
別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

交付金事業に要した
経費

交付金充当額

1,000,000

（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

中央消防署南部分署消毒室
新築事業

薩摩川内市 6,496,000 4,720,000

備 考

1
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

東部・西部消防署非常用発
電設備改修工事設計業務事
業

薩摩川内市 2,381,000

3
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

地区コミュニティセンターコン
ピュータ整備事業

薩摩川内市 5,265,480 4,500,000

2
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

事業期間の設定理由 第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）終期の翌年度に評価を実施するため。

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

災害に強いまちだと
感じる市民の割合
61.6％
（令和元年度）

市民アンケートに
よる

成果実績 ％

目標値 ％ 61.6％以上

達成度 ％

評価年度の設定理由

第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）終期の翌年度に評価を実施するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金を活用し、老朽化した非常用発電機設備を整備することにより、消防施設の非常時における災害活動拠点施設
としての機能維持及び市民の安心安全な生活の維持を図りました。なお成果指標については令和２年度に改めて評価
します。

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 東部・西部消防署非常用発電設備改修工事設計業務事業

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

【主要政策・施策】
第２次薩摩川内市総合計画（前期　平成27～令和元年度）
　政策Ⅳ　安全性と利便性の質を高めるまちづくり
　　 施策１　災害に強い防災基盤の整備
　　　　　　　・ゲリラ豪雨など多種多様な災害発生に備え、消防署の老朽化した非常用電源設備を整備する
　　　　　　 　 ことにより、非常時における災害活動拠点としての機能維持と市民の安心安全な生活の維持
                を図ります。
　
【成果指標と目標値】
　　災害に強いまちだと感じる市民の割合（市民アンケート）
　　現状値41.6％（平成27年度）　→　目標値61.6％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 薩摩川内市入来町地内外

交付金事業の概要
老朽化した非常用発電機設備を整備することにより、消防施設の非常時における災害活動拠点施設としての機能維持
を図るほか、市民の安心安全な生活の維持に寄与するため、東部・西部消防署非常用発電機取替工事設計業務事業
に充当します。



直接_2-1-1_【非常用発電機設計】様式８事業評価個表(1102修正分).xlsx

　（備考） (1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

定性的な成果及び評価を記載すること。
評価年度の欄は、交付金事業の内容、成果目標及び成果指標を踏まえ、評価年度を記載し、当該評価年度を設定した理由を評価年度の設定理由の欄に記載すること。
なお、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合、評価年度の設定には当該機関等による評価実施時期も考慮すること。

交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標の欄は、
当該事業が関連づけられている当該都道府県又は市町村の上位政策・施策とその目標を記載すること。
事業終了（予定）年度の欄は、必ず記載すること。また、事業期間が複数年度にわたる事業については事業期間の設定理由を記載すること。

交付金事業の成果目標及び成果指標の欄は、交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標を踏まえて定量的に記載すること。

当該事業の定量的評価が困難な場合には、成果目標の欄に、定性的な目標を、交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄に、定性的な成果及び評価を記載すること。

事業実施課室と評価実施課室が同一でも差支えない。

評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、第三者機関等の名称及び構成員等を記載すること。

交付金事業の活動指標及び活動実績の欄は、当該事業の進捗度、利用量等の活動量を記載すること。
 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

交付金事業の担当課室の欄は、事業を実施した課室、交付金事業の評価課室の欄は、事業評価を実施した課室の名称を記載すること。

成果実績の欄は、評価年度に成果指標に基づき測定した数値を記載すること。ただし、評価年度が到来していない場合は、
成果実績の欄は空欄とし、評価年度に別途、報告を行うこと。

なお、成果実績を別途報告する際に、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合には、当該機関等による評価についても、併せて報告を行うこと。

 交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄は、上記（６）の定量的評価が困難な場合における定性的な成果及び評価の記載のほか、

成果実績が目標値に達しない場合の要因分析及び次年度に向けた改善点並びに評価に第三者機関等を活用した場合には当該機関等の評価を記載すること。

交付金事業の評価課室 薩摩川内市消防局　消防総務課

事業ごとに作成すること。 
 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
交付金事業の概要の欄は、事業内容、必要性、期待される効果等を記載すること。

0 0 0

東部・西部消防署非常用発電設備改修工事設計 一般競争入札 有限会社エース設備設計（鹿児島市） 2,381,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市消防局　消防総務課

0 0 1,000,000

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

総事業費 0 0 2,381,000

交付金充当額 0 0 1,000,000

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 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

-                       1                       

達成度 ％ #DIV/0! #DIV/0! 100%

令和元年度

東部・西部消防署非常用発電機取替工
事設計業務の完了

活動実績 式 -                       -                       1                       

活動見込 式 -                       
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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費等措置 中央消防署南部分署消毒室新築事業

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 薩摩川内市若松町地内

交付金事業の概要

新たに南部分署に消毒室を設置することにより通常時や災害時の急患搬送業務に迅速に対応できるようにするほか、
救命率向上により市民の安心安全な生活の維持に寄与するため中央消防署南部分署消毒室整備事業に充当します。

中央消防署南部分署消毒室（18.24㎡）新築工事

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

【主要政策・施策】
第２次薩摩川内市総合計画（前期　平成27～令和元年度）
　政策Ⅱ　快適で魅力的な住み続けたいまちづくり
　　施策１　市民の安全確保と防災対応の推進
　　　　　　  ・消毒室の設置により、通常時や災害時の急患搬送業務に迅速に対応できるようにし、救命率
　　　　　　　  の向上および地域住民の福祉の向上を図ります。

【成果指標と目標値】
　　施策の方向性　「消防・救急体制の充実」
　　レスポンスタイムの短縮化（南部分署救急隊管轄内平均時間）
　　現状値6.7分以内　→　目標値6.0分以内

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 第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）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

レスポンスタイム
の短縮化（南部分署
救急隊管轄内平均時
間）
6.0分以内
（令和元年度）

評価年度の設定理由

第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）終期の翌年度に評価を実施するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金を活用し、新たに南部分署に消毒室を設置することにより、通常時や災害時の急患搬送業務に迅速に対応でき
るようにするほか、救命率向上により市民の安心安全な生活の維持を図ることができました。　なお成果及び評価につ
いては、令和２年度に実施いたします。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

救急活動記録に
よる

成果実績 分

目標値 分 6.0分以内

達成度 ％
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　（備考） (1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

うち文部科学省分

うち経済産業省分

活動見込 軒 -                       １

達成度 ％ #DIV/0! #DIV/0! 100%

平成３０年度

-                       

総事業費 0 0 6,496,000

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

活動指標 単位 平成２９年度 令和元年度

中央消防署南部分署消毒室新築工事
の完了

活動実績 軒 -                       -                       １

交付金事業の担当課室 薩摩川内市　消防局　消防総務課

交付金事業の評価課室 薩摩川内市　消防局　消防総務課

事業ごとに作成すること。 
 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
交付金事業の概要の欄は、事業内容、必要性、期待される効果等を記載すること。

交付金充当額 0 0 4,720,000

0 0 0

0 0 4,720,000

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

中央消防署南部分署消毒室新築工事 一般競争入札 株式会社　伸和建設（薩摩川内市） 6,496,000

事業実施課室と評価実施課室が同一でも差支えない。

なお、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合、評価年度の設定には当該機関等による評価実施時期も考慮すること。
成果実績の欄は、評価年度に成果指標に基づき測定した数値を記載すること。ただし、評価年度が到来していない場合は、
成果実績の欄は空欄とし、評価年度に別途、報告を行うこと。

なお、成果実績を別途報告する際に、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合には、当該機関等による評価についても、併せて報告を行うこと。

 交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄は、上記（６）の定量的評価が困難な場合における定性的な成果及び評価の記載のほか、

交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標の欄は、
当該事業が関連づけられている当該都道府県又は市町村の上位政策・施策とその目標を記載すること。
事業終了（予定）年度の欄は、必ず記載すること。また、事業期間が複数年度にわたる事業については事業期間の設定理由を記載すること。

交付金事業の成果目標及び成果指標の欄は、交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標を踏まえて定量的に記載すること。

成果実績が目標値に達しない場合の要因分析及び次年度に向けた改善点並びに評価に第三者機関等を活用した場合には当該機関等の評価を記載すること。

評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、第三者機関等の名称及び構成員等を記載すること。

交付金事業の活動指標及び活動実績の欄は、当該事業の進捗度、利用量等の活動量を記載すること。
 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

交付金事業の担当課室の欄は、事業を実施した課室、交付金事業の評価課室の欄は、事業評価を実施した課室の名称を記載すること。

当該事業の定量的評価が困難な場合には、成果目標の欄に、定性的な目標を、交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄に、定性的な成果及び評価を記載すること。

定性的な成果及び評価を記載すること。
評価年度の欄は、交付金事業の内容、成果目標及び成果指標を踏まえ、評価年度を記載し、当該評価年度を設定した理由を評価年度の設定理由の欄に記載すること。
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Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

事業期間の設定理由 第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）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

自立していると感じて
いる地区コミュニティ
協議会の割合
90％
（令和元年）

地区コミュニティ協
議会へのアンケー
トによる

成果実績 ％ 79.17%

目標値 ％ 90%

達成度 ％

評価年度の設定理由

第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）終期の翌年度に評価を実施するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　地区コミュニティ協議会への支援を行うことにより、地区コミュニティ主事の業務効率の向上を促し、更に地区コミュニ
ティ協議会が自ら活性化に取り組むことに寄与するため、市内４８地区コミュニティセンターのパソコン４８台を整備しまし
た。
　なお、成果指標については、令和２年度にあらためて評価します。

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 地区コミュニティセンター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

【主要政策・施策】
第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）
　政策Ⅵ　【地域経営】市民みんなで考え、行動するまちづくり
　　施策１　地域力を発揮するコミュニティ活動への支援　①地域の自立・活性化への支援
　　　　　　　・コミュニティ活動拠点施設の整備・改修等を実施します。

【成果指標と目標値】
　　自立していると感じる地区コミュニティ協議会の割合
　　現状値75％（平成27年度）　→　目標値90％（令和元年）

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 薩摩川内市

交付金事業実施場所 薩摩川内市五代町　亀山コミュニティセンター　外４７地区

交付金事業の概要

市内４８地区コミュニティセンターに整備されている主事用パソコンが耐用年数の経過により老朽化していることから、機
器更新整備を行う。

　・主事用コンピュータの整備
　     主事用パソコン　４８台



直接_2-1-3_【地域政策課】様式８事業評価報告書(1102修正分).xlsx

　（備考） (1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)

(13)

定性的な成果及び評価を記載すること。
評価年度の欄は、交付金事業の内容、成果目標及び成果指標を踏まえ、評価年度を記載し、当該評価年度を設定した理由を評価年度の設定理由の欄に記載すること。
なお、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合、評価年度の設定には当該機関等による評価実施時期も考慮すること。

交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標の欄は、
当該事業が関連づけられている当該都道府県又は市町村の上位政策・施策とその目標を記載すること。
事業終了（予定）年度の欄は、必ず記載すること。また、事業期間が複数年度にわたる事業については事業期間の設定理由を記載すること。

交付金事業の成果目標及び成果指標の欄は、交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標を踏まえて定量的に記載すること。

当該事業の定量的評価が困難な場合には、成果目標の欄に、定性的な目標を、交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄に、定性的な成果及び評価を記載すること。

事業実施課室と評価実施課室が同一でも差支えない。

評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、第三者機関等の名称及び構成員等を記載すること。
交付金事業の活動指標及び活動実績の欄は、当該事業の進捗度、利用量等の活動量を記載すること。
 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

交付金事業の担当課室の欄は、事業を実施した課室、交付金事業の評価課室の欄は、事業評価を実施した課室の名称を記載すること。

成果実績の欄は、評価年度に成果指標に基づき測定した数値を記載すること。ただし、評価年度が到来していない場合は、
成果実績の欄は空欄とし、評価年度に別途、報告を行うこと。
なお、成果実績を別途報告する際に、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合には、当該機関等による評価についても、併せて報告を行うこと。
 交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄は、上記（６）の定量的評価が困難な場合における定性的な成果及び評価の記載のほか、
成果実績が目標値に達しない場合の要因分析及び次年度に向けた改善点並びに評価に第三者機関等を活用した場合には当該機関等の評価を記載すること。

交付金事業の評価課室 薩摩川内市　企画政策部　地域政策課
事業ごとに作成すること。 
 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
交付金事業の概要の欄は、事業内容、必要性、期待される効果等を記載すること。

― ― ―

物品購入 指名競争入札
株式会社富士通エフサス鹿児島支店
（鹿児島県鹿児島市山之口町3番31号住友生命鹿児島ビル） 5,265,480

交付金事業の担当課室 薩摩川内市　企画政策部　地域政策課

― ― 4,500,000

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

総事業費 ― ― 5,265,480

交付金充当額 ― ― 4,500,000

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 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

― 48                      

達成度 ％ #VALUE! #VALUE! 100%

令和元年度

主事用コンピュータの整備台数
４８台

活動実績 台 ― ― 48                      

活動見込 台 ―



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

5 福祉対策措置 保健センター管理運営事業 薩摩川内市 138,036,791 108,938,000

4
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

消防施設管理運営事業 薩摩川内市 763,913,962 605,200,000

3 福祉対策措置
地区コミュニティ協議会活動
支援事業

薩摩川内市 59,415,400 43,600,000

2
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

文化ホール指定管理委託事
業

薩摩川内市 64,178,963 41,400,000

1
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

総合運動公園指定管理委託
事業

薩摩川内市 140,208,762 80,800,000

（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

経費
交付金充当額 備 考























別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

交付金事業に要した
経費

交付金充当額

4,640,000

（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

公共サイン整備事業 薩摩川内市 1,971,000 1,880,000

備 考

1
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

樋脇サンヘルスパーク改修
事業

薩摩川内市 5,652,000

3
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

防犯カメラ設置事業 薩摩川内市 3,267,000 2,800,000

2
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

4
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

災害対策用備蓄品配備事業 薩摩川内市 9,156,600 6,100,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

事業期間の設定理由 第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）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

運動やスポーツを楽
しむ環境が整ってい
ると思う市民の割合
78％以上
（令和元年度）

市民アンケートに
よる

成果実績 ％

目標値 ％ ７８％以上

達成度 ％

評価年度の設定理由

第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）終期の翌年度に評価を実施するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　当該事業に交付金を充当し、安全な維持管理及び利用者が安全・安心にスポーツ活動を楽しむことを図ることができ、
今後も多くの利用者が当該施設を利用することが期待できます。なお成果及び評価については、令和２年度に実施いた
します。

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 樋脇サンヘルスパーク改修事業

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

【主要政策・施策】
第２次薩摩川内市総合計画（前期　平成27～令和元年度）
　政策Ⅴ　次世代を担う人と文化を育むまちづくり（教育文化）
　　施策５　スポーツ活動を楽しむ環境整備
　　　　　　　・市民が気軽にスポーツに親しむ環境が整い、日常的にスポーツを楽しむことができるよう
　　　　　　　施設の維持管理を行います。

【成果指標と目標値】
　　運動やスポーツを楽しむ環境が整っていると思う市民の割合
　　現状値73％（平成27年度)　→　目標値78％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 薩摩川内市樋脇町市比野２２９６番地１（樋脇サンヘルスパーク地内）

交付金事業の概要

【事業内容】
・対象施設：樋脇サンヘルスパーク
・対象経費：修繕料（ウォータースライダープールの老朽化したポンプ３台の取替）
【必要性、期待される効果】
　樋脇サンヘルスパークは、スライダープール、流水プール及び幼児プールが整備され、年間約２万人が利用していま
す。当該施設は、整備後約２４年が経過しており、設備の老朽化が課題となっています。今後も多くの利用者が当該施
設を利用することから、当該事業に交付金を充当し、安全な維持管理を図ることで、利用者が安全・安心にスポーツ活
動を楽しむことが期待できます。



    　　記載すること。事業実施課室と評価実施課室が同一でも差支えない。

（１０）  評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、第三者機関等の名称及び構成員等を記載すること。

（１１）　交付金事業の活動指標及び活動実績の欄は、当該事業の進捗度、利用量等の活動量を記載すること。
（１２）  交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

（１３）  交付金事業の担当課室の欄は、事業を実施した課室、交付金事業の評価課室の欄は、事業評価を実施した課室の名称を

（８）  成果実績の欄は、評価年度に成果指標に基づき測定した数値を記載すること。ただし、評価年度が到来していない場合は、
　　成果実績の欄は空欄とし、評価年度に別途、報告を行うこと。

　　 なお、成果実績を別途報告する際に、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合には、当該機関等による評価についても、併せて報告を行うこと。

（９）  交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄は、上記（６）の定量的評価が困難な場合における定性的な成果及び評価の記載のほか、

　  成果実績が目標値に達しない場合の要因分析及び次年度に向けた改善点並びに評価に第三者機関等を活用した場合には当該機関等の評価を記載すること。

　　的評価が困難な場合には、成果目標の欄に、定性的な目標を、交付金事業の定性的な
　　成果及び評価等の欄に、定性的な成果及び評価を記載すること。
（７）　評価年度の欄は、交付金事業の内容、成果目標及び成果指標を踏まえ、評価年度を記載し、当該評価年度を設定した理由を評価年度の設定理由の欄に記載すること。
　   なお、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合、評価年度の設定には当該機関等による評価実施時期も考慮すること。

（４）　交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標の欄は、
　　当該事業が関連づけられている当該都道府県又は市町村の上位政策・施策とその目標を記載すること。
（５）　事業終了（予定）年度の欄は、必ず記載すること。また、事業期間が複数年度にわたる
　　事業については事業期間の設定理由を記載すること。
（６）　交付金事業の成果目標及び成果指標の欄は、交付金事業に関係する都道府県又は
　　市町村の主要政策・施策とその目標を踏まえて定量的に記載すること。当該事業の定量

交付金事業の評価課室 薩摩川内市　商工観光部　施設課

　（備考） （１）　事業ごとに作成すること。 
（２）  番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）　交付金事業の概要の欄は、事業内容、必要性、期待される効果等を記載すること。

0 0 0

設備修繕 一般競争入札 有限会社　竹内建設 5,652,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市　商工観光部　施設課

0 0 4,640,000

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

総事業費 0 0 5,652,000 実績額

交付金充当額 0 0 4,640,000

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 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

-                        3                        

達成度 ％ #DIV/0! #DIV/0! 100%

令和元年度

樋脇サンへルスパーク修繕箇所数

活動実績 箇所 -                        -                        3                        

活動見込 箇所 -                        



直接_2-2-2_【公共サイン】様式８事業評価報告書(1102修正分).xlsx

Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

事業期間の設定理由 年度内で完了できる見込みのため

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

道路が整備され快適
だと感じる市民の割
合
75％以上
（令和元年度）

市民アンケートに
よる

成果実績 ％

目標値 ％ 75%以上

達成度 ％

評価年度の設定理由

第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）終期の翌年度に評価を実施するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

公共サインの設置により、施設利用者へのスムーズな誘導、案内が行われ、市民や本市への来街者への交通利便性
の向上に寄与できています。
計画どおりに本事業を実施することで、今後も市民や本市への来街者への交通利便性の向上を図ることができ、令和２
年度中に改めて評価を実施します。

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 公共サイン整備事業

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

【主要政策・施策】
第２次薩摩川内市総合計画（前期　平成27～令和元年度）
　政策Ⅳ　【社会基盤】安全性と利便性の質を高めるまちづくり
　　施策４　利便性の高い道路の整備

【成果指標と目標値】
　　道路が整備され快適だと感じる市民の割合（市民アンケート）
　　現状値65％（平成27年度）　→　目標値75％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 薩摩川内市樋脇町市比野地内

交付金事業の概要

薩摩川内市では、総合計画政策4【社会基盤】安全性と利便性の質を高めるまちづくり施策4利便性の高い道路の整備
に基づき、市民及び市への来訪者の利便性を高めるため、市内施設へのスムーズな誘導が可能となる案内標識（公共
サイン）の整備を行います。

公共サイン２か所設置



直接_2-2-2_【公共サイン】様式８事業評価報告書(1102修正分).xlsx

　（備考） (1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

定性的な成果及び評価を記載すること。
評価年度の欄は、交付金事業の内容、成果目標及び成果指標を踏まえ、評価年度を記載し、当該評価年度を設定した理由を評価年度の設定理由の欄に記載すること。
なお、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合、評価年度の設定には当該機関等による評価実施時期も考慮すること。

交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標の欄は、
当該事業が関連づけられている当該都道府県又は市町村の上位政策・施策とその目標を記載すること。
事業終了（予定）年度の欄は、必ず記載すること。また、事業期間が複数年度にわたる事業については事業期間の設定理由を記載すること。

交付金事業の成果目標及び成果指標の欄は、交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標を踏まえて定量的に記載すること。

当該事業の定量的評価が困難な場合には、成果目標の欄に、定性的な目標を、交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄に、定性的な成果及び評価を記載すること。

事業実施課室と評価実施課室が同一でも差支えない。

評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、第三者機関等の名称及び構成員等を記載すること。

交付金事業の活動指標及び活動実績の欄は、当該事業の進捗度、利用量等の活動量を記載すること。
 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

交付金事業の担当課室の欄は、事業を実施した課室、交付金事業の評価課室の欄は、事業評価を実施した課室の名称を記載すること。

成果実績の欄は、評価年度に成果指標に基づき測定した数値を記載すること。ただし、評価年度が到来していない場合は、
成果実績の欄は空欄とし、評価年度に別途、報告を行うこと。

なお、成果実績を別途報告する際に、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合には、当該機関等による評価についても、併せて報告を行うこと。

 交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄は、上記（６）の定量的評価が困難な場合における定性的な成果及び評価の記載のほか、

成果実績が目標値に達しない場合の要因分析及び次年度に向けた改善点並びに評価に第三者機関等を活用した場合には当該機関等の評価を記載すること。

交付金事業の評価課室 薩摩川内市　建設部　都市計画課

事業ごとに作成すること。 
 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
交付金事業の概要の欄は、事業内容、必要性、期待される効果等を記載すること。

0 0 0

工事請負契約 一般競争入札 有限会社鬼塚鉄工所 1,971,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市　建設部　都市計画課

4,950,000 4,500,000 1,880,000

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

総事業費 5,512,000 4,649,000 1,971,000

交付金充当額 4,950,000 4,500,000 1,880,000

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 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

2                       2                       

達成度 % 100% 100% 100%

令和元年度

公共サインの設置基数（基／年）

活動実績 基 4                       2                       2                       

活動見込 基 4                       












