・保健師３名を確保することで、住民の様々な健康課題に対応することが
できる
充実した支援体制を整えることができました。今後も現在の体制を維持し継続的に保健衛生業務に取
り組む
ことで健やかな笑顔あふれるやさしいむらづくりを推進していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100

年度

栄養士、保健師の雇用量
（雇用人数（人）×
雇用期間（月））

活動実績 人月 32
活動見込 人月 32

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



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 年度 年度 備考

総事業費 8,600,935

交付金充当額 8,500,000

8,500,000
交付金事業の契約の概要

栄養士、保健師人件費 雇用 栄養士１名、保健師３名 8,600,935
交付金事業の担当課室 福祉健康課保健係

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 福祉健康課保健係



Ⅱ．事業評価個表（　　　　　年度）令和元年度 （木曽町）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 保育所サービス事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 木曽町

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月）

活動実績 人月 57 54 51
活動見込 人月 57 54 51
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

きそふくしま保育園（木曽町新開4236番地56）ほか　３施設

交付金事業の概要 町内に４施設ある保育所の保育士にかかる人件費（17名３ヵ月分）

目標値 ％ 100

達成度 ％

％ 100 100

木曽町子ども子育て支援事業計画に基づき設定

要保育児の入所
率：

入所者数÷入所
対象人口×100

木曽町子ども子育て支援事業計画（H27～H31）
（2）幼児教育・保育の質の向上　①職員配置の充実
○木曽町では、子どもの成長発達やクラス全体のバランスを考慮し、一人ひとりの健やかな成長を保障する
ため加配保育士を配置しています。
○今後、地域ごとで入所児童数を勘案しながら、未満児の受入体制について充実を図ります。

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 平成31年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

要保育児の
入所率　100％

木曽町子ども子育て支援事業計画が終了した翌年に設定

本交付金の活用により当該４保育園の保育士を確保でき、待機児童０人を達成できました。家庭のニーズに
より未満児保育の需要が増加傾向であり、保育士の確保が大きく左右するため、次年度以降も継続した受け
入れ態勢の整備を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％

交付金充当額 15,233,000 14,883,000 13,433,000

単位 平成30年度 令和元年度

総事業費 16,924,200 15,563,100 14,664,300

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
100

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

15,233,000 14,883,000 13,433,000



契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

交付金事業の評価課室 企画財政課
交付金事業の担当課室 企画財政課

契約の目的
保育士人件費 雇用 保育士17名 14,664,300







Ⅱ．事業評価個表（平成31年度） （白馬村）

単位 30年度 31年度

総事業費 5,736,600 5,631,800 5,941,600

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 31年度 備考
100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 29年度

交付金事業に関係する主要政策・施策
白馬村第５次総合計画（平成28年度～平成37年度）
基本目標１「安心してみんなが暮せる村」
３　支え合う福祉と健康の村づくり
１）子育て支援
子育てと仕事の両立支援：保育園の充実、幼稚園との連携により、仕事を持つ親が安心して働ける
支援体制を整備します。
目標：休日保育利用者数　現状値（Ｈ26）213人、目標値（Ｈ32）250人
31年度で250人達成しましたが32年度までサービス低下とならぬよう250人が継続維持できるように
します。

事業開始年度 平成28年度 事業終了（予定）年度 平成37年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 平成32年度

休日保育利用
者数250人

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。

本交付金の活用により白馬村内1保育所の保育士10名、2か月分の人件費を確保することが出来まし
た。9月末までの休日保育利用者数は280人で、目標達成しました。今後も児童福祉サービスを低下
させることなく利用者数の増加を図っていきます。
機関名：白馬村総合計画等評価委員会
構成員：公募委員など計12名
評価内容：総合計画にある数値目標や主管課が載せた内部評価に対し、委員がそれぞれ評価したも
のを取りまとめ、その結果を公表しています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

有

交付金事業の定性的な成果及び評価等

人

白馬村大字北城6509番地

交付金事業の概要

白馬村内1保育所の保育士10名、2か月分の人件費。平成20年に3園から1園に統合し運営をしており
ます。白馬村は白馬村第５次総合計画に基づき、子育てと仕事の両立支援に向け、特に要望の多い
「休日保育の充実」等に対応するため、電源立地地域対策交付金を活用し、児童福祉サービスを低
下させぬよう、児童福祉事業の充実を図るものです。

目標値 人 250

達成度 ％

％ 100 100

休日保育利用
者数

白馬村第５次総合計画の終期まで

1 地域活性化措置 保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 白馬村

保育士の雇用量（雇用人数
（人）×雇用期間（月））

活動実績 人月 20 20 20
活動見込 人月 20 20 20
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



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

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の評価課室 総務課
交付金事業の担当課室 子育て支援課

契約の目的
保育士人件費 雇用 保育士10名 5,941,600

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要















Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （信濃町）

交付金事業の成果目標
及び成果実績

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5次長期振興計画(後期基本計画：平成27年度～平成31年度）
　全国に誇れる質の高い教育環境づくり
　１　質の高い教育環境
　　（２）小中一貫教育の推進
　　・信濃小中学校において、しなの学校応援団や学校運営協議会を活用しながら、ふるさと
　　　学習、読書活動、特別支援教育を柱とした特色ある教育活動を推進するとともに、その
　　　成果と課題を検証し、教育内容を充実させていきます。
目標
各学級・学年に学習支援員等を配置し、児童生徒個々の状況に対応した指導を行うことで、学校評
価に係る保護者アンケート項目「楽しく学校に通い、学校生活に満足している。」（満足度）の肯
定的な回答を85％以上にする。

アンケート回
答率満足度
85％以上

交付金を充当し、生活支援員1名・学習支援員6名計7名の講師を配置することにより、ティーム
ティーチングや少人数指導が可能となり、児童・生徒の学習意欲や姿勢、クラスのまとまりが図ら
れています。また、障害をもつ子供が安心して学習できる特別教育環境を整えられたことで学校教
育の充実へとつながった。これらのことが保護者に安心感を与え満足度にもつながり8割を超す肯
定的な回答となった。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

目標値 ％ 85％以上

達成度 ％ 100%

評価年度の設定理由

1学期末にアンケートを実施し、学期末を迎える2学期以降に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

児童・生徒の
保護者にアン
ケートを実施

成果目標 成果指標 単位 評価年度 元年度

成果実績 ％ 92%

交付金事業実施場所 信濃町立信濃小中学校（信濃町大字古間491）

交付金事業の概要
信濃小中学校の特別支援教育支援員人件費（生活支援員1名、学習支援員6名）8ヶ月分。
質の高い教育環境を目指し、特色のある教育活動の推進と充実を図るため、特別支援教育支援員を
配置する。

事業開始年度 元年度 事業終了（予定）年度 元年度

事業期間の設定理由 第5次長期振興計画（後期基本計画）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 福祉サービス提供事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 信濃町



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 契約の相手方 契約金額
特別支援教育支援員 雇用 生活支援員1名、学習支援員6名 7,995,136

交付金事業の担当課室 教育委員会総務教育係
交付金事業の評価課室 教育委員会総務教育係

7,306,000
交付金事業の契約の概要

総事業費 7,995,136

交付金充当額 7,306,000

達成度 ％ 100
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

生活支援員1人×8月
学習支援員6人×8月

活動実績 人月 56
活動見込 人月 56

活動指標 単位 元年度 年度 年度







別紙

１．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
要した費用

交付金充当額 備　　考

1 篠ノ井中521号線＜一般＞舗装事業 長野市 30,200,000 30,200,000 35,464,000

2 市道本原傍陽線＜１＞舗装修繕工事 上田市 3,000,000 3,000,000 3,168,000

3 鵜ノ脇地区排水路整備事業 上田市 3,000,000 3,000,000 3,586,000

4 市道1-51号祝沢線＜１＞道路舗装補修工事 飯田市 10,792,000 10,792,000 12,001,000

5 学校プール改修事業＜一般＞ 飯田市 12,200,000 12,200,000 24,310,000

6 市道黒河内線＜１＞道路防災工事 伊那市 3,300,000 3,300,000 4,400,000

7 市道鹿嶺線＜１＞道路防災工事 伊那市 3,700,000 3,700,000 4,653,000

8 市道美篶手良線＜１＞舗装維持工事 伊那市 3,267,000 3,267,000 5,071,000

9 小型動力ポンプ積載車整備事業 軽井沢町 4,400,000 4,400,000 7,326,000

10 村道128号線宮田駅西舗装修繕工事 宮田村 4,400,000 4,400,000 5,108,400

11 村道33号炭焼場線＜２＞舗装修繕工事 売木村 4,400,000 4,400,000 7,876,000

12 ミニホイールローダー整備事業 天龍村 4,578,000 4,578,000 5,940,000

13 村道天竜川線＜一般＞法面防災工事 天龍村 8,700,000 8,700,000 10,406,000

14 村道尾美の沢線他＜一般＞舗装工事 天龍村 15,299,000 15,299,000 18,997,000

15 町道滑川線＜１＞改良工事 上松町 10,000,000 10,000,000 13,717,000

16 町道寝覚上住宅６号線＜一般＞改良工事 上松町 5,993,000 5,993,000 9,119,000

17 町道塚野線<２>舗装修繕工事事業 南木曽町 14,000,000 14,000,000 15,092,000

18 小型動力ポンプ付普通積載車購入事業 南木曽町 10,500,000 10,500,000 10,978,000

19 リフト式入浴装置整備事業 王滝村 3,300,000 3,300,000 4,059,180

20 村道第61号線＜３＞舗装補修工事 王滝村 8,058,000 8,058,000 8,569,000

21 大桑村スポーツ公園整備事業 大桑村 34,461,000 34,461,000 40,124,000

22 村道長野中二号線改良事業＜一般＞ 大桑村 6,000,000 6,000,000 7,392,000

23 町道木曽駒線＜２＞舗装改良工事 木曽町 11,000,000 11,000,000 12,727,000

24 町道２１号線＜一般＞舗装改良工事 木曽町 14,300,000 14,300,000 14,993,000

計 228,848,000 228,848,000 285,076,580

公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置



Ⅱ．事業評価個表（　　令和元年度） （長野市）

第五次長野市総合計画前期基本計画（平成29年度～平成38年度）
【都市整備分野】快適に暮らし活動できるコンパクトなまち「ながの」
【政策】いきいきと暮らせる魅力あるまちづくりの推進
　施策２：暮らしを支える生活機能の維持
　目指す状態：市民の暮らしを支える都市基盤や日常生活必要な機能が維持されている。
　主な取り組み：都市基盤を支える生活道路などを適切に維持・管理します。

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

老朽化した市道の
改善率　8.0％

舗装の損傷状況は常に変化しており、改善率の算定に用いる路線延長は毎年見直す必要があること
から、年度ごとに評価を実施。

本交付金の活用し、篠ノ井中521号線線のひび割れ率30％以上の区間842ｍの路上路盤再生工及びア
スファルト舗装工事を実施したことにより、安全で円滑な交通が確保された。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 8.0

長野市合戦場三丁目

交付金事業の概要

L=842m　W=5.3（平均）　A=4,450㎡　t=5㎝
　本路線は、国道18号線、県道松代篠ノ井線及び県道長野戸隠線に接しているため、通勤時間帯は
通過車両も多く、沿線には、多数の商業施設が立地し、物資運搬路として重要な路線で、今後も交
通量の増加が見込まれます。現状は、舗装版の破損等が多数見受けられ、路面の平坦性が著しく損
なわれており、交通事故の発生を招くことが危惧されるほか、車両が通行すると近隣家屋（事業
所）に振動が発生し、近隣住民の支障となっていることから、地元から早期に舗装を修繕してほし
いとの要望が出ているところです。
　このため、本交付金を活用し、路盤再生路盤工を行い地盤支持力を確保したうえ、アスファルト
舗装を行うことで、市民が安全に通行できる主要な市道の整備を進めるものです。

目標値 ％ 8.0

達成度 ％ 100

（単年度事業のため記載不要）

R1施工延長
（842m）/要修繕
延長10,522m×100
≒8.0%

1
(公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置)

篠ノ井中 521号線＜一般＞舗装事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 長野市

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分 30,200,000

交付金充当額 30,200,000

単位 年度 年度

総事業費 35,464,000

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 令和元年度

交付金事業の評価課室 建設部維持課
交付金事業の担当課室 建設部維持課

契約の目的
道路工事 総合評価落札方式 高木建設㈱ 35,464,000

％ 100

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

篠ノ井中 521号線の修繕距離
活動実績 ｍ 842
活動見込 ｍ 838
達成度











Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （飯田市）

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

実施路線の平
均MCI4.5以上

翌年度事業実施前に事業改善を図るため年度内に評価を実施。

5.6成果実績

評価年度の設定理由

飯田市　松尾代田

交付金事業の概要

舗装補修工　L=200m　W=6.3m　t=5cm　A=1260m2
当該路線は、国道153号飯田バイパスと国道151号を結ぶ重要路線であり、地域の生活路線道路として
も使用されています。交通量が多いことから、道路の損耗が激しく、わだちやひび割れ、ポットホー
ルが多発しており、安全な走行にも支障を来たしているので、舗装修繕を実施しました。

目標値 4.5以上

達成度 ％ 100

平均予測MCI

交付金事業に関係する主要政策・施策

飯田市舗装長寿命化修繕計画（抜粋）
1.1　目的
　飯田市における舗装の状態を把握し、データによる優先順位付けを行うことで、計画的な舗装修繕
の実施により目標とする管理水準の維持を図る。また、修繕データを継続的に蓄積することで、劣化
予測を可能とし、計画的な工事発注や適切な工法選定による予算の平準化を図る。
1.4　評価項目（MCI）について
　飯田市舗装長寿化修繕計画策定にあたり、複数の路面性状データを組み合わせた総合指標である
『MCI（舗装の維持管理指標）』を用いる。

目標値
A路線：平均MCI　4.5以上
全体：平均MCI　3.5以上
※A路線：飯田市指定緊急輸送路（第3次緊急輸送路）（実施区間が該当）

事業開始年度

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

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

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

市道1-51号祝沢線＜１＞道路舗装補修工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 飯田市

令和元年度 事業終了（予定）年度



うち文部科学省分
うち経済産業省分 10,524,000 12,152,000 10,792,000

単位 30年度 元年度

総事業費 11,685,600 12,679,200 12,001,000

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 元年度 備考
100%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 29年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

本交付金の活用により当該路線1260m2の舗装修繕を行うことができ、安全に交通できる路線の割合を
伸ばすことができました。MCIを用いた舗装状況の把握は修繕すべき箇所を判断する際大いに役立つ
が、毎年データを更新していくことでさらに適切な修繕箇所と時期を考慮したサイクルを構築できる
ようになります。次年度に向けてデータを更新し、より効率的な舗装修繕の実施を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

契約の目的
道路舗装補修工事 一般競争入札 小木曽建設株式会社（飯田市） 12,001,000

％ 95% 95%

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

舗装修繕実施路線延長
活動実績 m 190 286 200
活動見込 m 200 300 200
達成度

交付金充当額 10,524,000 12,152,000 10,792,000

交付金事業の評価課室 総合政策部企画課
交付金事業の担当課室 総合政策部企画課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （飯田市）

第2次飯田市教育振興計画の前期（4年間）

対象校の濾過
装置改修率：
改修校数÷対
象２校×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

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

濾過装置の整
備

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中に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100

評価年度の設定理由

成果実績

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 飯田市高羽町3丁目16番地ほか1件

交付金事業の概要

学校プールの老朽化した濾過装置改修事業は、飯田東中学校と龍江小学校の2校について、平成31年
度電源立地地域対策交付金を活用して実施いたします。平成8年設置の飯田東中学校プール濾過装
置、龍江小学校プール濾過装置とも23年近く使用し、腐食した濾過装置の故障に対する応急修繕も
限界状態になってきたため、全自動型の濾過装置に更新します。

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

学校プール改修事業<一般>

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 飯田市

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次飯田市教育振興計画（平成29年度～平成40年度）
　方針6　行政の「総合力」を発揮して市民とともに教育の事業を進めます
　　取組12　教育関連施設マネージメントの取組を進める
　　　飯田市公共施設等総合管理計画及び飯田市公共施設マネージメント基本方針に基づき、教育
　　関連施設の将来方針を明らかにし、実施可能な施設から具体的な取組を進めます。
　　　（１）学校施設の整備・充実
　
　目標：
　　飯田市公共施設等総合管理計画及び飯田市公共施設マネージメント基本方針に基づき、教育
　　関連施設の将来方針決定

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和2年度



うち文部科学省分
うち経済産業省分

交付金充当額

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

％ 100

総事業費 18,284,400 19,407,600 24,310,000

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

0 0 0
12,400,000 10,800,000 12,200,000

龍江小学校プール濾過装置改修 一般競争入札 ダイワ設備㈱　（代表者：本島啓志） 11,440,000
飯田東中学校プール濾過装置改修 一般競争入札 飯田工業㈱　（代表者：松井真一） 12,870,000

交付金事業の評価課室 飯田市教育委員会事務局　学校教育課
交付金事業の担当課室 飯田市教育委員会事務局　学校教育課

契約の目的

計 24,310,000

単位 平成30年度 令和元年度

100

交付金事業の成果目標
及び成果実績

〔１〕教職員の省力化による生徒指導の充実
　 毎日の濾過装置操作３０分余の時間短縮（次の①②参照）で、生徒指導等の充実を図ることができます。
①　従来の手動式濾過装置は、毎回、プール授業開始前に電源を入れ、スリラーコックを開けてハンドルを切り替え、
プリコート処理を行った後、２個の圧力計差圧を目視で確認の上、ハンドルを濾過側に切り替えて濾過工程に入ります
（拘束時間約１５分）。プール授業終了時の洗浄工程で、機器内の汚れを２個の圧力計差圧から目視で判断の上、ハン
ドルと手動レバーの複合操作により濾過エレメント内の水流を人為的に切替え、逆洗処理を終え、スリラーコックを閉
めて電源を切ります(拘束時間約１５分)。一方、全自動式では、機器内の汚れが自動検知され、初回にタイマーをセッ
トするだけで、手動による人的作業の全てを省くことができ、日常作業は珪藻土の補充とヘア－キャッチャーの清掃だ
けで済みます。

 ②　手動式のプリコート処理の場合、毎日、カップ計量した珪藻土を投入する必要があるのに対し、全自動式では、１
週間から２週間に１回程度の珪藻土の補充をするだけで、随時、適量が自動投入されます。

〔２〕濾過装置の安定作動による授業カリキュラムの計画的遂行
　 老朽装置の故障による水泳授業の組替え懸念が無くなり、授業運営が計画通りできる環境になりました。

〔３〕全自動式濾過装置の機能充実による安全性向上、経費節減
 ①　能力向上による安全な機器操作及び良好な水質確保
　　ａ　手動式の場合、休日の稼働停止により、遊泳開始時にプール内濁物の残留のおそれがあるのに対し、全自動の
場合、休日のタイマー設定でエレメント内の汚れが限度に達すれば、濾過運転が継続され、良好な水質に保たれます。
　　ｂ　全自動式への更新で、人為的操作ミスや操作忘れが防止でき、適正な濾過運転が保持されます。

 ②　濾過装置の能力向上による経費節減
　　ａ　５０ｍプール用濾過装置機器内の洗浄に要する水量は１分当たり２㎥ですが、手動式の逆洗処理時間が10分程
度要するのに対し、全自動式では２分間に短縮されることで、１６㎥の節水が可能となります。
　　ｂ　手動式の場合、逆洗処理の操作時間不足で充分に濾過装置内を洗浄できず、反対に逆洗操作時間の過多が余計
な水量を消費してしまいますが、適切な逆洗時間で稼働する全自動式は、毎回、適量の水で濾過機能を維持します。
　　ｃ　珪藻土を計量して、毎日投入する必要のある手動式に対して、珪藻土の適量自動投入機能のある全自動式は、
教職員の省力効果に加え、珪藻土不足による濾過精度の低下や珪藻土多寡による無駄な消費を防止します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

老朽化したプール濾過装置の
更新した学校数

活動実績 校 2 2 2
活動見込 校 2 2 2
達成度 100

備考

12,400,000 10,800,000 12,200,000



Ⅱ．事業評価個表（　令和元年度）

単位 平成30年度 令和元年度

完成するまでに1年間を要するため

（伊那市）

落石除去対応件数
5件/年以下

事業実施翌年度に落石除去件数を測定し、評価を実施する。

本交付金を活用にすることにより、落石が頻繁が頻繁に起こる箇所の対策工事を行え、、通行車両の安全
を確保することができました。引き続き落石除去件数の確認や、当路線の安全管理を行い、住民の安全を
確保していきます。

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

件/年

令和２年度

防災工事の実施延長
活動実績

交付金事業の定性的な成果及び評価等

100

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

交付金事業の成果目標
及び成果実績

目標値 件/年 5件/年　以下

達成度 ％

単位 評価年度成果目標 成果指標

活動見込 m 27 30 28
達成度

成果実績

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

% 100 100

落石除去対応件数：
市道黒河内線における
職員・地域住民による
落石除去対応件数

m 27 30 28

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 (公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置) 市道黒河内線＜１＞道路防災工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 伊那市

伊那市長谷黒河内２５８４番地

交付金事業の概要
市道黒河内線は落石が頻繁に起こることから、安全対策が急務である。落石が特に多い箇所（施工延長
L=28ｍ、落石防止網工A=440㎡）の対策工事をすることにより、落石を未然に防ぎ、通行車両の安全を確保
する。

市道黒河内線は、南アルプスへの入山路線として多くの観光客及び登山者のための林道バスが通行する路
線である。道路沿線は急峻な地形で岩盤がむき出しの箇所も多く、落石等がみられるが、安全施設が未整
備であるため、危険な状況となっている。通行者及び林道バス管理者から安全対策工事の要望もあること
から、落石防止網設置工事を実施し、通行車両の安全を確保する。

【目標】
落石が頻繁におこる事業箇所を対策することにより、市道黒河内線の落石除去対応件数を5(件/年)以下に
抑える。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度



うち文部科学省分
うち経済産業省分

　  　      

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

3,200,000 3,300,000

総事業費 4,384,800 5,022,000 4,400,000

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度

3,200,000

交付金事業の評価課室 伊那市建設部建設課

契約の方法 契約金額
交付金事業の契約の概要

交付金充当額

道路防災工事 一般競争入札
伊那市建設部建設課

令和元年度 備考

契約の目的

3,200,000 3,200,000

契約の相手方

3,300,000

交付金事業の担当課室
コウリョウ建設㈱ 4,400,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

番号 措置名 交付金事業の名称

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) 市道鹿嶺線＜１＞道路防災工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 伊那市

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

防災工事の実施延長
活動実績 m 24
活動見込 m 24
達成度

成果実績

伊那市長谷溝口1909番地562

交付金事業の概要
市道鹿嶺線は落石が頻繁に起こることから、安全対策が急務である。落石が特に多い箇所（施工延長L=24
ｍ、落石防止網工A=310㎡）の対策工事をすることにより、落石を未然に防ぎ、通行車両の安全を確保す
る。

目標値 件/年 5件/年　以下

達成度 ％

交付金事業実施場所

落石除去対応件数：
市道黒河内線における
職員・地域住民による

落石除去対応件数

完成するまでに1年間を要するため

市道鹿嶺線は、鹿嶺高原へのアクセス道路として多くの観光客が通行する路線である。道路沿線は急峻な
地形で岩盤がむき出しの箇所も多く、落石等がみられるが、安全施設が未整備であるため、危険な状況と
なっている。通行者及び鹿嶺高原施設管理者から安全対策工事の要望もあることから、落石防止網設置工
事を実施し、通行車両の安全を確保する。

【目標】
落石が頻繁におこる事業箇所を対策することにより、市道鹿嶺線の落石除去対応件数を5(件/年)以下に抑
える。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

落石除去対応件数
5件/年以下

評価年度の設定理由

件/年

交付金事業の評価課室 伊那市建設部建設課
交付金事業の担当課室 伊那市建設部建設課

契約の目的
道路防災工事 一般競争入札 西武建工㈱ 4,653,000

% 100

交付金充当額

備考

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

交付金事業の成果目標
及び成果実績

単位

事業実施翌年度に落石除去件数を測定し、評価を実施する。

本交付金を活用にすることにより、落石が頻繁が頻繁に起こる箇所の対策工事を行え、、通行車両の安全
を確保することができました。引き続き落石除去件数の確認や、当路線の安全管理を行い、住民の安全を
確保していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

（伊那市）

交付金事業の定性的な成果及び評価等

総事業費 4,653,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度

3,700,000

3,700,000

無



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （伊那市）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 市道美篶手良線＜１＞舗装維持工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 伊那市

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

舗装工事の実施延長
(実施延長(m)÷目標延長

(220m))

活動実績 m 46 64
活動見込 m
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

交付金事業の評価課室 建設部建設課
交付金事業の担当課室 建設部建設課

契約の目的

伊那市　美篶　上原区

交付金事業の概要
　本事業で、当該路線の舗装維持工事を実施することにより、緊急的な舗装補修の頻度の減少、ま
た通行車両による周辺住民への騒音・振動の減少の効果が期待できます。

目標値 % 90%以上

達成度 %

舗装維持工事 一般競争入札 清野建設株式会社 5,071,000

% 46m/220m×100%=21% (46m+64m)/220m×100%=50%

完成までに3年を要するため。

住民満足度

　急峻な河岸段丘地形の箇所において、道路の線形がS字形かつ急勾配となっており、路盤下の地
盤のCBR値も低く、舗装の傷みが顕著にみられます。本事業では、緊急的な舗装補修の頻度の減
少、また通行車両による周辺住民への騒音・振動の減少を目標として、当該路線の舗装維持工事を
実施します。

【目標】
　舗装の痛みが顕著にみられる本事業箇所の舗装工事を実施することにより、住民満足度を90%以
上にします。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

住民満足度
90%以上

事業完了翌年度に住民満足度を測定し、評価を実施。

　本事業で、当該路線の舗装維持工事を実施することにより、緊急的な舗装補修の頻度の減少、ま
た通行車両による周辺住民への騒音・振動の減少の効果が期待できます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

%

交付金充当額 4,067,000 3,267,000

単位 令和元年度

総事業費 5,464,800 5,071,000

交付金事業の総事業費等 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30年度

4,067,000 3,267,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （軽井沢町）

事業期間の設定理由 第5次軽井沢町長期振興計画後期基本計画による

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

住民・滞在客
を守る防災・
減災体制の整

備

更新済台数÷
更新予定台数

×100

成果実績 100

目標値 100

達成度 100

評価年度の設定理由

第5次軽井沢町長期振興計画後期基本計画による

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市町村
の主要政策・施策とその目標

【主要政策・施策】
　第5次軽井沢町長期基本計画（H25年度～R4年度）
　　後期振興計画（H30年度～R4年度）
　　　基本方針3　災害に強い安全安心の町
　　　主要施策　住民・滞在客を守る防災・減災体制の整備
　　　　・軽井沢町では、消防団配備用車両更新基準及び消防団車両等整備計画表に基づき、消防
　　　　　団車両については機械の損傷、消耗及び老朽化等により災害活動に支障をきたす恐れが
　　　　　あるため導入より20年を超える車両について更新を行っています。
【目標】
　・自主防災力の強化

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 軽井沢町

交付金事業実施場所 軽井沢町大字茂沢７３１－１　消防団第３分団第１１部詰所（茂沢）

交付金事業の概要

消防団配備用車両（小型動力ポンプ積載車）1台購入
軽井沢町は、第5次長期振興計画の後期基本計画に基づき、住民・滞在客を守る防災・減災体制の
整備に向け経年劣化の見られる消防団車両を更新するため、電源立地地域対策交付金を活用し、
自主防災力の強化に努めます。

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 小型動力ポンプ積載車整備事業



うち文部科学省分
うち経済産業省分

小型動力ポンプ積載車購入 一般競争入札 株式会社北信ポンプ 7,326,000
交付金事業の担当課室 軽井沢町消防課

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 軽井沢町消防課

4,400,000
交付金事業の契約の概要

総事業費 7,326,000

交付金充当額 4,400,000

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

年度

小型動力ポンプ積載車購入
活動実績 台 1
活動見込 台 1

交付金事業の成果目標
及び成果実績

本交付金の活用により、消耗品及び老朽化が見られた消防団車両を更新し、新たに機動力に優れた
高性能な小型動力ポンプ積載車１台を購入し、この車両の活用により自主防災力の強化につながる
ことは勿論、時代に即した車両を適宜配備することにより災害現場での消防団員の負担軽減、また
地域住民への消防団についての広報（アピール）にもつながります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （宮田村）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

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 村道128号線宮田駅西舗装修繕工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 宮田村

交付金事業実施場所 宮田村3155番地2

交付金事業の概要 村道128号線の舗装修繕工事　　L=176.7ｍ　A=797㎡　W=3.3～5.2ｍ　t=14cm

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
【宮田村】
宮田村第５次総合計画　後期基本計画（平成28～令和2年）
　第３章「安心・安全・快適・調和のむらづくり」
　　第３節　地域基盤整備
　　　３道路環境整備
　　　　・村道の維持管理
目標：村道改良済延長　101,090ｍ

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

村道改良済延長
101,090m

村道128号線の舗装修繕
L=176.7ｍ　A=797㎡
W=3.3～5.2ｍ　t=14cm

成果実績 ｍ 100,993.70

目標値 ｍ 101,090.00

達成度 ％ 99.9

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

　村道128号線は、本村の北西部に位置する北割区、南割区の通学路であるとともに、近隣市町村を結ぶ広域幹線道路とJR
宮田駅や中心市街地を結ぶ地域住民にとって重要な道路となっているが、幅員が狭く、路面性状も悪い状況にあるため、
かねてより舗装修繕に対する住民要望が出されてきた中、今年度、本交付金の活用により、当該道路の舗装工を実施する
ことができた。
　次年度は、本年度の施工区間に引き続きJR宮田駅北にある里道踏切までの舗装工を行い、住民ニーズに対応していきた
い。

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 29年度 30年度 元年度（R1.10時点）

道路の改良済延長
活動実績 ｍ 100,825.2 100,865.9 100,993.7
活動見込 ｍ 100,590.0 100,770.0 101,090.0
達成度 ％ 100.23 100.10 99.90

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 5,593,800 6,037,200 5,108,400

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000

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

道路工事 指名競争入札 黒河内建設株式会社 5,108,400
交付金事業の担当課室 建設課
交付金事業の評価課室 みらい創造課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （売木村）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 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３３号炭焼場線<２>舗装修繕工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 売木村

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

　舗装工　　L=319.1m
　　　　　　A=2500㎡

活動実績 L=150m　A=1280㎡ L=169.1m　A=1220㎡

活動見込 L=150m　A=1280㎡ L=169.1m　A=1220㎡

達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

交付金事業の評価課室 産業課
交付金事業の担当課室 産業課

契約の目的

売木村炭焼場

交付金事業の概要 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　　L=169.1ｍ　W=6.7～7.6ｍ　A=1,220㎡　ｔ＝4ｃｍ

目標値 ｍ 319.1

達成度 ％ 100

道路工事 指名競争入札 （有）新野工務店 7,876,000

100% 100%

本路線は単年度の事業では事業費が多大となるため、2年に分けて計画的な整備を行う。

炭焼場線舗装
修繕率
100％

【売木村過疎地域自立促進計画】（H28～H32)村道は、改良率67.7％、舗装率71.2％である。しかし
ながらその多くは一、二級道路であり、その他村道の改良率は55.1％にとどまる。舗装道路も老朽
化が目立ち修繕が必要となっている。村の主要施設である路線等優先順位を考慮して順次修繕を行
う。

【目標】一、二級村道の舗装修繕率100％（令和10年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

炭焼場線舗装
修繕率
100％

2年計画の最終年度

1年目でほぼ1/2の事業が完了。本年度計画完了。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

ｍ 319.1

交付金充当額 4,400,000 4,400,000

単位 元年度 年度

総事業費 6,652,800 7,876,000

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 30年度

4,400,000 4,400,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （天龍村）

＜主要政策・施策＞
・第５次天龍村総合計画　基本計画（平成23年度～32年度）
　基本目標１　活力を支える基盤形成
　施策２　暮らしを支える交通体系の整備
　（２）安全に配慮した道路交通環境の整備
　「長期改良工事や災害等による寸断時に対応できる道路網の整備に取り組みます。
　　危険個所対策として、総合的かつ効率的な判断による道路改良を進め、利用者が
　　常時安心して通行できる道路整備を進めます。」
＜目標＞
・道路網整備と改良の促進による、災害に強く安定した道路環境の整備。

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

除雪に関する苦情件
数０件

令和元年度、冬季間での活用実績により評価したいため。

＜成果＞
坂部地区へ、ミニホイールローダを配備したことで、地区住民により早期の除雪作業が可能となり、悪路
の早期解消による道路の安全確保に寄与できた。
＜評価＞
平成25年度に発生した豪雪より他地区と比べて長期間孤立した事例があり、近年の異常気象により同じよ
うな事例が発生する恐れがあるなか、本事業により、坂部地区へミニホイールローダを配備したことで、
住民の安心安全の確保に繋がった。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

件 0

長野県下伊那郡天龍村神原坂部　林道虫川新野峠線　農道坂部線

交付金事業の概要 ミニホイールローダを坂部地区へ配備し、地区の有資格者により除雪を行う。

目標値 件 0

達成度 ％ 100%

除雪に関する
苦情件数
（件）

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 ミニホイールローダ整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 天龍村

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分 4,578,000

交付金充当額 4,578,000

単位 年度 年度

総事業費 5,940,000

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 令和元年度

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

無

交付金事業の評価課室 地域振興課
交付金事業の担当課室 地域振興課

契約の目的
ミニホイールローダ整備 指名競争入札 飯田ヂーゼル㈱ 5,940,000

％ 500

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

除雪時間（１回当たり）
活動実績 ｈ 2
活動見込 ｈ 10
達成度











Ⅱ．事業評価個表（元年度） （上松町）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 町道滑川線<１>改良工事

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５次上松町総合計画(2011～2020年度)　基本計画5章　１、道路　③国道、県
道へのアクセス道路の整備を計画的に進めます。
【目標】該当地区における交通事故の発生数0件/年

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 上松町

交付金事業実施場所 上松町小川2439－4　町道滑川線

交付金事業の概要 町道滑川線の改良工事

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

該当地区における交
通事故の発生数0件/
年

工事対象道拡幅によ
り同区域(田代近辺)
における年間事故発
生数を0件にする

成果実績 件

目標値 件 0

達成度 %

評価年度の設定理由

拡幅された町道の効果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

　本交付金を活用した上記道路の改良工事により、車両交通時の安全性・利便性の向上を図ることで
きました。　該当地域は都市計画上の第一種低層住居専用地域に指定されており、また、今後も新た
な宅地造成や住宅建設等が予定されていたことから、近隣路線における車両通行量の増加が見込ま
れ、拡幅を主とする道路改良は必須の課題でありました。
　今後も車両交通状態に注視しつつ、近隣住民からの声等も参考として、該当地域の居住性の維持確
保に努めていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無し

達成度 % 94

年度

該当道路における幅員延長
最大部の長さ(ｃｍ)

活動実績 ｃｍ 202
活動見込 ｃｍ 214

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

総事業費 13,717,000 0 0

交付金充当額 10,000,000 0 0
0 0 0

10,000,000 0 0



　  　      

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

交付金事業の契約の概要

道路改良工事 一般入札 山一建設(株) 13,717,000
交付金事業の担当課室 建設水道課　土木住宅係

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 企画財政課　企画政策係



Ⅱ．事業評価個表（元年度） （上松町）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

0 0 0
5,993,000 0 0

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 元年度単位 年度 年度

総事業費 9,119,000 0 0

交付金事業の総事業費等 元年度

無し

交付金事業の定性的な成果及び評価等

件

5,993,000 0 0

令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

% 106
年度 年度 備考

ｃｍ
該当道路における幅員延長

最大部の長さ(ｃｍ)

活動実績 ｃｍ 213
活動見込

上松町小川2439－4　町道寝覚上住宅6号線

交付金事業の概要 町道寝覚上住宅6号線の改良工事

目標値 件 0

工事対象道拡幅によ
り同区域(田代近辺)
における年間事故発
生数を0件にする

【主要政策・施策】第５次上松町総合計画(2011～2020年度)　基本計画5章　１、道路　③国道、
県道へのアクセス道路の整備を計画的に進めます。
【目標】該当地区における交通事故の発生数0件/年

事業開始年度

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

成果実績

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

交付金充当額

番号 措置名 交付金事業の名称

達成度 %

200
達成度

評価年度の設定理由

該当地区における交
通事故の発生数0件/
年

拡幅された町道の効果を図るため事業実施翌年度に評価を実施

　本交付金を活用した上記道路の改良工事により、車両交通時の安全性・利便性の向上を図るこ
とできました。　該当地域は都市計画上の第一種低層住居専用地域に指定されており、また、今
後も新たな宅地造成や住宅建設等が予定されていたことから、近隣路線における車両通行量の増
加が見込まれ、拡幅を主とする道路改良は必須の課題でありました。
　今後も車両交通状態に注視しつつ、近隣住民からの声等も参考として、該当地域の居住性の維
持確保に努めていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

1 地域活性化措置 町道寝覚上住宅6号線<一般>改良工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 上松町



道路改良工事 指名入札 木曽協和産業(株) 9,119,000円

交付金事業の評価課室 企画財政課　企画政策係
交付金事業の担当課室

交付金事業の契約の概要

建設水道課　土木住宅係

契約の目的 契約金額契約の方法 契約の相手方



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （南木曽町）

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

木曽郡　南木曽町　田立

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

成果実績

評価年度の設定理由

この路線は例
年部分的な補
修を繰り返し
てきたが、本
交付金を活用
し大規模な打
ち替え工事を
行うことで、
轍やひび割れ
が解消され、
住民の生活の
利便性が向上
させる。

PDCAサイクルを回すために毎年度事業評価を行う必要があるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

件 0

目標値 件 0

達成度 ％ 100%

本工事後の舗
装破損による
事故発生件数
及び地域住民
からの要望苦
情の件数を０
件におさえる
ことを目標と
する。

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

3
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

町道塚野線‹2›舗装修繕工事事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南木曽町

交付金事業の概要

舗装工 L=269.3m A=842.0㎡ 小型水路工 L=243.5m
町道塚野線は塚野地区集落と一般県道中津川田立線を結ぶ重要なアクセス道路となっている。しか
し、車両の通行や経年による劣化及び車両の大型化により、路面の変形が著しく、各所に轍や段
差、ひび割れが出来ているため修繕を行う必要性がある。
　本交付金を活用し大規模な打ち替え工事を行うことで、轍やひび割れが解消され、住民の生活の
利便性が向上される。

町道塚野線‹2›舗装修繕工事事業は主な工種が舗装工であり温暖な季節の施工が工事の品質及び道
路管理に優れるため。

南木曽町総合計画　町道の改良整備の促進
児童、生徒、老人等の交通弱者が、安全に利用できる道路環境に努め、更に日常生活の利便性を高
めるため、住民の理解と協力を得ながら町道の新設・改良、舗装の修繕等計画的に整備を進めま
す。また、災害時における避難道路・輸送道路となる道路網の円滑な整備を進めます。
町道の改良率61.0％

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度



うち文部科学省分
うち経済産業省分

　  　      

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

道路工事 指名競争入札 ㈲松瀬組　南木曽町田立84-1 15,092,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の評価課室 建設環境課

契約の方法 契約の相手方 契約金額

0
14,000,000

活動見込 ｍ 269.3
達成度

交付金充当額 14,000,000

単位

総事業費 15,092,000

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

無
年度 年度活動指標 令和元年度

施工延長
活動実績 ｍ 269.3

交付金事業の担当課室 建設環境課

契約の目的

交付金事業の活動指標
及び活動実績

％ 100



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） （南木曽町）

単位 年度 年度
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

第10次総合計画（平成30年度～平成39年度）
　第１章　もっと思い切り　定住化
　　第１節　快適な社会基盤のあるまちづくり
　　　14　消防対策の推進
・今後、消防団員の減少が予想される中で、効果的な消防団活動を確保するために機械力の整備充
実、消防団拠点施設の整備を進め、災害に即応できる体制の整備強化に努めて「災害に強いまちづ
くり」を目指します。
　目標：導入から20年を経過する消防車両の更新

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

導入から20年
を経過する消
防車両の更新

次年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度末に評価を実施。

本交付金の活用により、導入から20年を経過する消防車両を更新することが出来ました。次年度に
向けた改善としては、更新対象の車両を事業年度の早期に導入し、配属分団の団員に機械器具の扱
いを早くから慣れてもらうことで、地域消防力の維持・強化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

無し

交付金事業の定性的な成果及び評価等

台 1

南木曽町読書845番地4（1分団3部）

交付金事業の概要

小型動力ポンプ付普通積載車の購入（更新）
現在使用している小型動力ポンプ付普通積載車は、平成11年に導入されたものであり、老朽化が著
しく今後の消防活動に支障をきたす恐れがあるため、小型動力ポンプ付普通積載車を購入（更新）
します。

目標値 台 1

達成度 台 1

％ 100

―

導入から20年
を経過する消
防車両の台数

1
公共施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

小型動力ポンプ付普通積載車購入事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南木曽町

導入から20年を経過する消防
車両の洗い出し

活動実績 台 1
活動見込 台 1
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分 10,500,000

交付金充当額 10,500,000

総事業費 10,978,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備考

交付金事業の評価課室 南木曽町役場総務課総務係
交付金事業の担当課室 南木曽町役場総務課総務係

契約の目的
小型動力ポンプ付普通積載車購入 指名競争入札 コバボーシステム　株式会社 10,978,000

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要











Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） 大桑村

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

3
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

大桑村スポーツ公園整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大桑村

成果実績

評価年度の設定理由

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

大桑村大字殿

交付金事業の概要 大桑村スポーツ公園の整備（大型遊具更新、駐車場の新設等）

目標値 件 0

達成度 ％

公園整備の完成を令和４年度に予定しているため。

敷地内におけ
る

重大事故件数

主要政策・施策：第５次大桑村総合計画 後期基本計画（2019年度～2023年度）
　　　　　　　　第５章　人と文化が輝き歴史が息づくむらづくり
　　　　　　　　３.生涯スポーツ　（４）スポーツ施設の整備充実

　　　　　　　　　昨年度の遊具定期点検の結果、公園建設当時から設置されていた「擬木トリデ」
　　　　　　　　が、経年劣化による内部鉄骨とコンクリートとの剥離が見られ、コンクリート落下
　　　　　　　　の恐れがあることから、使用不可と診断されました。「擬木トリデ」は利用者も多
　　　　　　　　く、公園の主要な施設あることから、新たな大型遊具を建築する必要があります。
　　　　　　　　　また、大桑村スポーツ公園は駐車場からわんぱく広場へ移動する際に車道を横断
　　　　　　　　する必要があり、以前から危険視されていました。既存テニスコートを廃止し駐車
　　　　　　　　場を新設することで、駐車場からわんぱく広場への安全な経路を確保することがで
　　　　　　　　きます。

　目　　　標　：公園敷地内における重大事故件数０件

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和４年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

敷地内におけ
る

重大事故件数
０件

本年改修部分は令和元年度途中から使用開始となるため。

本交付金の活用により、大桑村スポーツ公園の大型遊具の更新及び芝広場と駐車場の整備をする
ことができました。今後も継続的な公園の整備及び安全管理をし、当該公園内における重大事故
０件の達成を目指します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

件



うち文部科学省分
うち経済産業省分

指名競争入札 株式会社　半坂土木 40,124,000
交付金事業の契約の概要

大桑村スポーツ公園の改修
活動実績 ｍ2 3313.1
活動見込 ｍ2 3313.1
達成度

交付金事業の評価課室 大桑村教育委員会　生涯学習係
交付金事業の担当課室 大桑村教育委員会　生涯学習係

大桑村スポーツ公園改修工事

％ 100

交付金充当額 34,461,000

単位 年度 年度

総事業費 40,124,000

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 元年度

34,461,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度） 大桑村

主要政策・施策：第５次大桑村総合計画 後期基本計画（2019年度～2023年度）
　　　　　　　　第３章　快適で住みやすいむらづくり
２.道路・公共交通　（４）村道の適正管理と整備
当該路線は、長野中地区内の集落間を結ぶ路線で,道路幅員は2.0ｍと狭いうえに、道路面は凸凹な
状況であり、歩行者及び車両の安全が確保されていません。現に近隣住民から脱輪等の事例が報告
されていることから早急に改良する必要があります。本交付金を利用し、車道幅員の拡幅・道路面
舗装・防護柵の設置をすることで、歩行者及び車両の安全が確保されます。
　
　目　　　標　：重大事故件数０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 ２年度

重大事故
件数０件

使用開始後１年間の実績を評価の対象とするため。

本交付金の活用により、村道長野中二号線の改良工事を行うことができました。改良により幅員及
び
路面の凹凸が改善され、通行者及び通行車両の安全が確保されました。今後も当該道路の維持管理
を

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

件成果実績

評価年度の設定理由

目標値 件 0

達成度 ％

重大事故
件数０件

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

2
(公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置)

村道長野中二号線改良事業＜一般＞

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大桑村

事業開始年度 元年度 事業終了（予定）年度 元年度

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

大桑村大字長野

交付金事業の概要 村道長野中二号線の改良

安全が確保されていない部分の改良が一カ年で終了するため。



うち文部科学省分
うち経済産業省分

交付金事業の評価課室 建設水道課建設住宅係

6,000,000

交付金事業の担当課室 建設水道課建設住宅係
村道長野中二号線改良事業 指名競争入札 金子土建株式会社 7,392,000

契約金額
交付金事業の契約の概要

契約の目的

活動指標 令和元年度

交付金充当額 6,000,000

単位

契約の方法 契約の相手方

年度 年度

総事業費 7,392,000

％ 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 村道長野中二号線の改良

活動実績 ㎡ 280
活動見込 ㎡ 280
達成度



Ⅱ．事業評価個表（　　元　年度） （木曽町）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

3
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

町道木曽駒線＜２＞舗装改良工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 木曽町

成果実績

評価年度の設定理由

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

木曽町新開大原

交付金事業の概要
町道木曽駒線の舗装改良工事（施工延長100.0ｍ、幅員5.9～6.5ｍ、面積536㎡）
町道木曽駒線は生活道路として重要な路線であり、路線バスの運行・通勤・通学など車輌の通行量が多
く、交通安全上の対策を行う必要があるため、本交付金を活用して舗装改良工事を行ないます。

目標値 ％ 80

達成度 ％ 100

不要

満足と回答し
た住民÷回答

者

　町道木曽駒線は、木曽町新開大原地籍に位置し生活道路として重要な路線であり、路線バスの
運行・通勤・通学をはじめ地域住民の通行頻度が高い。近年、舗装のひび割れや歪み、また、冬
期には凍み上がりが著しく舗装路面のワダチが酷く路面排水に影響が出てしまい水溜りや凍結が
発生しており、通行に支障をきたしているところです。
　このため、本交付金を活用し、舗装改良工事を行なうことにより、円滑で安全な交通の確保が
期待でき、併せて町広報誌やホームページ等での広報活動を行うことで、発電用施設の設置及び
運転の円滑化のため、地域の理解を推進していくこととする。

事業開始年度 元年度 事業終了（予定）年度 元年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 元年度

事業終了後の
住民満足度
80％以上

一年を通して利便性の向上及び安全対策の向上を確認するため

舗装打替工事（施工延長102ｍ、幅員5.68ｍ～6.5ｍ、面積531㎡）の完了

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の契約の概要

舗装改良工　施工延長
活動実績 ｍ 102
活動見込 ｍ 100
達成度

交付金事業の評価課室 企画財政課

交付金事業の担当課室 建設水道課

契約の目的

町道木曽駒線＜２＞舗装改良工事 一般競争入札 神稲建設㈱木曽支店 12,727,000

ｍ 102

交付金充当額 11,000,000

単位 年度 年度

総事業費 12,727,000

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 元年度

11,000,000



Ⅱ．事業評価個表（　　元　年度） （木曽町）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

2
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２１号線＜一般＞舗装改良工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 木曽町

成果実績

評価年度の設定理由

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

木曽町開田高原中沢

交付金事業の概要
町道２１号線の舗装改良工事（施工延長158.8ｍ 幅員W=3.6～4.6ｍ 舗装面積657㎡）
町道２１号線は、生活道路として重要な路線であり、通勤・通学など車両の通行量が多く、安全上
の対策を行う必要があるため、本交付金を活用して舗装改良工事を行います。

目標値 ％ 80

達成度 ％ 100

不要

満足と回答し
た住民÷回答

者

　町道２１号線は、開田高原末川地籍に位置し生活道路として重要な路線である。近年、舗装のひ
び割れや歪み、また、冬期には凍み上がりが著しく舗装路面のタワミが発生し路面排水に影響が出
てしまい水溜まりや凍結が発生しており、通行に支障をきたしているところです。
　このため、本交付金を活用し、舗装改良工事を行うことにより、円滑で安全な交通の確保が期待
でき、併せて町広報誌やホームページ等での広報活動を行うことで、発電用施設の設備及び運転の
円滑化のため、地域の理解を推進していくこととします。

事業開始年度 元年度 事業終了（予定）年度 元年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 元年度

事業終了後の
住民満足度
80％以上

一年を通して利便性の向上及び安全対策の向上を確認するため

舗装打替工事（施工延長158.8ｍ、幅員3.6～4.6ｍ、面積657㎡）の完了

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100



うち文部科学省分
うち経済産業省分

契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

舗装改良工　施工延長
活動実績 ｍ 158.8
活動見込 ｍ 158.8
達成度

交付金事業の評価課室 企画財政課
交付金事業の担当課室 建設水道課

契約の目的
町道２１号線＜一般＞舗装改良工事 一般競争入札 常盤工業㈱木曽営業所 14,993,000

ｍ 158.8

交付金充当額 14,300,000

単位 年度 年度

総事業費 14,993,000

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 元年度

14,300,000
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