










交付金事業の総事業費等

総事業費
交付金充当額

I, � うち文部科学省分--------・. ---
！うち経済産業省分

交付金事業の契約の概要
契約の目的

施設の管理運営
交付金事業の担当課室
交付金事業の評価課室

平成2 9年度 平成3 0年度 令和元年度

454,179,139 448,958,000 453, 114, 000 
200,000,000 200,000,000 200,000,000 

------------------------------------ _____________________________ ,. ______________ 疇―------------------彎_______,. --------

゜ ゜ ゜
---·---------.. ---·-------·------------- ----------------------------------- ------------------------------------

200,000,000 200,000,000 200,000,000 

契約の方法 契約の相手方
指定管理委託 公益財団法人

大分県芸術文化スポー ツ振興財団

大分県企画振興部芸術文化スポー ツ振興課
大分県企画振興部芸術文化スポー ツ振興課

備 考

一,.. -.... ---------------------.. -----------------

--------------------------------------------

契約金額
453, 114, 000 













評価に係る第三者機関等の活用の有無
佃J ヽヽヽ

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度
交付金事業の活動指標 県内の支援学校のスク ー 活動実績 台 ゜ ゜ 1 
及び活動実績 活動見込 台 ゜ ゜ 1 ルバスの整備台数 達成度 #DIV/0! #DIV/0! . 100. 0% 
交付金事業の総事業費 令和元年度 年度 年度 備 考等

総事業費 9,185,000 
交付金充当額 9,185,000 r!
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9,185,000 
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
三菱ふそうトラック ・ バス

備品（車両）購入 ・一般競争入札 株式会社 9,185,000 
九小卜 1 ふそう大分支店

交付金事業の担当課室 教育庁 教育財務課
交付金事業の評価課室 教育庁 教育財務課 ヽ





Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

平成16年度 事業終了（予定）年度 令和3年度事業開始年度

成果目標 成果指標

当該交付金交付期間満了まで事業期間の設定理由

達成度

交付金事業実施場所 臼杵市役所

交付金事業の概要

市道赤峰線は、国道３２６号と市道川風線に接続し、市南西部（南野津地区）と大分市及び豊後大野市等主要都市を結
ぶ重要路線であるが、幅員狭小で見通しの悪い箇所が残されており、車両通行及び通学時に危険な状態である。地域住
民の利便と安全を図る点から全線における早期改良工事が望まれているため、着実な改良工事を行うための基金造成と
して交付金を充当する。
（事業量）
＜市道赤峰線の改良工事（L=1,020m、W=7.0m)のための基金造成＞

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次臼杵市総合計画（平成２７年度～平成３６年度）
まちづくりの目標Ⅵ　社会基盤が整い、行動力がある市民が暮らすまち
施策の方針17　交通基盤を整える
具体的施策38　適正な道路整備及び災害にも強い道路網
・市道赤峰線は、幅員狭小で見通しの悪い箇所が残されており、車両通行及び通学時に危険な状態であるため、本改良
工事により、事故防止及び利便性の向上に努めます。
目標：
総合計画の整備期間内に計画している区間の安全が確保できた道路整備率１００％（平成32年度）

％

％

％

交付金事業の成果目標及び成
果実績

評価年度の設定理由

事業実施終了年度に評価を実施

単位

総合計画の整備期間内
に計画している区間の
安全が確保できた道路
整備率１００％

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 臼杵市

全体改良工事に占める改良
達成率（％）

100.0

評価年度 令和3年度

成果実績

目標値

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

市道赤峰線改良工事基金造成事業



交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等

  令和元年度平成30年度

うち経済産業省分

平成29年度単位
活動実績
活動見込

平成30年度 平成31年度 令和元年度 備　考

千円

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

440,000 440,000 440,000
440,000

達成度

活動指標
千円

％
440,000 440,000

無

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

4,400,000

4,400,000

4,400,000

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

100.0% 100.0% 100.0%
基金造成額

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

大分県商工観光労働部工業振興課

大分県商工観光労働部工業振興課

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 ‐ 4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000







活動指標 単位 令和元年度
交付金事業の活動指標及び活 活動実績 式 25 

動実績 防火衣の整備 活動見込 式 25 

達成度 ％ 100.0% 

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度

総事業費 5,747,500 

交付金充当額 4,400,000 
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4,400,000 

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 I 契約の相手方

消防吏員用防火衣 指名競争入札 I （株）消防防災
交付金事業の担当課室 大分県商工観光労働部工業振興課
交付金事業の評価課室 大分県商工観光労働部工業振興課

I 
I 

年度 年度

備 考

---··-__ , ___ ,_. -・，．．．ヽーー・・..,● ...、●●疇......輪..'��. -----------

------·----·----·-----··-......... •·---. --··-· ·-....... ··-... -

契約金額
5,747,500 







交付金事業の定性的な成果及び評価等

第6次H田市総合計画に基づき、地域の実情を考慮した効率的な道路整備に取り組んでいる。市道町内線は生活道路と
して利用されているほか、天ヶ瀬温泉街などへの観光客も多く利用しているが、前回整備から11年が経過し損傷が激し
く支障をきたしていたため、今回の整備によって車両、及び歩行者の安全性の確保され、地域住民の利便性の向上が図
られた。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
価"" 

活動指標 単位 平成30年度
交付金事業の活動指標及び活 活動実績 m 326 
動実績 道路舗装 延長L=394 m 活動見込 m 326 

達成度 ％ 100.0% 

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 年度

総事業披 19,780,200 25,716,900 
交付金充当額 22,800,000 

r 
「うち文部科学省分 -------------------
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-
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うち経済産業省分 22,800,000 
交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 I 契約の相手方
道路舗装工事 指名競争入札 I 豊中建設株式会社

交付金事業の担当課室 企画振興部天瀬振興局
交付金事業の評価課室 企画振興部地方創生推進課

I 
I 

令和冗年度 年度
396 
394 

100.5% 

備 考

----------..................... -.. , ..... -........... 會•·•••·•••.. •·•·.. ••--•-••·•·•• .. 

,. _______皐----·----...... ■ .......... ■ ----·-.... -.................. _., .... ·-·-

契約金額
25,716,900 







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小型動カポンプ付消防積載車を2台更新することができた。
次年度に向けては、 更新した車両を積極的に広報やイメ ー ジアップ戦略に活用し、新規の消防団員の確保や既存団員の
士気高揚に努め、 地域の防災力の要としてのレベルアップを図っていく。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
佃’‘‘‘ 

活動指標 単位 平成30年度
交付金事業の活動指標及び活 活動実績 台 3 

動実績 消防車両の整備台数 活動見込 台 3 

達成度 ％ 100.0% 

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 年度

総事業牲 20,274,300 13,156,000 

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 

．i
． 

うち文部科学省分
..... ------____ .. ______ ------.... ---,..,_,._,. _____ .......... -----·------------------ ---------..... -. ...... -------·----一·-----·-·—--· 一•一------·---·一 -_,. ........ _,.. -·............. ,. __ ...... ----'""'"----·---

f うち経済産業省分
----------- -- -------------------------------- .. -----------... -.. --- ....... ■ ----.... ........ --........ ---ー----,._,_ -,._ -................. ---.... --..... ---.. -------------........ _ .. 疇····-·--····-

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 I 契約の相手方

消防積載車整備 要件設定型一般競争入札 I （株）消防防災大分支店

交付金事業の担当課室 大分県商工観光労働部工業振興課
交付金事業の評価課室 大分県商工観光労働部工業振興課

I 
I 

令和元年度 年度
2 

2 

100.0% 

備 考

9 -·..... ,.._ .... --.. --·-- .... - --.... ---.. --....... --ヽーー・'-------------

..唱......·----..... -------------- --___ ,_ ----·--------------------

契約金額
13,156,000 







活動指標 単位 令和元年度
交付金事業の活動指標及び活 活動実績 台 1 

動実績 コミュニティバス車両 活動見込 台 1 

達成度 ％ 100.0% 

交付金事業の総事業翡等 令和元年度 年度 年度

総事業撒 7,425,000 

交付金充当額 7,425,000 
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ち経済産業省分

交付金事業の契約の概要
契約の目的

コミュニプイバスの整備
交付金事業の担当課室
交付金事業の評価課室

. 
7,425,000 

契約の方法
指名競争入札
大分県商工銀光労働部工業振興課
大分県商工観光労働部工業振興課

I 契約の相手方
I （有）二重モー タ ース

I 
I 

年度 年度

備 考

---------------. -_ .............. _,. __ ,._, .. 尋-----. -__ .. ,. -... " .......

-.. -·------.. --------............... _ ............... -·-• ... 鼻胃.,,-,.,● ...... 霞

契約金額
7,425,000 































交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度

総事業費 6,642,900 

交付金充当額 5,233,000 
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5,233,000 

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
耐震性防火水槽設置工事 入札 （有）佐藤鉄工

交付金事業の担当課室 大分県商工観光労働部工業振興課
交付金事業の評価課室 大分県商工餓光労働部工業振興課

備 考

....... 一...一ー←_., _______壽 ......... —......................... _ 
ト・......_., _________ ., _______ ........ ·-----

契約金額（円）
6,642,900円





令和元年度 年度

9,047,500

5,300,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 5,300,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法

耐震性防火水槽設置工事 入札

大分県商工観光労働部工業振興課

大分県商工観光労働部工業振興課

木村土木

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

9,047,500円

契約の相手方 契約金額（円）

総事業費

交付金充当額

交付金事業の総事業費等 年度 備　考













4,165,983円
契約金額

のつはる少
年自然の家
の年間利用
者数（令和
元年度
22,500人）

150 150

令和元年度

150

22,500

達成度

団体

4,210,726

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

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

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

目標設定の大分市教育ビジョン2017の第Ⅰ期の終期が令和元年度であることから、翌年度の令和2年度に評価を
実施します。

本交付金の活用により、安定したライフラインの供給に資することができ、入所者の夏季・冬季の健康維持管
理や快適性の向上につなげることができた。
次年度に向けては、利便性、快適性が向上したことから、利用者のさらなる満足度の向上につなげ、利用者の
増加に向けた取り組みを進めていくこととしています。

―

交付金事業の定性的な成果及び評価等

91.3% 88.0%
自然の家利用団体数

評価年度 令和２年度

成果実績

目標値

評価に係る第三者機関等の活用の有無

単位成果目標 成果指標

交付金事業の担当課室
交付金事業の評価課室

活動指標

大分県商工観光労働部工業振興課

団体

大分県商工観光労働部工業振興課

155 137

94.5%

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30年度

達成度 ％

29年度 30年度 備　考

のつはる少
年自然の家
の年間利用
者数（令和
元年度
22,500人）

3,939,710

4,210,726

21,256

契約の目的 契約の方法 契約の相手方

％

3,939,710 1,456,010

132

人

人

103.3%

電気代 随意契約 九州電力株式会社

3,939,710

1,456,010 4,210,726

計

ガス代 随意契約 大分県農業協同組合 44,743円
4,210,726円

1,456,010







活動指標 単位 令和元年度
交付金事業の活動指標及び活 活動実績 m 80 
動実績 施工延長 活動見込 m 80 

達成度 ％ 100.0% 

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度

総事業挫 17,789,200 

交付金充当額 15,000,000 
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15,000,000 

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 I 契約の相手方

農道整備 指名競争入札 I 嶺田建設株式会社
交付金事業の担当課室 大分県商工親光労働部工業振興課
交付金事業の評価課室 大分県商工観光労働部工業振興課

I 
I 

年度 年度

備 考

-------------------·--·-一旱―----------尋------------·-··
.• 一．．ー■•------鴫,... ー■• 一｝■．．．ー・-·-----鴫•••• ,...r_-o,_,.. .,, • ■-■-• 帆..●ー・・,,..,_,.,● ,_,. 

契約金額
17,789,200円





活動指標 単位 令和元年度
交付金事業の活動指標及び活 活動実績 棟 1 
動実績 集会所整備 1棟 活動見込 棟 1 

達成度 ％ 100. 0%

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度

総事業毀 6,000,000 
交付金充当額 6,000,000 
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-―-―____ ,_、--1-一―-- ----------―-―----― 

6,000,000 
交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 I 契約の相手方
施設整備補助金 I 下河原自治会

交付金事業の担当課室 大分県商工観光労働部工業振興課
交付金事業の評価課室 大分県商工観光労働部工業振興課

I 
I 

年度 年度

備考

----------------------

___ , __―---·------―--_______ , __ ----------· ■ 

契約金額
6,000,000円


	大分県（直接）（修正）
	大分県（間接）（修正）



