




交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動実績 延べkW数 403,040 403,809 387,853

活動見込 延べkW数 417,610 403,809 415,173

達成度 ％ 96.5 100 93.4

【阿久根市】

給付金の交付件数

活動実績 延べkW数 383,599.5 372,694 366,451.5

活動見込 延べkW数 404,112 372,694 399,921.5

達成度 ％ 94.9 100 91.6

【いちき串木野市】

給付金の交付件数

144,549

活動見込 延べ口数 148,227 145,497 147,315

達成度 ％ 98.5 99.9 98.1

活動実績 延べkW数 1,839,979.5 1,842,091 1,811,392.5

活動見込 延べkW数 1,972,763.5 1,842,499 1,919,371.5

達成度 ％ 93.3 99.9 94.4

【薩摩川内市】

給付金の交付件数

達成度 ％ 98.3 100 97.6

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

活動実績 延べ口数 152,460 151,380 150,504

活動見込 延べ口数

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

670,853

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

活動実績 延べ口数 145,989 145,485

155,124 151,380 154,248

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

679,576

達成度 ％ 99 99.9 99.2

令和元年度

活動実績 延べ口数 667,123 670,781 673,861

活動見込 延べ口数 673,675

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　交付金の活用により，令和元年10月1日現在の契約状況に基づき，鹿児島県内3市の電灯需要家に379,447,250円，電力需
要家に255,704,231円の立地給付金を交付し，地域住民及び企業が生活・活動をしやすい環境を整備したことにより，当該
3市の地域住民の福祉の向上が図られたと考えます。







Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 かごしま製造業振興方針の終期まで

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2年度

研究開発成果を商談
(3件の商談)に結びつ
ける

商談件数

成果実績 件 3

目標値 件 3

達成度 ％ 100

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

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

かごしま製造業振興方針(平成28年度～令和2年度)
6　振興方針　6－1振興方針の4つの柱（目標）
(1)たゆみないイノベーションと製品の開発・事業化による付加価値の創出・向上
　産学官連携や企業間連携等による，たゆみない技術研究や開発，本県の豊富な地域資源を生かした製品の開発，事業化
支援など通じ，各企業が付加価値を向上させオンリ－ワンともういべき強み(特色)を身につけることを目指す。

事業開始年度 平成28年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県内

交付金事業の概要

　県内企業の研究開発力の向上を目的に，自動車，電子及び新成長分野関連産業等の重点業種産業の振興を図るため，県
内事業者の新技術・新製品の研究開発の取り組みに交付金を充当します。

　研究開発補助金　8,542,383円 (5件)

1 企業導入・産業活性化に関する措置 重点業種研究開発支援事業

番号 措置名 交付金事業の名称













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 地域活性化措置 水素・再生可能エネルギー普及啓発事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

交付金事業に関係する主要政策・施策・目標：
　再生可能エネルギー導入ビジョン2018
　　第3章第1節3　再生可能エネルギー導入促進に向けた基本方針
　　　④　再生可能エネルギー関連企業の育成等による地域振興の促進
　　　⑤　再生可能エネルギーに関する理解や意識の向上

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 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県内一円

交付金事業の概要

　県内の再生可能エネルギーや水素の導入を促進するため，事業者，市町村担当職員等を対象とする水素・再生可能エネ
ルギー導入セミナーを開催します。また，次世代を担う児童に対し，理解を深めてもらうための「親子再生可能エネル
ギー工作教室」を実施します。さらにそれらのイベント時や市町村で展示するためのパネル等を作成し，一層の普及啓発
を目指します。

　親子再生可能エネルギー工作教室　7回，水素・再生可能エネルギー導入セミナー1回，パネル等の作成,貸出　一式

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

参加者  430人
セミナー及び工作
教室の参加者の計

成果実績 人 361

目標値 人 430

達成度 ％ 84

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。







Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 再生可能エネルギー導入ビジョン2018終期まで

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

○かごしま未来創造ビジョン（平成30年度～令和9年度）
6　安心・安全な県民生活の実現
（1）強靱な県土づくりと危機管理体制の強化　－　防災・減災対策の推進
7　暮らしが潤い世界につながる県土の創造
（3）個性豊かで魅力ある景観づくりと活力あるまちづくり
　・道路・公園などの都市基盤整備や市街地の整備に当たっては，機能的な都市活動を確保した環境負荷の
　少ないコンパクトなまちづくりを推進します。（抜粋）
○再生可能エネルギー導入ビジョン2018（平成30年度～令和4年度）
　第3章　第1節　再生可能エネルギー導入の基本方針と導入目標
　・県や市町村による公共施設への再生可能エネルギーの導入を積極的に進めるなど，相互に連携して再生
　可能エネルギーの導入を促進します。（抜粋）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 令和4年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県内一円

交付金事業の概要

　学校等の教育文化施設は，災害時の避難所に指定されることが多く，災害における停電時に避難者の誘導等を行うため
の照明インフラを確保することが重要です。
　そのため，住民等の利用が多く見込まれる教育文化施設において，再生可能エネルギー発電設備を併設したＬＥＤ街路
灯を設置する市町村への補助事業に交付金を充当します。

　再生可能エネルギー発電設備を併設したLED街路灯の設置に係る市町村への補助金　2町，6基

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 教育文化施設における再生可能エネルギー型街路灯整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称







































Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 農業大学校学生寮空調機器更新整備事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

＊かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針
 　4　担い手確保・育成に関する施策
　　（2）新たに就農しようとする者の確保・育成に関する施策
　　　　・　農業就業人口の減少に対応していくためには，地域農業の担い手となることが期待される
　　　　　意欲ある新規就農者を確保・育成する必要があります。
　　　　　　このため，農業高等学校，農業大学校などでの教育・研修，鹿児島県新規就農相談所等で
　　　　　の就農・就業相談活動等を推進します。

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和6年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県日置市吹上町

交付金事業の概要

　鹿児島県立農業大学校では，次代の農業及び農村を担う優れた農業者及び農村地域の指導者等の育成を行っておりま
す。
　学生は，全寮制のため学生寮に入居しておりますが，各居室に設置したエアコンが導入後16年経過し，故障が多く発生
しており，故障した際の修理部品の新たな調達も不可能な状況にあります。
　そのため，平成29年度から電源立地地域対策交付金を活用し，エアコンの更新を行っており，本年度も継続して実施し
ます。

  学生寮空調機器　46台（壁掛型　冷房能力　2.2kW,暖房能力　2.2kW）

事業期間の設定理由 基本方針の期間が平成27年度から令和6年度までと設定されているため。

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5年度

新規就農率
63%

新規就農者÷卒業
生数×100

成果実績 ％

目標値 ％ 63

達成度 ％

評価年度の設定理由

令和2年度～令和4年度卒業生平均の新規就農率により，事業評価を行うため。































Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 県民の森浄水場施設更新事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

鹿児島県森林・林業基本計画（平成30年度～令和10年度）
　　第二章　基本理念と目標及び目指すべき姿
　　　第2節　目指すべき姿
　　　　　・森林・林業，木材利用等の意義や重要性について，県民の理解と関心が深まり，森林環境教育や
          レクリエーションの場としても森林が広く利用され，県内各地で県民参加による森林（もり）づく
          りが積極的に展開されること。

    目標：木材生産額の5割アップ　102億円（平成29年度）　→　150億円（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10年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県姶良市北山，霧島市溝辺町有川

交付金事業の概要

　県民の森は，保健休養の場であるとともに，森林・林業に関する知識の向上を図る施設として利用しています。施設
は，開園から30年以上を経過し老朽化が進んでおり，水道施設機器の不都合が生じ，施設の機器更新，修繕等が必要と
なっていることから，浄水場施設機器の更新に交付金を充当します。

FRP製バルブ開閉台更新     　　　　  1台
送水ポンプ（カスケードポンプ）更新　 1台

事業期間の設定理由 県森林･林業振興基本計画の終期まで

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4年度

県民の森施設管理
状況の良好回答の

割合80％

アンケート結果の
3ヶ年平均による

成果実績 ％

目標値 ％ 80

達成度 ％

評価年度の設定理由

施設利用者による施設管理状況アンケートの3ヶ年平均により評価するため。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本交付金の活用により，当施設における浄水場施設機器の更新が図られ，利用者の森林･林業に関する学習体験活動等を
行うための環境が整ったことで，県民の保健及び休養並びに緑化の推進，自然環境の保全等に関する知識の向上が図られ
ました。
　「県民の森施設管理状況の良好回答の割合」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

3

達成度 ％ 100 100 100

令和元年度

県民の森浄水場施設機器更新台数

活動実績 台 2 10 3

活動見込 台 2

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

10

総事業費 945,000 7,831,000 2,002,000 10,778,000円（3ヶ年計）

交付金充当額 945,000 7,831,000 2,002,000 R1上期申請分　770,000円（1台）

R1下期申請分　1,232,000円（2台）

945,000 7,831,000 2,002,000

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 環境林務部森づくり推進課

浄水場施設更新 随意契約（少額） (株)有村メンテナンス（姶良市） 1,232,000

交付金事業の担当課室 環境林務部森づくり推進課





Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 大気監視測定機器整備事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

・大気汚染防止法第22条　大気の汚染の状況の常時監視
　都道府県知事は，環境省令で定めるところにより，大気の汚染（放射性物質によるものを除く。）の状況を常時監視し
なければならない。

・環境省「環境大気汚染常時監視マニュアル第6版，3.7　オキシダント自動測定機」に基づき目盛校正を行う。

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 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島市城南町

交付金事業の概要

　大気汚染防止法第22条に基づき，強い酸化力を持ち高濃度ではのどへの刺激や呼吸器への影響等健康被害を及ぼすとさ
れる光化学オキシダントは常時測定しており，常に正確な測定値を表示できるように，校正を行う装置を用いて目盛校正
をすることが環境大気常時監視マニュアルで定められています。
　当該校正装置に老朽化に伴う不具合が発生すると適正な校正を行うことができず，常時監視結果に支障を来すおそれが
あるため，校正装置の更新を行います。

　オキシダント計動的校正装置　一式

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

成果実績

目標値

達成度 ％

評価年度の設定理由

機器の整備を行い，正常に校正できることを評価するため。







Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 避難所看板設置工事の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和3年度

評価年度の設定理由

避難所看板設置の終期時に評価を実施

成果目標 成果指標 単位 評価年度

市民に分かりやすい避
難所看板の整備の割合

100％

指定避難所65箇所
のうち設置した避
難所看板の整備の

割合

成果実績 ％

目標値 ％ 100

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

姶良市地域防災計画（令和元年度）
　第2編一般災害対策編　第2章災害応急対策
    2 避難所の指定
     （3）指定避難所等の周知
          ②　避難所として指定した施設等については，市民にわかりやすく当該施設に表示しておく。

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 姶良市

交付金事業実施場所 姶良市内一円

交付金事業の概要

　現在，多くの指定避難所の案内看板は，合併以前の看板が設置されており，統一性がなく，一部老朽化が進んでいる箇
所も存在します。
　そのため，指定避難所に立看板を設置・張替えする工事に交付金を充当します。

　避難所案内標識新規設置，撤去，張替え　19箇所

平成30年度 事業終了（予定）年度 令和3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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　避難所看板設置工事

番号 措置名 交付金事業の名称

達成度 ％





































Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

％

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和2年度

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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

活動現場における重大
事故発生件数　0件

活動現場における
重大事故発生件数

の合計

成果実績 件

目標値 件 0

達成度

交付金事業の概要

　三笠分団三笠第2班の小型動力ポンプは，平成30年度末で配備から15年が経過し，老朽化が見られるため，小型動力ポン
プの更新に交付金を充当します。

・小型動力ポンプ（1台，4ストロークガソリンエンジン，出力22kW，規格放水時燃料消費量9L/Hr以下），艤装品，附属品

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第5次阿久根市総合計画（後期基本計画）
　基本目標1　誰もが安心していきいきと暮らせるまち
　　政策5　市民の生命と財産を守る
　　　基本政策１　防災力と危機管理体制を強化する
　　　　【基本事業】④危機管理体制の充実
　　　　　　　　　　市民の危機管理意識を高めるために，防災訓練等の実施や自主防災組織の設立及び活動
                  強化に努め，地域の防災力を強化します。

事業開始年度

事業期間の設定理由

令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

番号 措置名 交付金事業の名称

2 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　消防団小型動力ポンプ整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 阿久根市

交付金事業実施場所 阿久根市鶴見町





















Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 ％

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　住用町内海バンガロー合併浄化槽整備事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

奄美市総合計画　後期基本計画（平成28年～令和2年）
第3章　自然に囲まれた快適なくらしのまちづくり
第1節　生活基盤・環境の整備（2）快適な生活空間の創出　（4）上・下水道施設の整備
○下水道整備区域外における合併処理浄化槽設置を促進します。■合併処理浄化槽設置整備事業の推進
（計画目標）
　汚水処理人口普及率　平成27年度　93.5％→　令和2年度　96.2％

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 奄美市

交付金事業実施場所 奄美市住用町大字見里地内

交付金事業の概要

　現在, 本施設浄化槽は単独浄化槽のため，宿泊棟4棟及び管理棟のトイレ排水処理のみを実施しており，その他生活排水
は処理できていない状況です。
　世界自然遺産登録へ向けた活動を進める本市においては, 環境配備の点からも生活排水全般の処理が必要であることか
ら, 合併浄化槽を整備します。

合併浄化槽　30人槽（宿泊者定員7人×バンガロー4戸＋管理棟1人）一式

令和元年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由 内海バンガロー下水道施設の改修計画の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和3年度

評価年度の設定理由

内海バンガロー下水道施設の改修計画の終期の翌年度に評価を実施。

成果目標 成果指標 単位 評価年度

内海バンガローにおけ
る下水道施設の改修率

100％

（内海バンガロー
における改修済箇
所/要改修箇所）

×100

成果実績 ％

目標値 ％ 100







Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 第1次伊佐市総合振興計画後期基本計画の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和3年度

評価年度の設定理由

第1次伊佐市総合振興計画後期基本計画の終期の翌年度に評価を実施。

成果目標 成果指標 単位 評価年度

競技場利用者数
16,000人

一般利用者・合宿
・大会等の合計

成果実績 人

目標値 人 16,000

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第1次伊佐市総合振興計画　後期基本計画（平成28年度～令和2年度）
政策5：地域と学び未来に生かす人づくり
施策№28　スポーツの推進
施策の目的：（対象：市民）
施策の方針：市民一人ひとりが，ライフスタイルに応じて主体的に行うスポーツ活動を推進します。
　　　　　　また，スポーツ活動機会の創出やスポーツ施設の計画的な整備を進め，生涯スポーツ・競技スポーツ
　　　　　の振興を図ります。

目標：市内スポーツ施設の年間延べ利用者数　128,000人（令和2年度）

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 伊佐市

交付金事業実施場所 伊佐市菱刈川北地内

交付金事業の概要

　伊佐市では，第1次伊佐市総合振興計画後期基本計画に基づき，生涯スポーツ，競技スポーツの推進に取り組んでおり，
特にカヌー競技が盛んで，各種競技大会・合宿等が実施されています。また，昨年は全国高校総体，今年は国民体育大会
のカヌー競技会場にもなっており，カヌー競技施設も計画的に整備する必要がある中，スポーツ活動を通じた交流の拡大
や伊佐市民の競技力向上を図るため，大会等を安全にサポートするカタマラン〈双胴船〉や競技場周辺の環境整備を行う
ための，乗用草刈機等の整備に交付金を充当します。

○カタマラン(双胴船)1艇，付属品トレーラー1台
○乗用草刈機1台
○芝刈機1台

平成28年度 事業終了（予定）年度 令和2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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　伊佐市カヌー競技施設整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称

達成度 ％







Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　福祉バス更新事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第二次出水市総合計画基本計画（平成30年度～令和4年度）
  第3章　子どもから高齢者まで健やかに暮らせる支え合いのまちづくり
　　第3節　高齢者福祉の充実　　2　高齢者が活躍できるまちづくりの推進
　　・老人クラブ等の団体が取り組む文化活動などの様々な活動や，高齢者の経験や知識を生かしたボランティア
    活動等を支援することにより，高齢者が主体的に生きがいを感じながら参加できる環境づくりを進めます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 出水市

交付金事業実施場所 出水市高尾野町

交付金事業の概要

　市が所有している福祉バスの老朽化により，修繕や点検に費用を要するだけでなく，福祉バスを利用する老人クラブの
活動にも支障をきたしている状況です。
　今回，交付金を活用し，福祉バスの更新を行うことで，行事や会合への参加を促し，地域住民の福祉の向上を図りま
す。

  中型バス　41人乗り　1台

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

福祉バスの
利用者数
7,100人

各種行事参加への
福祉バス利用者数

計

成果実績 人

目標値 人 7,100

達成度 ％

評価年度の設定理由

更新年度の翌年度の利用実績を用いて評価を行うため。







Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 ％

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　市道上村掛腰線舗装工事

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第二次出水市総合計画基本計画（平成30年度～令和4年度）
  第2章　都市基盤が整った機能性の高い快適なまちづくり
　　第2節　道路・港湾・交通ネットワークの充実
　　　3　生活関連道路の整備
　　　　・狭あいな区間の拡幅改良及び雨水排水対策として側溝未整備区間の整備を図るとともに，
　　　　老朽化した路面の更新等に努めます。
　　　市道改良済延長　現状：437km（平成29年度）
　　　　　　　　　　　目標：443km（令和4年度）

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 出水市

交付金事業実施場所 出水市平和町地内

交付金事業の概要

　市道上村掛腰線は，県道沖田新蔵線と市道掛腰線を結ぶ2級市道で，住民の生活に密着した生活道路であるとともに，周
辺には緑化樹生産地，養鶏場，食品加工工場及び工業製品生産工場等が多く，産業団地化している地域に位置していま
す。
  そのため，大型車の通行も多く路面のクラック及び沈下が発生していることから，交付金事業を活用し，舗装の維持補
修工事を行い，快適な生活関連道路を維持します。
　アスファルト舗装工　L=390.7m  W=5.5～6.8m  A=2,470㎡

平成30年度 事業終了（予定）年度 令和4年度

事業期間の設定理由 第二次出水市総合計画基本計画の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和5年度

評価年度の設定理由

第二次出水市総合計画基本計画の目標年度の翌年に評価を実施。

成果目標 成果指標 単位 評価年度

市道改良済延長
L=443㎞

舗装が整備された
道路実延長の計

成果実績 km

目標値 km 443







Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和2年度

評価年度の設定理由

更新年度の翌年度の利用実績を用いて評価を行うため。

成果目標 成果指標 単位 評価年度

入院患者
満足度 92%
(ｱﾝｹｰﾄ)

入院患者満足度：
（非常に満足＋や
や満足）÷入院患

者数×100

成果実績 ％

目標値 ％ 92

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第二次出水市総合計画基本計画（平成30年度～令和4年度）
第3章　子どもから高齢者まで健やかに暮らせる支え合いのまちづくり
第1節　健康づくり対策と医療体制の充実
　3　医療供給体制の充実

　医療サービスの充実
　　　　出水総合医療センターでは，市民に医療を受ける機会を安定的に提供していく役割
　　　を果たすため，地域の民間医療機関で対応困難な急性期患者を中心とした医療の提供
　　　に努めます。

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 出水市

交付金事業実施場所 出水市明神町地内

交付金事業の概要

　出水総合医療センターは，地域における基幹的な公的医療機関として，地域医療の確保のため，急性期医療及び回復期
医療を担っていますが，現在使用しているベッドのほとんどが購入後20年以上を経過しており，老朽化・破損等が生じて
いるため，全ベッド（194台）のうち65台を更新することとし，交付金を充当します。
（事業量）
  電動リモートコントロールベッド65台
  マットレス62枚
  褥瘡対応マットレス3枚
  スイングアーム介助バー15台

令和元年度 事業終了（予定）年度 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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　出水総合医療センターベッド更新事業

番号 措置名 交付金事業の名称

達成度 ％































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 地域活性化措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　利永保育所管理運営事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第二次指宿市総合振興計画（平成28年度～令和7年度）
第4章　保健医療福祉　すべての人が健康で安心して生き生きと暮らせるまち
7．保育体制の充実
主要施策の概要　3．保育所等の充実
　保育所等への待機児童が発生しないよう，今後の社会情勢を勘案しながら適切に対応します。
　　【現状】待機児童数　0人（平成30年度実績）
　　【目標】待機児童数　0人（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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 指宿市

交付金事業実施場所 指宿市山川利永

交付金事業の概要

　指宿市では，「第二次指宿市総合振興計画」に基づき，すべての人が健康で安心して生き生きと暮らせるまちを目標に
掲げ，保育体制の充実を図っています。
　市内唯一の公立保育所である利永保育所に勤める保育士等の処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，保育等サービスの充実及び提供体制の確保等に努めます。

利永保育所の保育士7名，調理員2名の7月～1月分の人件費

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 令和元年度

待機児童数
0　人

1年間の待機児童数
の計

成果実績 人 0

目標値 人 0

達成度 % 100

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，事業実施年度終期に実施。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本交付金は，市内唯一の公立保育所である利永保育所に勤務する保育士等の人件費に一部充当しました。
　これにより，保育等サービスの充実及び提供体制の確保等が図られ，「第二次指宿市総合振興計画」において目標に掲
げる，「すべての人が健康で安心して生き生きと暮らせるまち」に寄与したと考えております。
　今後も，本事業を継続し，保育体制の充実を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

63

達成度 % - - 100

令和元年度

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 - - 63

活動見込 人月 -

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

-

総事業費 0 0 5,357,383

交付金充当額 0 0 3,000,000

0 0 3,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 指宿市山川支所市民福祉課

人件費 雇用 利永保育所の保育士7名，調理員2名の7月～1月分の人件費 5,357,383

交付金事業の担当課室 指宿市山川支所市民福祉課











Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
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

「災害に強いまち
である」と感じる
市民の割合
50.0％

市民意識
アンケート調査

成果実績 ％

目標値 ％ 50

達成度 ％

評価年度の設定理由

第五次鹿児島市総合計画後期基本計画の評価年度

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第五次鹿児島市総合計画
　後期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　基本目標4　健やかに暮らせる　安全で安心なまち
　6 　総合的な危機管理・防災力の充実～危機や災害に強い安心安全なまちづくりを進めます！～
　　　災害危険場所等の把握や，地震・津波による被災抑制等の防災対策事業を促進するとともに，
　　市民及び国県などの関係機関との緊密な連携と協力による総合的な防災体制を充実します。

　目標：「災害に強いまちである」と感じる市民の割合　50.0％（令和3年度）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島市

交付金事業実施場所 鹿児島市内全域

交付金事業の概要

　平成30年7月豪雨等，近年多発する災害への対応について，全国的に，災害リスクと住民の取るべき避難行動の理解促
進，防災情報の確実な伝達等が課題となっていることから，さらなる住民の理解促進を図るため，各種ガイドブック等の
版下作成や防災リーフレットの配布業務等に交付金を充当します。

・わが家の安心安全ガイドブック版下作成業務
・わが家の安心安全ガイドブック印刷業務
　16,000部
・防災リーフレット配布業務
　284,127部
・液状化マップデータ作成業務

交付金事業の名称

1 福祉対策措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　避難行動理解促進事業

番号 措置名



うち文部科学省分

うち経済産業省分

　株式会社徳田屋（鹿児島市）

330,000

2,750,000

3,068,571

432,000

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　災害リスクと住民の取るべき避難行動の理解促進，防災情報の確実な伝達方法等の周知を図ることができ，市民生活の
安全性を確保することができました。今後も継続して総合的な防災体制の充実に努めます。
　「 「災害に強いまちである」と感じる市民の割合」については，令和3年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

284,400

達成度 % － － 99

令和元年度

防災リーフレット配布部数

活動実績 部 － － 284,127

活動見込 部 －

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

－

総事業費 0 0 6,580,571

交付金充当額 0 0 5,000,000

0 0 5,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 鹿児島市危機管理課

6,580,571

交付金事業の担当課室 鹿児島市危機管理課

わが家の安心安全ガイドブック版下作成業務

わが家の安心安全ガイドブック印刷業務

防災リーフレット配布業務

液状化マップデータ作成業務

計

随意契約（特命）

指名競争入札

随意契約（特命）

随意契約（少額）

　株式会社徳田屋（鹿児島市）

日進印刷株式会社（鹿児島市）

株式会社南日本リビング新聞社（鹿児島市）























Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和3年度

評価年度の設定理由

事業年度終了後1年間の平均で評価するため。

成果目標 成果指標 単位 評価年度

災害現場における活動
能力向上のための訓練

回数(6回/月)

各月の訓練回数の
計

成果実績 回/月

目標値 回/月 6

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次さつま町総合振興計画（平成28年度～令和7年度）
（基本目標4）　安全・安心の輪を広げるまち
　　基本施策11　みんなで守る消防・防災のまちづくり
　　　（2）常備消防体制の充実
・消防庁舎をはじめ，消防施設及び消防車両，資機材の整備については，現状を把握し，整備計画による年次的な更新に
努めます。

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 さつま町

交付金事業実施場所 さつま町時吉地内

交付金事業の概要

　さつま町消防本部は，1本部1署，職員数は50名の消防自動車2台で，管内全域の各種災害現場へ出動していますが，消防
ポンプ自動車について，購入から14年が経過し，走行距離も13万kmに上り，近年は，老朽化による故障が頻発している状
況です。
　さつま町は，消防水利の少ない農村部や山間部が多く点在し，たき火，火入れによる火災が多いことからも，電源立地
地域対策交付金により，水槽付消防ポンプ自動車の更新を行い，災害現場の迅速かつ的確な対応に努めます。
水槽付消防ポンプ自動車（CD-Ⅰ型）１台，艤装　一式，付属品　一式

令和元年度 事業終了（予定）年度 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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　さつま町消防本部水槽付消防ポンプ自動車整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称

達成度 ％







Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

成果目標 成果指標 単位 評価年度

舗装健全度の
改善
29.3％

健全度Ⅱ以下の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 29.3

達成度 ％

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業  町道五日町川口梁原線道路舗装工事

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次さつま町総合振興計画（平成28年度～令和7年度）
　〈基本目標7〉みんなに優しく魅力あふれるまち
　　　基本施策20　利便性の高いコンパクトな町づくり
　　　（1）道路網の整備促進
　　　　　⑥　道路の適切な維持管理
　・道路整備計画等に基づき，計画的な町道の整備を進め，利便性の向上と安全性の確保に努めます。

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 さつま町

交付金事業実施場所 さつま町船木地内

交付金事業の概要
　町道五日町川口梁原線は，さつま町の主要施設や観光スポットへのアクセス道路であり，交通量が多く舗装の劣化が著
しい状況です。ひび割れやわだち掘れが見られることから交付金を活用し道路舗装工事を行うものです。
　アスファルト舗装工　L=147m，W=6.65～9.20m，A=1,390㎡

事業期間の設定理由 町全体の舗装修繕が必要な町道の舗装改善率を目標としているため。

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和4年度

評価年度の設定理由

舗装改善率の計画期間の終期に評価を行うため。



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 さつま町建設課

道路舗装工事 一般競争入札 (株)薩摩工務店（さつま町） 9,515,000

交付金事業の担当課室 さつま町建設課

6,500,000 19,500,000 6,250,000

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

交付金充当額 6,500,000 19,500,000 6,250,000

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 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 7,398,000 21,087,000 9,515,000 38,000,000円（3ヶ年計）

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

町道五日町川口梁原線の舗装工事延長

活動実績 m 160 456 147

活動見込

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　舗装工事の実施により道路の適切な維持管理がなされ，走行の安全性，快適性の向上により，住民生活の利便性向上並
びに福祉の向上が図られたと考えています。
　今後も計画的な町道の整備を進め，利便性の向上と安全性の確保に努めます。
　「舗装健全度の改善」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

m 160 456 147

達成度 ％ 100 100 100



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

％

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和4年度

評価年度の設定理由

舗装改善率の計画期間の終期に評価を行うため。

成果目標 成果指標 単位 評価年度

舗装健全度の
改善
29.3％

健全度Ⅱ以下の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 29.3

達成度

交付金事業の概要

　町道荒瀬副田線は，国道267号と国道328号の2つの国道に接する山崎地区を通っており，住民の生活に密着した生活道路
であると同時に，国道328号と県道山崎川内線を繋ぐ幹線道路としての役割も果たしています。このため，車両の通行及び
歩行者の利用が多く地域に欠かせない道路ですが，老朽化によるひび割れが発生しているため，交付金を活用し道路舗装
工事を行うものです。
　アスファルト舗装工　L=634m，W=4.40～8.55m，A=3,771㎡

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次さつま町総合振興計画（平成28年度～令和7年度）
　〈基本目標7〉みんなに優しく魅力あふれるまち
　　　基本施策20　利便性の高いコンパクトな町づくり
　　　（1）道路網の整備促進
　　　　　⑥　道路の適切な維持管理
　・道路整備計画等に基づき，計画的な町道の整備を進め，利便性の向上と安全性の確保に努めます。

事業開始年度

事業期間の設定理由 町全体の舗装修繕が必要な町道の舗装改善率を目標としているため。

平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

番号 措置名 交付金事業の名称

2 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　町道荒瀬副田線道路舗装工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 さつま町

交付金事業実施場所 さつま町山崎地内















うち文部科学省分

うち経済産業省分

台 － － 1

達成度 ％ － － 100

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本事業により，災害等による停電時にも電源が確保でき，バックアップ機能が強化されました。
　今後も，大規模災害等に備えて，危機管理体制の充実を図ります。
　「年間配水量」については，令和3年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の総事業費等 平成29年度 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

総事業費 0 0 1,628,000

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

非常用発電機の設置台数

活動実績 台 － － 1

活動見込

交付金充当額 0 0 950,000

0 0 950,000

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 さつま町水道課

非常用発電機の購入 指名競争入札 太田機工㈱宮之城北営業所（さつま町） 1,628,000

交付金事業の担当課室 さつま町水道課







うち文部科学省分

うち経済産業省分

人月 456 420 444

達成度 ％ 92 100 91

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，市内11幼稚園に在籍する幼稚園教諭26名及び教諭業務嘱託員11名の人件費の一部に充当するこ
とができました。これにより，幼稚園の安定的な管理運営体制を確立され幼稚園教育の保全及び充実が図られ，園児の健
全な育成に寄与することができました。
  各年度の教育課程終了後に実施される学校関係者における年度末評価の平均値についても，成果目標値を達成したこと
から，住民福祉の向上が図られたと考えています。
　今後も本事業を継続し，更なる幼児教育の充実を図る予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

　学校関係者評価委員（各中学校区の学校・幼稚園のPTA関係者(各1人)，地区コミ代表（各1人），教職経験者等の適任者
（中学校区1人），事務局校長（各中学校区1人））※20名を超えない範囲。

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 174,219,101 173,574,985 151,529,842 499,323,928円（3ヶ年計）

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

幼稚園教諭の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間（月））

活動実績 人月 420 420 402

活動見込

交付金充当額 152,707,000 117,533,000 112,181,000

152,707,000 117,533,000 112,181,000

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 薩摩川内市教育委員会教育部教育総務課

人件費 雇用 幼稚園教諭26名及び教諭業務嘱託員11名 151,529,842

交付金事業の担当課室 薩摩川内市教育委員会教育部教育総務課









Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 第2次薩摩川内市総合計画（前期）の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和2年度

評価年度の設定理由

第2次薩摩川内市総合計画（前期）の終期の翌年度に評価を実施

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次薩摩川内市総合計画（平成27年度～令和元年度）
政策5　【教育文化】次世代を担う人と文化を育むまちづくり
施策1　未来をたくましく生きる力を育む教育の推進
　②知・徳・体の調和のとれた生きる力を育む教育の推進
　・ICT利活用や小学校からの英語教育の推進など時代の変化に対応した教育を推進します。
　③教育環境の充実
　・教育内容に応じた教具・教材の整備やICT関連設備等の充実を図ります。
【目標】
　学校に行くことが楽しいと感じる児童・生徒の割合　96.1％（平成26年度）→100％（令和2年度）

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 薩摩川内市

交付金事業実施場所 薩摩川内市一円

交付金事業の概要

　薩摩川内市では，総合計画政策5【教育・文化】次世代を担う人と文化を育むまちづくりの施策1未来をたくましく生き
る力を育む教育の推進に基づき，知・徳・体の調和のとれた生きる力を育む教育の推進に取り組んでおり，年次的に普通
教室用コンピュータを更新しています。
　本年度は普通教育用コンピュータの整備に交付金を充当します。

　15.6型ノートパソコン 120台（27小学校92台，11中学校28台）

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　普通教室用コンピュータ整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称

平成27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

学校に行くことが楽し
いと感じる児童・生徒

の割合
100％

学校に行くことが
楽しいと感じる児

童生徒数
÷児童生徒総数×

100

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％





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

2 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　教育用コンピュータ整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 薩摩川内市

交付金事業実施場所 薩摩川内市一円

交付金事業の概要

　薩摩川内市では，総合計画政策5【教育・文化】次世代を担う人と文化を育むまちづくりの施策1未来をたくましく生き
る力を育む教育の推進に基づき，知・徳・体の調和のとれた生きる力を育む教育の推進に取り組んでおり，年次的に教育
用コンピュータを更新しています。
　本年度は教育用コンピュータの整備に交付金を充当します。

　【教職員用】
　　15.6型ノートパソコン 17台（10小学校10台，7中学校7台）
  　ハードディスク16台（9小学校9台，7中学校7台）
  【児童・生徒用】
 　 タブレットパソコン 10.1インチ 329台（10小学校185台，7中学校144台）

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次薩摩川内市総合計画（平成27年度～令和元年度）
政策5　【教育文化】次世代を担う人と文化を育むまちづくり
施策1　未来をたくましく生きる力を育む教育の推進
　②知・徳・体の調和のとれた生きる力を育む教育の推進
　・ICT利活用や小学校からの英語教育の推進など時代の変化に対応した教育を推進します。
　③教育環境の充実
　・教育内容に応じた教具・教材の整備やICT関連設備等の充実を図ります。
【目標】
　学校に行くことが楽しいと感じる児童・生徒の割合　96.1％（平成26年度）→100％（令和2年度）

事業開始年度

事業期間の設定理由 第2次薩摩川内市総合計画（前期）の終期まで

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

令和2年度

評価年度の設定理由

前期基本計画（平成27年度～令和元年度）の終期の翌年度に評価を実施

成果目標 成果指標 単位 評価年度

学校に行くことが楽し
いと感じる児童・生徒

の割合
100％

学校に行くことが
楽しいと感じる児

童生徒数
÷児童生徒総数×

100

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％





Ⅱ．事業評価個表（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

学校に行くことが楽し
いと感じる児童・生徒

の割合
100％

学校に行くことが
楽しいと感じる児

童生徒数
÷児童生徒総数×

100

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

前期基本計画（平成27年度～令和元年度）の終期の翌年度に評価を実施

交付金事業の概要

　薩摩川内市では，総合計画政策5【教育・文化】次世代を担う人と文化を育むまちづくりの施策1未来をたくましく生き
る力を育む教育の推進に基づき，知・徳・体の調和のとれた生きる力を育む教育の推進に取り組んでおり，年次的に校務
用コンピュータを更新しています。
　本年度は，校務用コンピュータの整備に交付金を充当します。

　15.6型ノートパソコン 210台（21小学校131台，11中学校79台)

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次薩摩川内市総合計画（平成27年度～令和元年度）
政策5　【教育文化】次世代を担う人と文化を育むまちづくり
施策1　未来をたくましく生きる力を育む教育の推進
　②知・徳・体の調和のとれた生きる力を育む教育の推進
　・ICT利活用や小学校からの英語教育の推進など時代の変化に対応した教育を推進します。
　③教育環境の充実
　・教育内容に応じた教具・教材の整備やICT関連設備等の充実を図ります。
【目標】
　学校に行くことが楽しいと感じる児童・生徒の割合　96.1％（平成26年度）→100％（令和2年度）

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 第2次薩摩川内市総合計画（前期）の終期まで

番号 措置名 交付金事業の名称

3 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　校務用コンピュータ整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 薩摩川内市

交付金事業実施場所 薩摩川内市一円







Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 ％

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　財務用コンピュータ整備事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次薩摩川内市総合計画（平成27年度～令和元年度）
政策5　【教育文化】次世代を担う人と文化を育むまちづくり
施策1　未来をたくましく生きる力を育む教育の推進
　②知・徳・体の調和のとれた生きる力を育む教育の推進
　・ICT利活用や小学校からの英語教育の推進など時代の変化に対応した教育を推進します。
　③教育環境の充実
　・教育内容に応じた教具・教材の整備やICT関連設備等の充実を図ります。
【目標】
　学校に行くことが楽しいと感じる児童・生徒の割合　96.1％（平成26年度）→100％（令和2年度）

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 薩摩川内市

交付金事業実施場所 薩摩川内市一円

交付金事業の概要

　薩摩川内市では，総合計画政策5【教育・文化】次世代を担う人と文化を育むまちづくりの施策1未来をたくましく生き
る力を育む教育の推進に基づき，知・徳・体の調和のとれた生きる力を育む教育の推進に取り組んでおり，年次的に普通
教室用コンピュータを更新しています。
　本年度は財務用コンピュータの整備に交付金を充当します。

　15.6型ノートパソコン 43台（27小学校28台，13中学校15台）

平成27年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 第2次薩摩川内市総合計画（前期）の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和2年度

評価年度の設定理由

第2次薩摩川内市総合計画（前期）の終期の翌年度に評価を実施

成果目標 成果指標 単位 評価年度

学校に行くことが楽し
いと感じる児童・生徒

の割合
100％

学校に行くことが
楽しいと感じる児

童生徒数
÷児童生徒総数×

100

成果実績 ％

目標値 ％ 100









































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 南大隅町企画課

道路工事 指名競争入札 株式会社　東建設（南大隅町） 25,978,000

交付金事業の担当課室 南大隅町建設課

4,900,000 4,900,000 4,900,000

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

交付金充当額 4,900,000 4,900,000 4,900,000

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 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 15,490,000 20,767,000 25,978,000 62,235,000円（3ヶ年計）

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

町道鶴丸線の整備延長

活動実績 m 110 135 151

活動見込

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　町道鶴丸線については，平成27年度から令和3年度で813m整備する計画で今年度は151mを整備しました。
　本線は「雄川の滝」へのアクセス道路として，観光客並びに地域住民の通行の円滑化と安全性の確保を図るために本路
線の路面補修工事を実施していますが，観光客や地域住民の通行の安全が保たれていることから引き続き100％に向けて実
施していきます。
　「町道鶴丸線の整備率」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

m 110 135 151

達成度 ％ 100 100 100
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