
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 交付金事業者名又は間接交 交付金事業に 交付金充当額 備考
付金事業者名 要した経費

1 地域活性化措骰
秩父市大滝国民健康 秩父市 7,847,000 7,847,000 9,749,738 
保険診療所運営事業



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度 )

(単位 :円 )

番 号 措置名 交付金事業の名称

l 地域活性化措置 秩父市大滝国民健康保険診療所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 秩父市

交付金事業実施場所 秩父市大滝 925番 地

交付金事業の概要 秩父市大滝国民健康保険診療所の内科医師1名 の人件費7か月分 (令和 2年 7月 ～令和 3年 1月 )

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

一

口 (平成 28年度～平成 37年度)

第4● 基本計画
第 2幸 医療・福|[・ 保健分野
1ユ城医療の充実
(2)市立病院の充実
・ 医師や医療スタンフの■保.1'政する診療科日の安定した確績を■編え.

常働医師を■保します.

:目 輌 1

大織国民姜康保険診療所年間延べ患者数 3. 200人

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

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

延べ患者数
3,200人

延べ患者数

成果実績 人 3,033

日標値 人 3,200

達成度 % 94.8%

評価年度の設定理由

事業終了後速やかに評価するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

大滝地域では過疎化が進み、民間の医療機関の参入は期待できず、当診療所の存在意義は多大です。交付金事業

により、安定的な運営を図ることで、充実した医療サービスの提供ができ、地域住民の福祉向上に寄与していま
す。

評価に係 る第二者機関等の活用の有無
征



活動指標 単位 令和2年度 年度
交付金事業の活動指標及 活動実紹 人 1 

び活動実絞 常勤医師数 活動見込 人 1 

達成度 ％ 100% 

交付金事業の総事業投等 令和2年度 年度 年度 備考
総事業校 9,749,738 

交付金充当額 7,847,000 

I うち文部科学省分
I うち経済産業省分 7,847,000 

交付金事業の契約の概要
契約の目的 I 契約の方法 l 契約の相手方 契約金額

内科医師人件費 I 雇用 I 9,749,738 

交付金事業の担当課室 埼玉県企画財政部市町村課
交付金事業の評価課室 埼玉県企画財政部市町村課
 

年度



別紙

I . 事業評価総括表（令和2年度）

番号 措骰名 交付金巾業の名称 交付金·�業者名又は間接交
（単位：円）

交付金事業に 交付金充当額 備考
付金•JJ:業者名 要した経投

公共川施設に

l 
係る幣viii、 維 神川町背パス新規購人•Ji業 神川町 4,400,000 '1,100,000 総•Ji業弁
持補修又は維 13, 189,300 

持辿併； ＾、序措1n



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度 )

交付金 '「 業の成果 |1標及
び成果実績

(単 円 )

番
'j

‖IFl名 交付金 '卜業の名称
公共用施設に係 る整備、維持補修又は
維持運ギ1等措置 神川町営バス新規購人 事業

交付金 '「業者名又は間接交付金 'l卜 業者名 神川町
交付企 '1'χ 実施場所 神川町 ド阿久原地内

交付金 'l'業 の概要
11源 アヽ地地域交付金を活用 し、老朽化 し故障が多発 していた町営バスを入替することで整備にかかる時間の削

減や r備 中:両 による代林運行 を無 くす ことで地域住民の利便性 を確保する。
バス中:両仕様 :29名 乗 リ マイクロバス l台

交付金 '「 業に関係する都道
府 県又は市町村の |:要政
策・施策 とその |1標

第 2次神川町総合計画 (2018年度～2027年度 )

基本施策1 安全で快適に暮らせるまちづくり
第 2章 居住環境

(1)公共交通の利用促進
②バス路線の充実促進
バス事業者に路線存続 と路線延長を要望するとともに、町営バスは既存路線バスと連携
した運行を図ります。また、利用者や環境に配慮 したバスの普及に努めます。

現状 1,516人

日標3,000人
(2017年度 )

(2027年度 )

【|1標】
町廿バス乗客数

'卜 業開始年度 和 2イ |

11 ':「 来終 r(r′定)年度 令和 2年度
'l'業期間の設定JI!|11

成果 |1標 成果指標 単位 評価年度 令和 2年度
成 果実績 t',1

|1標値 I,,l01‖ |

故障等による千備 車
両運行

達成度
ン
パ 100%

評価年度の設定理 |11

交付金 .1「

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
無

活動指標 単位 令和2年度 年度
交付金事業の活動指標及 活動実紹 台 1 

ぴ活動実絞 町営バス購入数 活動見込 台 l 

達成度 100% 

交付金事業の総事業投等 令和2年度 年度 年度 備考
総事業殺 13, 189,300 

交付金充当額 4,400,000 

I うち文部科学省分
1うち経済産業省分 4,400,000 

交付金事業の契約の概要
契約の目的 I 契約の方法 I 契約の相手方 契約金額

建設工事 I 指名競争入札 l 坂田自動車工業株式会社 13, 189,300 

交付金事業の担当課室 埼玉県企画財政部市町村課
交付金事業の評価課室 埼玉県企画財政部市町村課
 

年度



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 交付金事業者名又は間接交 交付金事業に 交付金充当額 備考
付金事業者名 要した経費

公共用施設に

1 
係る整備、 維 町道2 2 2 6号線（藤 寄居町 4,400,000 4,400,000 7,425,000 
持補修又は維 田地内）道路改良工事
持運営等措置



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度 )

(単位 :円 )

番 号 事業名 交付金事業の名称

l

公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

町道 2226号 線 (藤 田地内)道路改良工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 寄居町

交付金事業実施場所 寄居町大字藤田地内

交付金事業の概要
町道 2226号 線の道路改良
土工、排水構造物工、下層路盤・上層路盤工、施工延長(L)=130.Om

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 6次総合振興計画 前期基本計画 (2017年 度～2021年 度 )

基本目標 4 安全で環境への配慮と利便性を備えたコンパクトなまち
基本方針 (4)社 会基盤の維持管理・充実

基本施策① 道路網・河川の維持管理・充実
●平成 18年度陳情書提出

事業開始年度 平成 28年度 事業終了 (予 定)年度 令和 2年度

事業期間の設定理由 当該路線の道路改良工事実施予定期間

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

当該路線に係る自
動車交通可能区間
における道路改良

率100%

道路改良区間/
180.69m× 100(%)

成果実績 n] 180.7

目標値 in 180.7

達成度
o/
/() 100.0%

評価年度の設定理由

晋
~該

硬孫票万遭蕗
~面

雨 三耳 鶏石〒
~建

期間の最終年度
交付金事業の定性的な成果及び評価等

35通7う「晨F全覆τ][F要日[戻あ爾頂 [Eの確保
評価に係る第二者機関等の活用の有無

証



活動指標 単位 令和2年度 年度 年度

交付金事業の活動指標 工事全体延長 活動実績 m 180. 7

及ぴ活動実紹 （要改良水路延長 活動見込 m 180. 7
＋道路延長） 達成度 100. 0%

交付金事業の総事業要等 令和2年度 年度 年度 備考
総事業費 7,425,000 
交付金充当額 4,400,000 

1うち文部科学省分
1うち経済産業省分 4,400,000 

交付金事業の契約の概要
契約の目的 I 契約の方法 I 契約の相手方 契約金額

工事請負 I 指名競争入札 l 株式会社イイジマ建設 7,425,000円
交付金事業の担当課室埼玉県企画財政部市町村課
交付金事業の評価課室埼玉県企画財政部市町村課
 




