
別紙

I . 事業評価総括表（令和2年度）
（単位：円）

番号 I 措置名 交付金事業の名称 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

4,532,002 地域括性化措叫上野村図也館運営事業              I                 上野村
 II . 事業評価個表（令和2年度）

番号 措置名 交付金事業の名称
地域活性化措置 上野村図杏館運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I上野村
交付金事業実施場所 群馬県多野郡上野村大字新羽地内

I 交付金充当額 備 考

4,000,000 

I: 野村は「栄光ある上野村の建没」を村が紐せ状の最大のII標とし、そのfl標を達成するために①紅康水準のi
・

りい

交付金市業の概要
村②道徳水準の,i)jい村③知的水i1りの,i·,sい村④経済的に翌かな村の4つの柱を掲げており、② · ③の柱を達成するた
め、似I , I}館を運·�1· している。

村では図�F館を中核として、生粍学習の機会の更なる拡允のため、屯源V.地地域対策交付金を括川し、蔵ifの刑
刷や社会教有括動を通じて道徳水準の砧い村及び知的水湘のii°りい村づくりを推進する体制づくりに努める。

交付金•Jり業に関係するヒ要政策・施策：
I·. 野村第5次総合計画（平成2 3年度~'!'-成3 2年度）

交付金事業に閑係する
分野別施策）＆本）j針 『IV 教介 文化 人づくり』

(3)生涯学料の機会を拡充します
都道府県又は市町村の • 生狂"'/:料は、 ゾ人ひとりが生きがいをもって骰かな人生を過ごすうえでif(要
主要政策・施策とその な活動です。そこで、括動拠点の允火を似lり、住民のセ体的なお訓を促すと
目標 ともに、住民括動を手助けする人材の介成に努めよす。

ll標：
図 ，

lf館利用者延ぺ人且 前年比 5%附（令和2年度）

事業開始年度 令和2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 毎年度評価を実施するため



成果 目標 成果指標 単位 評価年度 令和 3年度
成果実績 人 4,688

目標値 人 7,800
図書館利用者延ベ

人員 前年比 5%
増

利用者延べ増加
人数―前年度利
用者延ぺ人数 X

100 達成度
％

″ 60.1%

評価年度の設定理由

毎年度PDCAサ イクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早爾正:評価を実施
~

交付金事業の定性的な成果及び評価等

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から4月 16日 から5月 31日 までの間休館を余儀なくされたり、密を防
ぐために入館者の制限を行ったことから、入館者は日標人数を 下回ってしまった。今年度についても引き続き感染
症対策を行いながら開館 しているが、来館者数の大幅な上昇は見込めないことから、インターネット検索機能など
の活用を周知 し、短時間で図書が借りられるような体制の整備の強化をおこなうことで、利用者数の増加を図る。

評価に係る第二者機関等の活用の有無

交付金事業の成果 目標
及び成果実績

征

活動指標 単位 令和 2年度 年 度 年度

活動実績 冊 2253

活動見込 1冊 1100
交付金事業の活動指標
及び活動実績 図書購入冊数

達成度 204.8% #DIV/0! #DIV/0!

令和 2年度 年度 年度 備  考

4,532,002

交付金事業の総事業費
等

4,000,000

4,000,000

IXl 入

σ) 手

組 :1

1地 .li 約

1文 | 入

交付金事業の契約の概要

約 の 目

図書館流通センター

まるいち

みやま文庫
里予

契約の方法

847,000

4,000

453,774

831,581
2,395,647

約金額

図書用備品整備

図書購入

随意契約

約

約

図書購入

交付金事業の担当課室 教育委員会

交付金事業の評価課室

うち文部科学省分

つ

一
一＞家一枚

一一一一一一一一

一



別紙
I . 1ド業評価総括表（令和 2 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 交付金事業に要
間接交付金事業者名 した経野

福祉対策措in 上野村心の体操事業 上野村 1,100,000 

 II . 事業評価個表（令和2年度）
- - • ~ --・

番号 措置名 交付金市業の名称
福祉対策措置 上野村心の体操事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I上野村
交付金事業実施場所 群馬県多野郡上野村地内

II本において自殺者やうつ病患者が削）JIIしている。

交付金充当額

1,000,000 

.,� 業所においてもストレスチェックが義務づけられているなど 、 こころの健康対策は念務である。

備 考

交付金事業の概要 !Hi齢者においても、心のパランスが保てなることで閉じこもりとなってしよい、最終的に入院や施設人所となって
しまうケ ースが生じている。

このため本•fi:業を通じて、特に閉じこもり傾1i,Jにある麻齢者の社会参加を促す 9ドによって閉じこもりを防ぐことに
より、心の健康状態の'"'復を的りたい。

交付金•J:i:業に閲係するI: 要政策・施策：
ト野村第5次総合Jhilii (平成23年度～平成32年度）

交付金事業に閑係する 分野別施策）k本方針 『3 紐l,lt 福祉』
都道府県又は市町村の (I)お年'forりが生涯元気な村づくりを「l指します

配食サ ー ビスや災化括動、その他軽労慟作業など租極的な社会参加や社会頁献の機会の
主要政策・施策とその 創出に努めます。
目標

体操教� 笠の参加者 前年比 3 %刑（令和2年度）

事業開始年度 令和2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 毎年度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 3年度

体操教室等の参加

者 前年比 3%
増

本年度参加者延
べ人数=前年度
参加者延ぺ人数

X100

成果実績 人 640

目標値 人 720

達成度
α
″^ 88.9%

評価年度の設定理由

毎年度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

新型コロナウイルス感染症の影響により、実施する際の人数を制限する必要があったため、当初予定と比較すると参
加者が減少となったしまった。次年度以降もある程度の人数制限を行う必要があるため、実施回数を増加させるなど
して健康づくりに務める。

評価に係る第二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

活動指標 単位 令和 2年度 年 度 年 度

心の体操教室の実施

活動実績 回 36

活動見込 回 12

達成度 300.0% #DIV/01 #DIV/01

交付金事業の総事業費
等

令和 2年度 年 度 年度 備 考

1, 100,000

1,000,000

1,000,000

交付金事業の契約の概要

約の 目 約 の 法 約の相手方 約金額

託 約 約 上野振興公 1,100,000

交付金事業の担 当課室 保健福祉課

交付金事業の評価課室 総務課



別紙

I . 事業評価総括表（令和2年度）
（単位：円）

番号 措骰名 交付金事業の名称

悩祉対策措骰 k野村道路維持竹理川頂機整備•t-i:業

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

上野村

 II . 市業評価個表（令和2年度）

交付金事業に要
した経投

4,763,000 

番号 措骰名 交付金事業の名称
福祉対策措置 上野村道路維持管理用重機整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I上野村
交付金事業実施場所 群馬県多野郡上野村大字川和地内

交付金充当額

4,000,000 

本村はその地理I:冬になるとその寒さから路面が凍結したり、積 ‘りによる交通.,� 故が発生する。

備 考

建設業者に除甘を依頻しているが、除.., f機をリースしている業者が多く、念に人:·v.となった際に除••I;機が不足す
交付金事業の概要 るという1吼態が発生しかねない。

このため、村で除’り機を幣伽し、建設業者に貸与することで、念な.,りでも早なな対応が行えるよう体制を整備す
ることにより、住民の生括基盤の幣伽を進める。

交付金 ＇ド業に1対係するl-:要政策・施策：
l→． 野村過疎地域自ヽ』'J.促進計画(.,,.成 2 8 年度～令和 2 年度）

交付金事業に閲係する
『3 交通体系の柩備、情報化及び地域!Ill交流の促進』

(1) 視状と間凶、,:、i
都道府県又は市町村の ・イ 村道
主要政策・施策とその 村道は、地域住民の通勤通学や路線バスの運行経路にもなっており、
目標 住民のfl常生柄に密接した直要なインフラであることからも、地域住

民のニ ー ズを勘案しつつ、住民の利使性向I·.につながる幣伽が必要である。

H標：交通•Jr故件数 1甘1年比ー 10% (令和 2 年度）

事業開始年度 令和2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 毎年度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 3年度

降■による交通事
故件数 0件

成果実績 件
ｎ

）

|1標 値 件
ｎ

〉

達成度
α

”̈ 100.0%

評価年度の設定理由

毎年度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

本格的な積雪のシーズンを前に整備できたことにより、除雪体制の整備を速やかに行 うことができた。令和元年の
台風19号災害の復旧工事のためリース用電機が不足する中で、体制の整備がはかれたことで住民の安全の確保をお
こなうことができた。

評価に係 る第二者機関等の活用の有無
征
ヽ

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 令和 2年度 年 度 年度

除雪用重機整備

活動実績 式

活動見込 式

達成度 100.090 #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費
等

令和 2年度 年度 年度 備  考

4,763,000

4,000,000

4,000,000

交付金事業の契約の概要

約 の 日 約 の 法 約の相手方 契約金額
指名競争入札 コマツカスタマーサポー ト(株 ) 4,763,000

交付金事業の担 当課室 振興課

交付金事業の評価課室 総務課

総事業費

うち文部科学省分

うち経済産業省分

当額

備品購入



別紙

I . 事業評価総括表（令和2年度）
（単位：円）

番号 措四名 交付金市業の名称
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 した経野

2,750,000 幅祉対策措tn 上野村防災マップ整備事業 上野村

 II . 事業評価個表（令和元年度）

番号 措附名 交付金事業の名称

福祉対策措岡 上野村防災マップ整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I 上野村

交付金事業実施場所 群馬県多野郡上野村大字川和地内

近年の異常気公により、 本村においても災‘，印の危険性が削している。
昨年の台風19けでは本村においても住家やインフラに多大な被�I;: が生じた。

交付金充当額 備 考

2,000,000 

交付金事業の概要 大規模災'.ifが発生した楊合、'「(要となるのが「「1助」 「共助」であり、1
、

1分の身は1'1分で守るための「(l助」を
行うための情報の捉供が必須である。

このため上砂災 •,Ifや水内リスクのハザードマップを作成し、 住民自らの避難行動を促すものである。

交付金 ＇ド業に関係する杓要政策・施策：
k野村第5次総合計画('fl成 2 3 年度 ~'I勺戊 3 2 年疫）

交付金事業に関係する
分野別施策基本）j針 『 2 困税 防災 社会）駁盤』

(3) Hらしの安令対策を強化します
都道府県又は市町村の 村内の防災体制を強化するとともに、件や多野藤岡広域糾介などとの連携を強化し、
主要政策・施策とその 安心してi託らせる防災体制を11指します。

目標

II 椋：
災')j での逃げ遅れゼロ（令和 2 年度）

事業OO始年度 令和2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 毎年度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 3年度

災害での逃げ遅れ
ゼロ

災害か ら逃 げ く
れて被災 された

人数

成果実績
1

ノヽ
ｎ

）

目標値
1

ノヽ
ｎ

）

達成度
呟
氾 100.0%

評価年度の設定理由

毎年度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

令和 2年度については避難を伴 う災害が発生 しなかった。 しか しながら全国的に災害による甚大な被害が発生 して
いることから、引き続き災害時に命を守る行動を率先 してとれるよう、啓発活動を強化 していく。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
缶

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 年度

防災ハザー ドマップ整備

活動実績 式

活動見込 式

達成度 100.0% #DIV/01 #DIV/0!

交付金事業の総事業費
等

令和 2年度 年度 年度 備  考

2,750,000

2,000,000

2,000,000

交付金事業の契約の概要

約の目的 契約の方法 契約の相手方 約金額
委託契約 指名競争入札 オ リエンタルコンサルタンツ 2,750,000

交付金事業の担当課室 総務課

交付金事業の評価課室 総務課



別紙
I . 事業評価総括表（令和2年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

福祉対策措in I: 野村道路維持竹理川,,湛i整備·Ji業

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

上野村

交付金事業に要
交付金充当額 備 考した経費

6,682,500 3,000,000 



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度 )

番 号 措置名 交付金事業の名称

福祉対策措置 上野村道路維持管理用車両整備事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 上野村

交付金事業実施場所 群馬県多野郡上野村大字川和地内

交付金事業の概要

本村はその地理上冬になるとその寒さから路面が凍結 したり、積雪による交通事故が発生する。
建設業者に除雪を依頼 しているが、除雪機をリースしている業者が多く、急に大雪となった際に除雪機が不足する

という事態が発生 しかねない。
このため、村で除雪機を整備 し、建設業者に貸与することで、急な雪でも早急な対応が行えるよう体制を整備する

ため、除雪機を運搬するための車両を整備するものである。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策 :

上野村過疎地域自立促進計画 (平成 28年度～令和 2年度)

『 3 交通体系の整備、情報化及び地域間交流の促進』
(1)現状と問題点
・イ 村道

村道は、地域住民の通勤通学や路線バスの運行経路にもなつてお り、
住民の日常生活に密接 した重要なインフラであることからも、地域住
民のニーズを勘案 しつつ、住民の利便性向上につながる整備が必要である。

目標 :交通事故件数 前年比-10%(令和 2年度)

事業開始年度 令和 2年度 事業終了 (予定)年度 令和 2年度
事業期間の設定理由 毎年度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 3年度

降雪による交通嘱
故件数 0件

.1'|1女
イ牛数

成果実績 件
Λ
Ｖ̈

目標値 件
０

）

達成度 ″
″ゝ 100.0%

評価年度の設定理由

毎年度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

令和2年度は降雪による交通事故もなく、結果的に目標を達成することができた。除雪体制の整備のためには重機の
運搬が必要不可欠であることから、引き続き体制の整備をはかり、交通事故防止に努める。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
佃
〔

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 }キヨ位 令和 2年度 年度 年度

除雪用重機運搬車両整備

活動実績
■

工ヽ

活動見込
―+ヽ

工ヽ

達成度 100.0%

交付金事業の総事業費
等

令和 2年度 年度 年度 備  考

6,682,500

3,000,000

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
備品購入 随意契約 6,682,500

交付金事業の担当課室 振興課

交付金事業の評価課室 総務課

土屋モー ター ス




