




活動指標 単位 令和冗年度 年度 年度
交付金事業の活動指標

新たにリ ー スによって導
活動実績

ム
ロ 117 

及び活動実績 活動見込
ム
ロ 117 

入されるパソコン台数
達成度 ％ 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 4, 244, 345 

交付金充当額 4, 244, 345 
贔__ ,. ________� 日, ..... - - - --- ---------- ----------·-·-·-·-------·------·--·-----... --.. ----------- ----....... -... -----亭�-------------一ー一 ---曇- -- --- -----........ ー・尋--叫___.,. ___________一-- --... --------------------------------------

！うち文部科学省分:--------------------— -----------------·---·--·--·---------- ---------------------------------- ----------------------------------

iうち経済産業省分 4, 244, 345 

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法
リ ー ス契約 指名競争入札

交付金事業の担当課室 教育総務課

交付金事業の評価課室 企画財政課

契約の相手方
（株）学教

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

契約金額
4, 244, 345 









別紙
L 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
に係る整 道路橋りょう管理事業（道

1 備、 維持補
修又は維持 路維持用車両機械購入）
運営等措骰

交付金事業者名又は 交付金事業に要
間接交付金事業者名 した経費

小林市 10,156,000 

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II. 事業評価個表（ 令和元年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金充当額

10, 156, 000 

1 公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等措置 道路橋りょう管理事業（道路維持用車両機械購入）
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 l小林市
交付金事業実施場所 小林市野尻町

4トンダンプトラック(1台）、 小型バックホー (1台）の購入

備 考

（総事業費）
10, 348, 000 

． 

小林市は、 第2次小林総合計画に基づき、 「地域と密着した道路整備・維持管理により
交付金事業の概要 災害被害を最小とする都市づくり」を推進しており、 電源立地地域対策交付金を活用

し、 日常の道路維持管理の向上を図り予防保全に務め災害の最小化、 安全な道路通行の
確保を目指します。



交付金に関係する主要政策・施策
第2次小林総合計画（平成29年度～令和7年度）

交付金事業に関係する 分野4 くらし
都道府県又は市町村の 基本施策4 - (4)生活基盤を整備します

主要政策・施策とその 目標1 - (2)市民が安心• 安全・快適に通行できる状態
目標 幹線道路以外の生活道路を、 全ての市民が安心、安全及び快適に通行できる状態を目

指します。

目標：重機の年間稼働日数 200日

事業開始年度 平成2 9年度I 事業終了（予定）年度 令和7年度
事業期間の設定理由 総合計画の終期

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和8年度

野尻庁舎地 成果実績 日
重機の年間
稼働日数 域整備課調 目標値 日 200 

ベ

交付金事業の成果目標 達成度 ％ 

及び成果実績 評価年度の設定理由
PDCAサイクルによる改善のため、総合計画終期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

評価に係る第二者機関等の活用の有無
佃‘‘‘‘ 

活動指標 単位 令和冗年度 年度 年度
交付金事業の活動指標 活動実績 ムロ 2 
及び活動実績 重機の配置数 活動見込 A ロ 2 

達成度 ％ 100. 0%   











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 市道三納線舗装補修事業持補修又
は維持運
営等措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

西都市

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II. 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
持補修又は維持運営等措置 市道三納線舗装補修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 l西都市
交付金事業実施場所 I西都市大字三納

交付金事業に要 交付金充当額 備 考した経費

18,133,000 18,133,000 
（総事業費）

．

19,478,659 

交付金事業の名称



交付金事業の概要

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策·施策とその
目標

事業開始年度
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

道路舗装
アスファルト舗装（施工延長 L= 5 8 Om、 舗装面積 A= 3, 5 8 7 m2、
車道幅員 W= 6 . 0 m�6 . 4 m、 区画線 L= 1 , 8 0 7 . 8 m)
西都市は、 第四次西都市総合計画前期計画に基づき市内での道路網の整備が進み、 市内外
の移動が快適かつ安全に行われ、 交流や産業活動が活発に展開される社会を目指してお
り、 今回、 電源立地地域対策交付金を活用して計画的な市道整備を推進し、 安全性や利便
性の向上に努めています。

交付金事業に関係する主要政策・施策
第四次西都市総合計画前期計画（平成23年度～令和2年度）
基本施策① 生活を支える社会基盤づくり

第2節 道路交通網の整備
〔1〕道路網の整備

・広域的な幹線道路網や市内での道路網の整備が進み、 市内外の移動が快適かつ安全
に行われ、 交流や産業活動が活発に展開される社会を目指します。
主要指標：令和2年度末までに市道改良済み延長234. 0kmを目標とする。

平成23年度 I 事業終了（予定）年度 I 令和2年度
第四次西都市総合計画前期計画の終期

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

成果実績 km 

市道改良済 西都市建設 目標値 km 234.0 
延長 課調べ

達成度 -% 0.0% 

評価年度の設定理由
PDCAサイクルによる事業改善を図るため、 第四次西都市総合計画前期計画の終期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
‘‘‘‘ 

活動指標 単位 平成2 9年度 平成3 0年度 令和元年度
活動実績 件 14 7 13 

交付金事業の活動指標 活動見込 件 14 7 13 
及び活動実績 西都市内での道路舗装工

事実施件数 達成度 ％ 100. 0% 100.0% 100.0% 

交付金事業の総事業費 平成2 9年度 平成3 0年度 令和元年度 備 考等
総事業費 20,639,738 19,200,431 19,478,659 59,318,828 
交付金充当額 ・ 18,133,000 18,133,000 18,133,000 

！うち文部科学省分
皿·--------· —----—------------------·------- ー·ー·—---------------------------—·―――·--- ---------·---------一·―――·------------- ----------------------------------

----囀--------一

゜ ゜ ゜

｝！• うち経済産業省分
--·-------—·—___ , —---------—·—---------· -------—•—-----________ ._,_, __—•ー·—--·—·-- .. , .. ____ ------·- ,.._, __ , __ , .. 『．疇,. ___ ... __________ ー、一-----·---------.. ---

---漬----------------------------

. 18, 133, 000 18,133,000 18,133,000 
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 （株）伊達組（西都市） 19,478,659 

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



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 令和元年度松尾地区体育館
持補修又 改修工事
は維持運
営等措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

椎葉村

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II. 事業評価個表（令和元年度）
番号 措置名

交付金事業に要
した経費

28,664,000 

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

令和元年度松尾地区体育館改修工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I椎葉村 ． 

交付金事業実施場所 I椎葉村大字松尾地区内

交付金充当額 備 考

28,664,000 （総事業費）
37,275,700 

． 



体育館改修工事 A=583.0lm2 
椎葉村では、 椎葉村総合戦略に基づき、 子どもたちが「健やかで笑顔溢れるむら」を創

交付金事業の概要 ることを目標としており、 今回、 電源立地地域対策交付金を活用して体育館を改修するこ
とにより、 スポーツ環境の充実を通して、 子育てしやすい村づくりと魅力ある人材の育成
に努めています。

椎葉村総合戦略（平成2 7年度～令和元年度）
基本目標③ 子どもたちが「健やかで笑顔溢れるむら」を創る

交付金事業に関係する 具体的施策② 子育てしやすい村づくりと魅力ある人材の育成
都道府県又は市町村の 施策内容4. スポーツ環境の充実と体力向上支援
主要政策・施策とその 体力やスポーツ技術の向上を図るため、 施設整備や指導者育成、 プロ ・ アマ合宿誘致な
目標 ど多様なスポーツにふれあう機会を創出し、 スポーツカ向上を固り、 県大会や国体等で活

躍できる選手の育成を目指す。
目標：村外からのプロ ・ アマのスポーツ合宿等の実施 令和元年度末までに1 5回

事業開始年度 平成2 7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 椎葉村総合戦略の終期まで

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

村外からの 成果実績 回 10 

プロ ・ アマ
地域振興課 目標値 回 15 

のスポーツ
合宿等の実

調べ

交付金事業の成果目標 施回数 達成度 ％ 66. 7%

及び成果実績
評価年度の設定理由

村総合戦略終期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

評価に係る第三者機関等の活用の有無
皿Jヽヽヽ

活動指標 単位 令和冗年度 年度 年度
活動実績 か所 1 

交付金事業の活動指標 活動見込 か所 1 

及び活動実績 松尾地区において改修さ
れたスポ ー ツ施設数

達成度 ％ 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 37,275,700 

交付金充当額 28,664,000 

I ！iううーちち文経部済科産学業
省
省 分分

........... ., ____ .............. -... --------........ ., ____ ..... ---........ --.... --------..... -......_.., ...... --.... -----.. 一--.. ---.. ---------............ -... ,. __ .., .... .... -..... -.. ---...... ___ --.. 鋼·----.. -............ ------,.. _____ -

゜
--------------------------.. ----.. -·· ---------------------.. 一--·--------- -----------------·------------------- 働.......鱒ー冒,■ - - ------------ --- -.. - --·---- ---疇-----

28,664,000 

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

公共用施設改修 指名競争入札 （株）協栄 37,275,700 

交付金事業の担当課室 教育委員会 社会教育グルー プ
交付金事業の評価課室 地域振興課 企画グルー プ



別紙
I . 事業評価総括表
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施設
に係る整 御池キャンプ村コテー ジ改1 備 、 維持補

修工事修又は維持
運営等措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

高原町

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II. 事業評価個表
番号 措置名

交付金事業に要 交付金充当額した経費

4,400,000 4,400,000 

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 御池キャンプ村コテー ジ改修工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 l高原町
交付金事業実施場所 高原町大字蒲牟田地内

備 考

（総事業費）
5, 616, 000 

コテー ジ2棟（屋根・外壁塗装、 ベランダ修繕）、 高床式バンガロ ー 3棟（屋根・外壁塗装）

交付金事業の概要 高原町では、 「神武の里たかはる総合戦略」に基づく滞在型観光に対応するため、 施設修繕等を
行い、 観光客の増加に向け取り組んでおり、 今回電源立地地域対策交付金を活用して施設を改修
することにより、 施設利用者、 観光客入込客数、 宿泊客数の増加につなげ、 住民の生活の利便性
の向上及び産業の振興に努めています。



（交付金事業に関係する主要施策・施策）

交付金事業に関係する
神武の里たかはる総合戦略（平成 2 8 年度～令和 3 年度）

都道府県又は市町村の
基本目標④ 人が集い、 まちが輝く はばたけ「たかはる魅力発信」
施策② 地域資源を活用した観光の振興を図る

主要政策・施策とその 既存の観光施設の再整備を図り、 滞在型観光の推進やインバウンド観光などの地域活性化策に取
目標

り組みます。
目標 観光宿泊客数： 19, 000人（令和元年度）

事業開始年度 平成 2 8 年度 I 事業終了（予定）年度 I 令和 3 年度

事業期間の設定理由 神武の里たかはる総合戦略の終期。

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和 2 年度

成果実績 人 16, 762 
総合戦略のK

観光宿泊客数 p I (産業創 目標値 人 19, 000 
生課調べ）

達成度 ％ 88. 2%

交付金事業の成果目標 評価年度の設定理由

及び成果実績 神武の里たかはる総合戦略KPI評価の翌年度に実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

自然災害（新燃岳噴火・台風等）に伴う観光宿泊客数の減少が要因と考えられるが、 今後も引き
続きの観光PR等を実施し、 宿泊客の増加を図る。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
価‘‘‘‘ 





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
都農町子育て応援手当事業

化措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

都農町

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II. 事業評価個表（令和元年度）

番号 措置名

1地域活性化措置 都農町子育て応援手当事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 l都農町
交付金事業実施場所 l都農町一 円

交付金事業に要
交付金充当額 備 考

した経費

4,400,000 4,400,000 
（総事業費）

5,290,000 

交付金事業の名称



都農町子育て応援手当
（世帯数延べ7 9世帯 乳幼児数延べ82人 令和元年8月～令和元年1 0月分）
都農町では、 第6次都農町長期総合計画に基づき、 当該手当の支給をはじめとした町独

交付金事業の概要 自の子育てのためのサポ ー ト体制の整備と支援を推進しており、 今回、 電源立地地域対策
交付金を活用して、 地域全体で「安心して子育てができるまち」としての地域づくりに取
り組むことにより、 子育て支援サー ビスの充実を図り地域活性化及び地域住民の福祉の向
上を目指しています。

第6次都農町長期総合計画
第2章 幸せで健康に暮らせるまちづくり

第1節 あたたかな地域福祉の向上
交付金事業に関係する 計画(1) 子育て支援サー ビスの充実
都道府県又は市町村の ●子育てを行っている家族に対し子育て支援サー ビスを提供するため、 地
主要政策・施策とその 域全体で子育てを支援し、 児童の虐待防止などにつながる環境づくりを
目標 推進します。

目標（都農町地方人ロビジョン及び地方版総合戦略）
転入者数3 0 %増（平成2 7年度 3 2 8人→令和2年度 4 2 6人）
転出者数3 0%減（平成2 7年度 3 2 6人→令和2年度 2 2 8人）

事業開始年度 平成2 7年度 I 事業終了（予定）年度 I 令和2年度

事業期間の設定理由 都農町地方人ロビジョン及び地方版総合戦略の中間目標年度まで
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

人口の社会 成果実績 人
増減

（平成2 7 住民課調べ 目標値 人 196 
年度→令和

2年度） 達成度 ％ 0.0% 

交付金事業の成果目標
評価年度の設定理由及び成果実績

PDCAサイクルによる事業改善を図るため、 都農町地方人ロビジョン及び地方版総合戦略の中間目標
年度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

評価に係る第二者機関等の活用の有無
佃Jヽヽヽ

活動指標 単位 平成2 9 年度 平成3 0年度 令和冗年度
活動実績 世帯 138 107 79 

交付金事業の活動指標 活動見込 世帯 138 107 56 

及び活動実績 子育て応援手当給付世帯
数 、 達成度 ％ 100.0% 100. 0% 141. 1%

交付金事業の総事業費 平成2 9 年度 平成3 0年度 令和元年度 備 考等
総事業費 4,680,000 6,620,000 5,290,000 16,590,000 

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000 
·
·--------·-----·---------------- ------·-----鱒--·------__ ., .... -.... ------ -----------------------------------·---- ----------..... _,_ --.... ---------------- -----------、------------------霞.........蝙----------

rl-うち文部科学省分 ゜ ゜ ゜--------------------·-----------·-- _______________ ... ____ .. _____________ ------------一ーー·ー---------------------- .. ---------.. --------------........ _,. ........ ---------
：うち経済産業省分 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

給付金交付 助成金 都農町内該当保護者 5,290,000 

交付金事業の担当課室 福祉課
交付金事業の評価課室 福祉課



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 村道下鶴線道路防災工事持補修又
は維持運
営等措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

西米良村

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II. 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
持補修又は維持運営等措置 村道下鶴線道路防災工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 1西米良村
交付金事業実施場所 I宮崎県児湯郡西米良村大字越野尾

交付金事業に要 交付金充当額 備 考した経費

7,087,000 7,087,000 （総事業費）
8,548,000 

交付金事業の名称



落石防止網設置工事
延長 L=42.0m 
落石防止網エ A=547. 5m2 

交付金事業の概要
西米良村では、 第5次西米良村長期総合計画に基づき、 豊かで利便性のある住みよい村

を実現するため、 電源立地地域対策交付金を活用して、 災害に強い生活道の整備を行い、
村民の生活環境の向上に努めています。

第5次西米良村長期総合計画
交付金事業に関係する v 豊かな村を育む基盤づくり
都道府県又は市町村の V-2 快適な交通環境の整備
主要政策・施策とその 0村道の整備
目標 村内道路の防災工事の整備を促進します。

指標：村道下鶴線道路防災工事 進捗率 25% 

事業開始年度 平成30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 1工区の施工予定期間

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

成果実績 ％ 25 

村道下鶴線
建設課調べ

目標値 ％ 25 
工事進捗率

交付金事業の成果目標 達成度 ％ 100. 0%

及び成果実績
評価年度の設定理由

1工区の施工予定期間の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
血’‘‘‘ 

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 年度
活動実績 m 57 42 

交付金事業の活動指標 活動見込 m 57 42 

及び活動実績 工事施工延長
達成度 ％ 100.0% 100. 0%

交付金事業の総事業費
等

総事業費
交付金充当額

r!· 
------------------------
うち文部科学省分

：うち経済産業省分

平成30年度

8,964,000 
7,054,000-------·----一·―__, ___ , __ , ―•―------— ·—-----· 

゜
·-----一..---------------------------ー・
. 7,054,000 

交付金事業の契約の概要

令和元年度 年度

8,548,000 
7,087,000 ____ , —『---------------------·--_, _________ ,_,. 疇『 .... _.,_ ----___ ,.,-,._ -_, ___ ,., --疇ー·----·-―------

゜
I•,.•-•-•-••-••••-••---•-·•••--•-·• •·-- --..... -----------·---------...... --------

7,087,000 

契約の目的 契約の方法 契約の相手方

道路防災工事 指名競争入札 （有） ー ツ瀬建設

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

備 考

----鼻｀蝙ー·疇—---軍＇ー-----鼻---------鯛·---·— • 霞,_.__曇_ ,___ ..,_., 

--------------・・ —-----·----------------―--------

契約金額

8,548,000 





主要観光施
設利用者数

1,050,000

0.0%

評価年度 令和2年度

成果実績

目標値

交付金事業の概要

・高圧気中負荷開閉器（１基）、高圧ケーブル取替
・物産館、レストラン屋根補修（施工面積　Ａ＝20㎡）
延岡市では、第6次延岡市長期総合計画において滞在型観光・体験型観光の推進による観光の産業化を目指すため、
受入施設の充実・強化を重要な施策と位置付けています。延岡市には市内3ヶ所に道の駅があり、そのうち道の駅
「北川はゆま」は平成7年度に産業振興の中核施設としてオープンしました。東九州自動車道の北九州～宮崎間が開
通し、利用者数は増加しているため、施設の機能強化を行い、地域の雇用、地域住民の所得向上、交流人口の拡大
等による農林水産物の生産振興や、「食」の創造・普及・振興を図る拠点として、必要な整備を継続していかなけ
ればなりません。今回、電源立地地域対策交付金を活用して、施設内に設置している耐用年数を過ぎた高圧気中負
荷開閉器の取替に加え、雨漏りした同施設物産館及びレストラン屋根の修繕を行うことで施設の利便性向上に努
め、施設利用者の増加を図ります。

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

■延岡新時代創生総合戦略（施策5　滞在時間の長い体験型観光・滞在型観光の推進）
① 観光のべおか誘客推進『観光情報発信、自然体験型観光PR、食を活かした誘客等』
主要観光施設利用者数　915,000人（H25/年）　⇒　1,050,000人（H31/年）

平成27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
延岡新時代創生総合戦略の終期まで事業期間の設定理由

達成度

人

人

％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
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。

単位

主要観光施
設利用者数
1,050,000

人



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ヽヽヽ

活動指標 単位 平成2 9年度 平成3 0年度 令和元年度

交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金事業の総事業費
等

総事業費
交付金充当額

•• 一―--------------------------

！うち文部科学省分:-------------------------------

！うち経済産業省分

活動実績 回
道の駅「北川はゆま」設 活動見込 回
備に係る改修等工事件数
（回／年） 達成度 ％ 

平成2 9年度 平成3 0年度

゜ ゜

゜ ゜
'------------------------------------. ---------------------------鱒—------

゜
i--- ----------------------------

゜

゜
------------------------·----------

゜

交付金事業の契約の概要

゜

゜

 

令和元年度

1,298,592 
1,100,000 

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

゜
-----------------------------------

1,100,000 

契約の目的 契約の方法 契約の相手方
・高圧気中負荷開閉器、

複数見積による随意契約 西南電気（株）高圧ケ ー ブル取替

・物産館、 レストラン
複数見積による随意契約 （株）岩佐建設屋根補修 ．

交付金事業の担当課室 延岡市 北川総合支所 地域振興課
交付金事業の評価課室 延岡市 北川総合支所 地域振興課

1 1 
1 1 

100.0% 100.0% 

備 考

--------·---·------·------------------. ----. ---

-----------·--------------______ ,.. __ --論__,.._.,._.,._ ' '

契約金額

927,720 
． 

370,872 



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 ホタルの里休暇村補修事業持補修又
は維持運
営等措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

延岡市

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II. 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
持補修又は維持運営等措置 ホタルの里休暇村補修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I延岡市
交付金事業実施場所 I延岡市北川町川内名

交付金事業に要 交付金充当額 備 考した経費

508, 680 508, 680 （総事業費）
508, 680 

交付金事業の名称



交付金事業の概要

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

高圧気中開閉器・高圧ケ ー ブル取替
延岡市では、第6次延岡市長期総合計画において滞在型観光・体験型観光の推進による観光の
産業化を目指す為、受入施設の充実化を強化を重要な施策と位置付けています。

当施設は、ホタルの里の町おこし「ホタルネッサンス」事業として平成10年6月に建築さ
れ、平成29年1月からは指定管理者のべおか道の駅（株）に管理運営を委託されており、観光客
の宿泊施設、住民への研修の場やコミュニティの場として、安全、快適な状態に管理されてい
ます。今回施設の中における、耐用年数を過ぎ、誤動作や、動作不良となる恐れがある高圧気
中開閉器・高圧ケ ー ブルについて、 電源立地地域対策交付金を活用して取替を行い、施設利
用者の増加と同施設の魅力向上に努めます。

■延岡新時代創生総合戦略（施策5 滞在時間の長い体験型観光・滞在型観光の推進）
① 観光のべおか誘客推進『観光情報発信、自然体験型観光PR、食を活かした誘客等』
主要観光施設利用者数 915,000人(H25/年）⇒ 1, 050, 000人(R1/年）

事業開始年度
1 

平成2 7年叫 事業終了（予定）年度 I 
事業期間の設定理由 延岡新時代創生総合戦略の終期まで

令和元年度



508,680

0

508,680

主要観光施設利
用者数

1,050,000

0.0%

評価年度 令和２年度

成果実績

目標値

活動指標
回
回

％

508,680

100.0%

ホタルの里休暇村
「ホタルの宿」設備に係
る改修等工事件数
(回/年）

1
1

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費
等

成果目標 成果指標

達成度

人

人

％

令和元年度 備　考

達成度

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

令和元年度単位
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
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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

単位

主要観光施
設利用者数
1,050,000
人



契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

工事請負契約 複数見積による入札 （株）延岡十電舎 508, 680 

交付金事業の担当課室 延岡市 北川総合支所 地域振興課

交付金事業の評価課室 延岡市 北川総合支所 地域振興課



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

北川体育館施設整備事業
持補修又
は維持運
営等措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

延岡市

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
. II. 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
持補修又は維持運営等措置

北川体育館施設整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I延岡市
交付金事業実施場所 I延岡市北川町川内名

交付金事業に要
交付金充当額 備 考

した経費

2,390,000 2,390,000 
（総事業費）

2,530,000 

交付金事業の名称



ミ ーティングルー ム ・ 談話室(5基）の空調更新
（ミ ーティングルー ム4基、 談話室1基）

交付金事業の概要 延岡市は、 延岡新時代創生総合戦略に基づき、 「アスリートタウンづくり」の推進による
交流人口の拡大のために、 電源立地地域対策交付金を活用し、 スポ ー ツ施設（北川体育
館）の施設整備に努めています。

延岡新時代創生総合戦略（平成27年度～令和元年度）
施策3観光交流の拡大のためのプロモ ー ション活動や観光関連事業の実施

交付金事業に関係する ④ 「アスリートタウンづくり」の推進による交流人口の拡大
都道府県又は市町村の 多くのトップアスリートがオリンピックや世界的な大会で活躍している。 本市特性を活か
主要政策 ・ 施策とその したまちづくり、 「アスリートタウンづくり」の推進による合宿や大会の充実を図り、 交
目標 流人口の拡大につなげる。

目標：市外からの合宿延べ宿泊人数平成26年度6,681人／年⇒ 令和元年度7,000人／年

事業開始年度 平成26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 第6次延岡市長期総合計画（前期）の終期まで
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2 年度

成果実績 人

市外からの
令和元年度
市外からの 目標値 人 7, 000 

合宿延べ宿
合宿延べ宿

泊人数

交付金事業の成果目標
泊人数 達成度 ％ 0.0% 

及び成果実績
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。



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

延岡市　教育委員会北川分室

延岡市　教育委員会北川分室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

空調更新工事 指名競争入札 ユニオン工業株式会社 2,530,000

2,390,000

0

2,390,000

活動指標
回
回

％達成度

2,530,000

100.0%

「北川体育館」設備に係
る改修等工事件数
（回/年）

4
4

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 備　考

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

令和元年度単位
活動実績
活動見込

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



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
、 ． ．

番号

1 

• ー・

措猶名

地域活性
化措置

交付金事業の名称

祖母 ・ 傾 ・ 大崩ユネスコエ
コパ ー ク推進事業

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

延岡市

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II. 事業評価個表（令和元年度）
番号 措置名

交付金事業に要
した経費

3, 111, 000 

交付金事業の名称

1地域活性化措置 祖母 ・ 傾·大崩ユネスコエコパ ー ク推進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I延岡市
交付金事業実施場所 延岡市内ユネスコエコパ ー ク指定地域

交付金充当額 備 考

3, 111, 000 （総事業費）
3, 381, 400 

本市の大崩山を含めた祖母傾山系の自然環境とこの地域の「自然と人との共生」が世界で
高く評価され、 平成29年6月にユネスコエコパ ー ク（生物圏保存地域）に指定された。 ユネ
スコエコパ ー ク登録によるブランド価値を活用した交流人口の増加や地域振興等を図るた
め、 ユネスコエコパ ー クの普及啓発活動の 一環として取り組む啓発教材の制作に交付金を

交付金事業の概要 充当する。

（事業量）
【低年齢層向け啓発教材 （絵本）制作委託】 ヽ

5, 300冊 （オ ー ルカラー ·A4 X 24P ・ 中綴じ ・ 表紙カバ ー . pp貼り・マットJート紙）
．



延岡新時代創生総合戦略（平成 2 7年度～令和元年度）
施策 3 観光交流 の拡大のためのプロモ ー ション活動や観光関連事業の実施

交付金事業に関係する ⑤祖母 ・ 傾 ・ 大崩ユネスコエコパ ー クを活用した観光客誘致
• 本市の大崩山を含めた祖母傾山系の自然環境と、この地域の「自然と人との共生」は世都道府県又は市町村の 界で高く評価され、平成 2 9年 6 月にユネスコエコパ ー ク（生物圏保存地域）に指定され主要政策 ・ 施策とその た。本市では、延岡新時代創生総合戦略に基づき、祖母 ・ 傾 ・ 大崩ユネスコエコパ ー クを目標 活用した観光客誘致に取り組んでおり、今回の事業の実施により、ユネスコエコパ ー クの

ブランドカを活かしたPRを実施し、観光客の誘致拡大を図る。
目標：祝子川地区観光客数 平成 2 6年23,408人／年⇒ 令和元年27,000人／年

事業開始年度 平成27年度l 事業終了（予定）年度 I 令和元年度
事業期間の設定理由 延岡新時代創生総合戦略（平成 2 7年度～令和冗年度） 終期まで

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

祝子川地区 成果実績 人／年 20, 226 
観光客数 祝子川地区 目標値 人／年 27, 000 令和元年

27, 000人／ 観光客数

年 達成度 ％ 74. 9

ヽ 評価年度の設定理由
交付金事業の成果目標 事業期間の終期である令和冗年度終了後、観光客数を集計し、評価を行う。
及び成果実績 交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績が目標値に達成しなかった要因の一つに、台風による祝子川地区に繋がる道路の
路肩崩落が考えられる。この路肩崩落により、令和元年 7 月から当該区間の通行が制限さ
れ、観光客数が減少したと推測される。令和 2年 3 月に制限が解除されたため、交付金事
業で制作した教材等を活用しながら、交流人口の増加や地域振興等を図る。



評価に係る第三者機関等の活用の有無
佃‘‘‘‘ 

活動指標 単位 3 0年度 冗年度
活動実績 部 8, 111 5, 264 

交付金事業の活動指標 普及啓発ツ ー ルの観光関 活動見込 部 8, 111 5, 000 

及び活動実績 連施設等への配付．設置
数 達成度 ％ 100. 0% 105. 3%  

交付金事業の総事業費 3 0年度 令和元年度 備 考等

総事業費 3, 160, 000 3, 381, 400 6, 541, 400 

交付金充当額 3, 111, 000 3, 111, 000 
.. -... ---------------· 一ロ—-----一—·-----·- -------------------------—----------.... 

i うち文部科学省分
------—----------------鋼------------ -------------------------------—ー·ー一 ------―ー·―--------一ーー·―---------一ー·―--------------

I•-•••---.-•------------------ ---------------------------------- ------------------------------... .---. .. -.--.... 鴫帆鴫--------鴫.............疇疇.......疇.疇......... ........ ____________ , 筐ー·-----_,_ --------------------

i うち経済産業省分 3, 111, 000 3, 111, 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

低年齢層向け啓発教材
随意契約 昧宮崎南印刷（宮崎市） 3, 381, 400円（絵本）制作委託

交付金事業の担当課室 企画部経営政策課
交付金事業の評価課室 企画部地域・離島・交通政策課



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間 交付金事業に要 交付金充当額 備 考接交付金事業者名 した経費

公共用施設に係る整 鹿川キャンプ場施設整備 （総事業費）
1 備、維持補修又は維 事業 延岡市 2, 156, 000 2, 156, 000 

7, 172, 000 持運営等措置

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。



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 鹿川キャンプ場施設整備事業修又は維持運営等措置
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I延岡市
交付金事業実施場所 延岡市北方番上鹿川申986番地45

コインシャワ ー設僅（木造階： 1 階建て、延面積10. 25m'(シャワ ー室*2ヶ所））
延岡市は、第6次延岡市長期総合計画に基づき、魅力あふれる観光商品づくりの為に、滞在型観光· 体

交付金事業の概要

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策とその目標

事業開始年度
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

験型観光を推進することとしており、今回、電源立地地域対策交付金を活用してシャワ ー室を設置するこ
とにより、施設内の環境を向上させ、施設利用者の増加と同施設の魅力向上に努めます。

交付金事業に関係する主要政策・施策
第6次延岡市長期総合計画（平成28年度～令和7年度）
基本目標2未来を切り拓く活力ある産業づ

っ
くり

4)観光の産業化（魅力あふれる観光商品 くり）
(3)滞在型観光・体験型観光の推進

行政は東九州自動車道無料通行区間という強みを生かし、周遊型観光はもとより、宿泊を伴う滞在型観光
の推進による観光の産業化を目指します。
目標：
主要な観光レクレーション施設の利用者数 H25年： 914, 748人 → R7年： 1, 300, 000人

平成28年度l 事業終了（予定）年度 I 
第6次延岡市長期総合計画の終期まで

成果H標 成果指標 単位 評価年度
主要な親光レ 市蜆光戦略課 成果実績 人
クレーション 調べ
施設の利用者 目標値 人 1, 300, 000 
数

達成度 ％ 0. 0%

評価年度の設定理由
PDCAサイクルによる事業改善を図るため、長期総合計画終期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

評価に係る第三者機関等の活用の有無
佃’‘‘‘ 

令和7年度

令和8年度



交付金事業の活動指標及
び活動実績

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-----
iうち経済産業省分

交付金事業の契約の概要
契約の目的
施設の整備

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

活動指標 単位 令和肛年度
活動実績 件 1 

キャンプ場整備事業件数 活動見込 件 1 

達成度 ％ 100. 0%

令和元年度 年度 年度

7, 172, 000 

2, 156, 000 
-------- .. - --- - .. - - - -- - - .... ---.... --.. -- .. - - . 剛·-------------------------------------- ·--------·----------------------------

----、------------------__________ , ___ ---— ·-----------·--·--.,-----.. ------.......... -----·- . -...... __ .......... ---.... --.................. ----............. .. 

2, 156, 000 

契約の方法 契約の相手方
指名競争入札 木下電気水道設備

延岡市 北方総合支所 地域振興課

延岡市 北方総合支所 地域振興課

年度 年度

  

備 考

． 

--、---『------- -----------------·-----.. ------............ ---

·-.. --·--.... ----.. ---ー--.. •-·-------" ----.............. --........... _ ... 

契約金額
7, 172, 000 



別紙

- I . 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 交付金事業に要

交付金充当額 備考
接交付金事業者名 した経費

1地域活性化措置
日之影町観光協会

日之影町 4,400,000 4, 400, 000 
（総事業費）

補助事業 4, 500, 000 

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。



II. 事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 日之影町観光協会補助事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 日之影町

交付金事業実施場所 日之影町大字七折

H之影町観光協会の人件費 （平成3 1年4月～令和2年3月 協会職員2名）

交付金事業の概要 日之影町では、日之影町地域創生総合戦略に基づき地域資源を活用した観光振興を推進しており、電源立地
地域対策交付金を活用し、地域が主体となった観光産業の育成など地域活性化に取り組む日之影観光協会へ
の事業運営に交付金を充当します。

交付金事業に関係する主要政策・施策
日之影町地域創生総合戦略（平成27年度～令和元年度）

基本目標I 住む喜びを実感できるまちづくりの推進

交付金事業に関係する都
基本的方向3 資源を活かした魅力発信
・自然や特色ある最観を大切に保全・活用するとともに、自然と共生するまちづくりを進めながら、交

道府県又は市町村の主要 流人口の増加と地域活性化に向け、多様化、高度化する観光・レクリエー ションニ ー ズに即した多面的な取
政策・施策とその目標 組を一体的に推進し、観光・交流機能の拡充を行います。

重要業績評価指数(KPI)
観光客数 358, 000人（令和元年度）

事業開始年度 平成27年度 1事業終了年度 令和元年度

事業期間の設定理由 日之影町地域創生総合戦略の終期まで

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

成果実績 人 406, 637 

観光客数 観光入込客統計
目標値 人 358, 000 

358, 000人 調査による
達成度 ％ 113. 6%



交付金事業の成果目標 評価年度の設計理由
及び成果実績

H之影町地域創生総合戦略終了の翌年度

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

佃"" 

活動指標 単位 29年度 30年度 31年度

交付金事業の活動指標及 活動実績 人 8 ， 8 

び活動実績 都市部における観光PR活動 活動見込 人 . 6 7 8 

達成度 ％ 133% 129% 100% 

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 31年度 備考

総事業費 4, 500, 000 4, 500, 000 4, 500, 000 13, 500, 000 

交付金充当額 4, 400, 000 4, 400, 000 4, 400, 000 
ず................. ... ... - - ............ - ---···········--- ---------- .. .. ..  — .. .. .. .. .. .. ................................ ... ... - ・・- . ・・・・・・・・・・・・・・・・・--- - --- - -・・・・・� ー・・・・-----------------------------

i うち文部科学省分 ゜ ゜ ゜
.... 書● ー憂.. . . .. -. . . . . .. . . . ... .. .. .. . ........................ .. . ............ .. .. .. ..  .. .. ...... .. .. ..... .. ..... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .... .. ----------···--·----------- 冒......... "' "' "'-------------------------. ----------

i うち経済産業省分 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
協会職員の人件費の補助 補助 日之影町観光協会

交付金事業の担当課室 日之影町地域振興課

交付金事業の評価課室 日之影町地域振興課

契約金額
4, 500, 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 東郷公民館
持補修又 さくら館空調整備事業
は維持運
営等措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

日向市

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II. 事業評価個表（令和元年度2
番号 措置名

交付金事業に要
した経費

4,530,000 

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 東郷公民館さくら館空調整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 1 日向市
交付金事業実施場所 1 日向市東郷町山陰辛

交付金充当額 備 考

4,530,000 
（総事業費）

4,600,800 



空調機器の更新 室外機3台、 室内機6台(1セット室外機1基、 室内機2基 冷房22.4kw、
暖房25.0kw相当等）、 室外機2台、 室内機4台(1セット室外機1基、 室内機2基 冷房
16. Okw、 暖房18.0kw相当等）

交付金事業の概要
日向市では第2次総合計画に基づき、 公民館活動等を通じて社会教育の推進に取り組んで
おり、 今回の電源立地地域対策交付金を活用して空調設備を更新することにより、 快適な
環境を整備することで施設利用者の増加、 社会教育の推進に寄与することが期待され、 地
域住民の福祉の向上を目指します。

日向市第2次総合計画（平成2 9年～令和6年）

交付金事業に関係する
施策1-4 社会教育の推進

都道府県又は市町村の
【施策の方向性】

主要政策・施策とその
②公民館活動の充実

目標
・老朽化している地区公民館を計画的に整備し、 適切な維持管理に努めます。

目標
日向市の地区公民館利用者数 令和2年度 130,000人

事業開始年度 令和元年度 I 事業終了（予定）年度 I 令和2年度
事業期間の設定理由 日向市第2次総合計画目標年度（中間）

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

成果実績 人

日向市の地
文化生涯学 目標値 人 130,000 

区公民館利
習課調べ用者数

交付金事業の成果目標 達成度 ％ 0.0% 

及び成果実績
評価年度の設定理由

日向市第2次総合計画目標年度（中間）の翌年度



交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金事業の総事業費
等

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

活動指標

公民館施設の
補修・整備件数

平成3 0年度

2,170,800 
1,900,000 

9●'.... ., ____ ---------------------------

゜
------------------------------ - - - -

1,900,000 

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
価Jヽヽヽ

単位 平成3 0年度 令和元年度
活動実績 件
活動見込 件

達成度 ％ 

令和元年度

4,600,800 
4,530,000

-----------------------------------
゜

... ------------------------------------
4,530,000 

1 
1 

100.0% 

-------------... --... ----------------·---
---------·--------_______________ ,. ,. ___ 

,
_, .. 

1 
1 

100.0%  

備 考

6,771,600 

---.. ----------------- -----------·---—·--------

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

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

空調整備工事 指名競争入札 （有） 日向冷熱工業 4,600,800 

交付金事業の担当課室 文化生涯学習課 中央公民館
交付金事業の評価課室 文化生涯学習課 中央公民館



別紙

I . 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 交付金事業に要

交付金充当額 備考
接交付金事業者名 した経費

（総事業費）
美郷町救急救命事業1地域活性化措置 美郷町 14, 333, 000 14, 333, 000 

97, 218, 000 

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。





交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業の活動指標及
び活動実績

交付金事業の総事業費等

総事業費

交付金充当額
＇ .. -......... -...... -........ -................ 

；うち文部科学省分
,. ................................... 

；ぅち経済産業省分

交付金事業の契約の概要

評価年度の設計理由

美郷町総合戦略の終期の翌年度に実施

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果及び評価に係る第已者機関等の活用の有無

佃Jヽヽヽ

活動指標 単位 30年度 元年度

活動実績 人

救急救命士の年間配置日数 活動見込 人

3 0年度

102, 162, 000 

14, 333, 000 
. -. . . . . . . ... - .. - - - - - - -. -. - - - - -

゜
. . .. .. . . . . . . . .. . . .. --.. .. .. -.. .. ----

14, 333, 000 

元年度

97, 218, 000 

14, 333, 000 
........................................... 

0 
---........................... - --. --.... 

14, 333, 000 

達成度 ％ 

 --
 

---------------------
............ 

..................... 幽...........

365 366 

365 366 

100% 100% 

備考

.. "'"'"'"'.. 奮....... 疇• 疇·• .... 疇.........................雫疇

．．．．．．．．．．．．．＊● ................... 雫.................. 

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

日本救急システム株式会社 106, 321. 594円
救急救命業務委託 随意契約 （美郷町） (4月,.__,2月分

97, 218, 000円）

交付金事業の担当課室 美郷町企画情報課

交付金事業の評価課室 美郷町企画情報課



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 上轟· 中轟線舗装工
持補修又 事
は維持運
営等措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

都城市

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II . 事業評価個表（令和元年度）

交付金事業に要
した経費

8, 329, 000 

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 市道 上轟 ・ 中轟線舗装工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I都城市
交付金事業実施場所 都城市高崎町縄瀬

〈アスファルト舗装〉

交付金充当額

8, 329, 000 

施工延長： 76. Om、 幅員： 7. OOm、 舗装面積： 531. Om\舗装厚： 5cm 

備 考

（総事業費）
8, 478, 800 

交付金事業の概要 都城市は、 まち ・ ひと ・ しごと総合戦略（平成27年度版）に基づき、 持続可能な社会
を構築し安全な暮らしを守っていくため、 電源立地地域対策交付金を活用して、 市道の
舗装補修を行い、 市民の生活環境の向上に努めています。



【主要政策· 施策】
都城市まち ・ひと・しごと創生総合戦略（平成27年度～令和2年度）

交付金事業に関係する 基本目標4 安心して、 ずっと暮らせる都城
施策④公共施設等の長寿命化と管理運営の適正化を進める都道府県又は市町村の

主要政策・施策とその
(1)適切な管理による公共インフラの長寿命化

目標 〇市道の舗装補修、 排水不良箇所の解消により安全で快適な環境を整備
し、 市民の生活環境の向上を目指す。

【目標】
上轟・中轟線の舗装補修工事の進捗率60% (令和2年度）

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
事業期間の設定理由 工事事業期間

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

成果実績 ％ 48. 1
市道 上

高崎総合支所轟・中轟線 目標値 ％ 48. 1
産業建設課調

の工事 進 ベ

交付金事業の成果目標
捗率 達成度 ％ 100. 0%

及び成果実績
評価年度の設定理由

毎年度の進捗を把握するため

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有無 .

佃‘‘‘‘ 



活動指標 単位 平成2 9年度 平成3 0年度 令和几年度
活動実績 箇所 7 5 7 

交付金事業の活動指標 活動見込 箇所 7 5 7 

及び活動実績
高崎総合支所管内の
舗装工事箇所数

達成度 ％ 100. 0% 100. 0% 100. 0%

交付金事業の総事業費
平成2 9年度 平成3 0年度 令和元年度 備 考

等

総事業費 7, 915, 3.20 8, 291, 160 8, 478, 800 24, 685, 280 

交付金充当額 7, 911, 000 8,094,000 8, 329, 000 

臼ち文部科学省分
---------------------.... -·----------- ................ ---------------------------- ------------------_, —-------------- ---------------

·
----------------------------

iうち経済産業省分
---------------------------------- ---------------------------------- _____________ .., ______ .,. _____________ __ .,. ________________________________________ 

7, 911, 000 8, 094, 000 8, 329, 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
株式会社 福島土建

8, 478, 800 
（都城市）

交付金事業の担当課室 都城市 総合政策部 総合政策課

交付金事業の評価課室 都城市 高崎総合支所 産業建設課



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措骰名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る

1 整備、 維 市道 田原大久保線舗装工
持補修又 事
は維持運
営等措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

都城市

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II. 事業評価個表（令和元年度）

交付金事業に要
した経費

8, 330, 000 

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 市道 田原大久保線舗装工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I都城市
交付金事業実施場所 都城市高城町大井手

〈アスファルト舗装〉

交付金充当額

8, 330, 000 

施工延長： 79. Om、 幅員： 6. 70,,..._,,7. 70m、 舗装面積： 556m\舗装厚： 5cm 

備 考

（総事業費）
8, 724, 100 

交付金事業の概要 都城市は、 まち・ひと・しごと総合戦略（平成27年度版）に基づき、 持続可能な社会
を構築し安全な暮らしを守っていくため、 電源立地地域対策交付金を活用して、 市道の
舗装補修を行い、 市民の生活環境の向上に努めています。





活動指標 単位 平成2 9年度 平成3 0年度 令和冗年度
活動実績 箇所 4 6 6 

交付金事業の活動指標 活動見込 箇所 4 6 6 

及び活動実績 高城総合支所管内の
舗装工事箇所数

達成度 ％ I 00. 0% 100. 0% 100. 0%

交付金事業の総事業費
平成2 9年度 平成3 0年度 令和元年度 備 考等

総事業費 8, 175, 600 8, 493, 120 8, 724, 100 25, 392, 820 

交付金充当額 7, 911, 000 8, 094, 000 8, 330, 000 
「うち文部科学省分

-------·--·· ・・鴫·----------------·--.. ------- ―------------------------------------ --.. --------------·-------―ー·ーーーー·―--- --—•一―----------------―ー·―-----------------—•一

------------------------------------- ―----------------------------------一 -.-..---, ... 囀
-
------------—鱒ー...---------—ー·蝙．鯛 • ----------------―電ー•一----------鰍一-------------

iうち経済産業省分 · 7, 911, 000 7, 094, 000 8, 3 30, 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 （株）櫻木組（都城市） 8, 724, 100 

交付金事業の担当課室 都城市 総合政策部 総合政策課

交付金事業の評価課室 都城市 高崎総合支所 産業建設課



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 高岡地域振興イベント補助
化措懺 事業

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

宮崎市

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II. 事業評価個表（令和元年度）

交付金事業に要
した経費

863, 570 

番号 措贋名 交付金事業の名称

1地域活性化措置 高岡地域振興イベント補助事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I宮崎市
交付金事業実施場所 I宮崎市高岡町内山

交付金充当額 備 考

863, 570 総事業費
863, 570 



交付金事業の概要

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

事業開始年度

地域の魅力を発信する地域振興イベント事業を実施する団体(3団体）への補助金。

，宮崎市では、 第五次宮崎市総合計画に基づき、 多様で自立性のあるコミュニティの形成
を目指し「地域力の向上」に取り組むこととしており、 天然記念物の梅等の旧町域の歴
史や文化といった地域資源にちなんだイベントを電源立地地域対策交付金を活用して行
うことで、 観光振興への寄与と地域住民の福祉の向上に努めています。

地域振興イベント事業を実施する団体(3団体）への補助金
• 月知梅うめまつり

（開催日：令和2年2月8日~2 4日、 場所：月知梅公園、 参加者： 3, 000人）
• 月知梅うめまつり剣道大会

（開催日：令和 2年 2 月 1 6 日、 場所：宮崎市天ヶ城体育館、 参加者： 135チ ー ム、 740

人）
・天ヶ城旗少女バレ ー ボー ル大会

（開催日：令和2年2月2 2日、 場所：宮崎市天ヶ城体育館、 高岡小学校、 高岡中学校
参加者： 17チー ム、 178人）

交付金事業に関係する主要政策・施策
第五次宮崎市総合計画（平成3 0年度～平成39 (令和9)年度）

基本目標2 良好な地域社会が形成されている都市（まち）
2 多様で自律性のあるコミュニティを形成する「地域力の向上」

①地域コミュニティの活性化
「宮崎市自治会及び地域まちづくり推進委員会の活動の活性化に関する条例」に

基づき、 支え合い、 助け合いの精神を大切にしながら、 市民、 自治会、 地域ま
ちづくり推進委員会、 事業者や行政などが相互に役割を理解し、 協働による取
組を推進します。

目標：協働で行われている事業の数 3 3 0 (平成 3 4 (令和 4) 年度）

平成3 0年度I 事業終了（予定）年度 I 令和9年度



事業期間の設定理由 宮崎市第五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4年度

成果実績 事業／年

協働で行わ 宮崎市文化・ 目標値 事業／年 330 
れている事 市民活動課調

業の数 ベ

交付金事業の成果目標 達成度 ％ 

及び成果実績
評価年度の設定理由

第五次総合計画の前期計画の終期まで

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有無

活動指標 単位 平成2 9 年度 平成 3 0 年度 令和冗年度
活動実績 人 29, 049 38, 202 39, 600 

交付金事業の活動指標 高岡地域におけるイベン
活動見込 人 30, 000 30, 000 30, 000 

及び活動実績 ト等の来場者数
達成度 ％ 96. 8% 127. 3% 132. 0%

交付金事業の総事業費 平成2 9 年度 平成 3 0 年度 令和元年度 備 考
等

総事業費 900, 000 900, 000 863, 570 2, 663, 570 

交付金充当額 900, 000 900, 000 863, 570 

ii うち文部科学省分---
---------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

゜ ゜
---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- -----------------------------------------

うち経済産業省分 900, 000 900, 000 863, 570 



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

イベント経費補助 補助 月知梅うめまつり実行委員
163, 570 会（宮崎市）

イベント経費補助 補助 月知梅うめまつり剣道大会
600, 000 実行委員会（宮崎市）

イベント経費補助 補助 天ケ城旗少女バレーボール大会
100, 000 実行委員会（宮崎市）

交付金事業の担当課室 宮崎市 高岡総合支所地域市民福祉課
区付金事業の評価課室 宮崎市 文化・市民活動課



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
に係る整 天ヶ城公園サクラ初期診断

1 備 、 維持補
修又は維持 事業
運営等措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

宮崎市

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II. 事業評価個表（ 令和元年度）

交付金事業に要
した経費

3,000,000 

番号 措置名 交付金事業の名称
l 公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等措償 天ヶ城公園サクラ初期診断事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I宮崎市
交付金事業実施場所 宮崎市高岡町内山

天ヶ城公園サクラ初期診断 N=372 本。

交付金充当額 備 考

（総事業費）
3,000,000 

3, 608, 000 

宮崎市では、 第5次宮崎市総合計画に基づき、 市民が安心して公園や緑地を利用できる

交付金事業の概要
ように、 公園施設の適切な維持管理を行っているところであり、 今回、 電源立地地域対
策交付金を活用して桜の初期診断を実施することにより、 予防保全的な維持管理を計画
的に進め、 自然環境の保全と生活の質の向上を図る居住環境の充実の一環として、 公園
緑地の確保に務めています。



第 5 次宮崎市総合計画（前期：平成3 0 年度～平成34 年度）
基本目標 1 「良好な生活機能が確保されている都市」

交付金事業に関係する
重点項目 1-3 自然環境の保全と生活の質の向上を図る「居住環境の充実」

都道府県又は市町村の
主要施策2公園緑地の確保

主要政策・施策とその
・市民が安心して安全に公園や緑地を利用できるよう、 遊具等を順次更新し、 施設の長

目標
寿命化を図るほか、 バリアフリ ー化を推進し、 適切な維持管理を行うとともに、 災害時
における地域の一時避難地としての機能を確保します。
目標：
天ヶ城公園における「桜まつり」来客数 33, 000人

事業開始年度 平成 3 0 年度 I 事業終了（予定）年度 I 令和2 年度
事業期間の設定理由 初期診断実施計画 (3 ヵ年）の終期まで

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2 年度

成果実績 人
桜まつり来

高岡総合支
所地域市民 目標値 人 33, 000 

客数
福祉課調べ

達成度 ％ 

交付金事業の成果目標
評価年度の設定理由

及び成果実績 令和肛年度「桜まつり」終了後、 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

毎年開催されている天ヶ城公園の「桜まつり来客数」を成果指標としていましたが、 新
型コロナウィルスの影響により「桜まつり」が中止となったため、 来客数の測定ができ
ませんでした。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
価JI\'\ 



活動指標 単位 令和冗年度 年度 年度
交付金事業の活動指標 活動実績 本 372 

及び活動実績 サクラ診断実施本数 活動見込 本 372 

達成度 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 3, 608, 000 

交付金充当額 3, 000, 000
.. ------------------------------ ----------------------------------- -----鴫----------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------噸·-------

Ir うち文部科学省分 ----------------------------------- ---------------------------------- - --------------· —•一.....................__________ -- -----·---------.... ---·-----------------------
！うち経済産業省分 3, 000, 000 

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法

調査費 指名競争入札

交付金事業の担当課室 高岡総合支所農林建設課
交付金事業の評価課室 高岡総合支所農林建設課

契約の相手方 契約金額
（有）福冨造園

3, 608, 000 （宮崎市）



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
に係る整 市道去川官行線舗装修繕工1 備、維持補
修又は維持 事
運営等措懺

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

宮崎市

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II. 事業評価個表（ 令和元年度）

交付金事業に要
した経費

2, 400, 000 

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 市道去川官行線舗装修繕工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I宮崎市
交付金事業実施場所 宮崎市高岡町内山

交付金充当額

2, 400, 000 

施工延長： L=140m、 幅員W=3. 6"'4. 4m、 アスファルト舗装工： A=553rri 

備 考

（総事業費）
3,811,028 

宮崎市では、 第5次宮崎市総合計画に基づき、 交通インフラを適正に維持管理し、 生
交付金事業の概要 活環境の改善に努めているところであり：今回、 電源立地地域対策交付金を活用して、

舗装の経年劣化が著しい市道去川官行線の舗装修繕工事を実施し、 通行車両の安全性の
向上等に務めています。



第5次宮崎市総合計画（前期：平成3 0年度～平成34年度）
基本目標5「地域特性に合った社会基盤が確保されている都市」

交付金事業に関係する 重点項目5- 1 コンパクト化とネットワ ーク形成による「都市機能の充実」
都道府県又は市町村の 4 公共施設や交通インフラの維持・整備

主要政策・施策とその 〇交通混雑の解消や移動の利便性を高めるため、都市内幹線道路や生活道路等を整備す
目標 るとともに、歩行者や自転車通行空間を確保するなど、必要な安全対策を実施し、道路

環境の向上を図ります。
目標：
施行延長 L=140rn 

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
事業期間の設定理由 令和冗年度における舗装修繕計画

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

高岡総合支
成果実績 m 140 

施工延長
L=l40m 所農林建設 目標値 m 140 

課調べ
r 達成度 ％ 100. 0%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
令和冗年度計画終了後の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
血‘‘‘‘ 

活動指標 単位 令和冗年度 年度 年度
交付金事業の活動指標 高岡町域の市道の舗装修 活動実績 箇所 7 

及び活動実績 繕箇所数 活動見込 箇所 7 

達成度 ％ 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 3,811,028 

交付金充当額 2, 400, 000 
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交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法

工事請負契約 指名競争入札

交付金事業の担当課室 高岡総合支所農林建設課

交付金事業の評価課室 高岡総合支所農林建設課

契約の相手方 契約金額

（株）盛産業
3,811,028 

（宮崎市）





交付金事業に関係する主要政策・施策
第五次宮崎市総合計画（平成30年度～平成39年度）

基本目標2 良好な地域社会が形成されている都市
重点項目2-2 多様で自律性のあるコミュニティを形成する

交付金事業に関係する 「地域力の向上」
都道府県又は市町村の (1)主要施策 地域コミュニティの活性化
主要政策・施策とその 〇 集会機能を持つ公立公民館等が、地域の多様な主体の交
目標 流や活動の拠点となるよう、長寿命化や計画的な施設整備

を図るとともに、公民連携を見据えながら、 地域ニー ズに
対応した運営を行います。

目標 ・・
市民活動センタ ーの新規登録団体数 70団体（前期中間目標年度 2020年度）

事業開始年度 平成 3 0 年度I 事業終了（予定）年度 平成 3 9 年度（令和 9 年度）
事業期間の設定理由 第五次宮崎市総合計画の終期まで

成果目標 成果指標 単位 評価年度 平成 34 年度（令和4 年度）
市民活動セン 成果実績 団体
タ ー の新規登 文化・市民活 目標値 団体 70 
録団体数 70 動課調べ
団体 達成度 団体 0. 0%

交付金事業の成果目標 評価年度の設定理由及び成果実績 第五次宮崎市総合計画の前期終わり
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有無

活動指標 単位 令和冗年度
交付金事業の活動指標 高岡地区農村環境改善セ 活動実績 人 15, 15 5 

及び活動実績 活動見込 人 16, 000 ンタ ーの利用者数 達成度 ％ 94. 7%  



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 1,954,017 

交付金充当額 1. 833, 000 
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ち経済産業省分 1, 833, 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
電気の供給 随意契約 九州電力株式会社宮崎営業所 1. 860, 263

水道の供給 随意契約 宮崎市上下水道局 93, 754 

交付金事業の担当課室 高岡総合支所 地域市民福祉課

交付金事業の評価課室 文化・市民活動課
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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
間接交付金事業者名

公共用施設
に係る整 森林公園施設リニュ ー アル1 備、維持補

事業 諸塚村
修又は維持
運営等措置 ． 

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
II. 事業評価個表（ 令和元年度）

交付金事業に要
した経費

12, 940, 000 

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 森林公園施設リニュ ー アル事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I諸塚村
交付金事業実施場所 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代3574-2 他

交付金充当額 備 考

（総事業費）12, 940, 000 15, 854, 716 

• 池の窪グリ ーンパ ー ク炊事棟建替（木造l棟）、 キャンプ用電源付きサイトの整備(9区
画（デッキ付き3区画、 デッキ無し3区画、 オ ートキャンプ3区画））、 周辺植栽改修整備

交付金事業の概要 諸塚村は、 第5次諸塚村総合長期計画(2011年......,2020年）に基づき「全村森林公園化の推
進」に取り組んでおり、 今回、 電源立地地域対策交付金を活用し、 施設を改修することに
より、 村の有する豊かな自然、 施設を活用した交流の促進を目指します。

第5次諸塚村長期計画

交付金事業に関係する 第1編 基本構想

都道府県又は市町村の 第3章 計画の目標と大綱

主要政策・施策とその 第2節 目標とすべき指標

目標 3. 交流産業の推進による複合的な雇用の増加
適正な交流人日の目安を設定し、 その交流密度を上げることを目標とします。

目標： 総観光客数 100. 0千人(2020年目標・単年度）

事業開始年度 平成23 年度 I 事業終了（予定）年度 I 令和2 年度
事業期間の設定理由 第5次諸塚村長期計画の終期



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3 年度

成果実績 千人

総観光客数 市町村観光 H標値 千人 100 
客数等調査

交付金事業の成果目標
達成度 ％ 

及び成果実績 評価年度の設定理由
PDCAサイクルによる事業改善を図るため、 長期計画終期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

評価に係る第三者機関等の活用の有無
佃"" 

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和応年度
交付金事業の活動指標 池の窪グリ ー ンパ ークの

活動実績 棟 1 
及び活動実績 活動見込 棟 1 

改修工事建物数
逹成度 ％ 100. 0%

交付金事業の総事業費 平成29年度 平成30年度 令和元年度等

総事業費 23, 398, 605 13, 825, 547 15, 854, 716 
交付金充当額 ゜ 12, 575, 000 12, 940, 000 
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交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法

工事請負契約 指名競争入札

交付金事業の担当課室 企画課
交付金事業の評価課室 企画課

12, 575, 000 12, 940, 000 

契約の相手方
共栄建設（株）

（日向市）

3 1 
3 1 

100. 0% 100. 0%

備 考

53, 078, 868 

. -----------------------------------------
------------------------------------------

契約金額

15, 854, 716 


	0847_001.pdf
	宮崎県（間接）.pdf
	宮崎県（間接）.pdf
	バインダー1.pdf
	宮崎県（間接事業）.pdf
	宮崎県（間接事業）.pdf
	宮崎県（間接事業）１.pdf
	宮崎県（間接事業）１.pdf
	バインダー3.pdf
	バインダー2.pdf
	バインダー1.pdf
	宮崎県間接１.pdf
	20200629九州第99号　道路橋りょう管理事業（道路維持用車両機械購入）（小林市）.pdf
	20200629九州第98号　木城町立めばえ保育園運営事業（木城町）.pdf
	20200629九州第97号　小・中学校ＩＣＴ環境整備事業（綾町）.pdf

	0411_001.pdf

	20200629九州第103号　市道三納線舗装補修（西都市）.pdf
	20200629九州第104号　令和元年度松尾地区体育館改修工事（椎葉村）.pdf

	20200629九州第105号　御池キャンプ村コテージ改修工事（高原町）.pdf
	0412_001.pdf

	20200629九州第106号　都農町子育て応援手当事業（都農町）.pdf
	20200629九州第107号　村道下鶴線道路防災工事（西米良村）.pdf
	20200629九州第109号　ホタルの里休暇村補修事業（延岡市）.pdf
	20200629九州第110号　北川体育館施設整備事業（延岡市）.pdf

	（補正）【国←県】事業評価報告書（延岡：北川体育館）.pdf
	【国→県】事業評価報告書 延岡市ホタルの宿（0717補正ページのみ）.pdf

	宮崎県（間接事業）２.pdf
	バインダー2.pdf
	バインダー1.pdf
	20200629九州第111号　祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業（延岡市）.pdf
	20200629九州第112号　鹿川キャンプ場施設整備事業（延岡市）.pdf
	20200629九州第113号　日之影町観光協会補助事業（日之影町）.pdf
	20200629九州第114号　東郷公民館さくら館空調整備事業（日向市）.pdf
	20200629九州第115号　美郷町救急救命事業.pdf

	20200629九州第116号　市道上轟・中轟線舗装工事（都城市）.pdf
	20200629九州第117号　市道田原大久保線舗装工事（都城市）.pdf
	20200629九州第119号　天ヶ城公園サクラ初期診断事業（宮崎市）.pdf
	20200629九州第120号　市道去川官行線舗装修繕工事（宮崎市）.pdf

	20200629九州第122号　森林公園施設リニューアル事業（諸塚村）.pdf


	文書名20200629九州第117号　市道田原大久保線舗装工事（都城市）.pdf

	県様式（宮崎市評価報告書）.pdf

	北川はゆま評価報告書差し替え.pdf
	美郷町事業評価報告書差し替え.pdf
	宮崎市事業評価報告書差し替え.pdf

	北川はゆま評価報告書さしかえ（県）.pdf




