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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

2 柏崎高浜堀之内線・坂田  新潟県 88,034,998 74,580,000

1 公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

住吉上館線  新潟県 70,067,800 12,000,000

3 柏崎高浜堀之内線・坂田２工区  新潟県 6,900,000

4 田代小国線  新潟県 48,691,500 37,600,000

9,119,000
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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

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
  新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和6年度）
    Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　　１安全に安心して暮らせる新潟
       （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

1
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

住吉上館線

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新発田市北蓑口～西蓑口地内

交付金事業の概要

本路線は、国道7号や国道460号へのアクセスや地域住民の生活道路や通学路の役割も担っ
ていますが、幅員狭小かつ線形不良のため、交通障害及び歩行者の安全が確保されていな
い状態が発生しています。現道交通の交通転換等による歩行者の安全確保及び拠点施設へ
のアクセス向上のため、現道部の道路拡幅と歩道整備及びバイパス整備を実施するもので
す。
　事業期間：平成24年度～令和8年度
　全体計画：L=874.6m、W=6.0（8.5～11.0）m
　本年度　:道路改良工　L=268.8m、舗装工　L=268.8m
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事業期間の設定理由 令和8年度の完成を予定しているため。

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

事業開始年度 平成24年度 事業終了（予定）年度 令和8年度

評価年度 令和9年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由

事業期間の終期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
無

9.7
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和2年度

進捗率
活動実績 ％ 6.7 14.3 9.7
活動見込 ％ 6.7

事業全体延長L=874.6mの道路改築進捗率は、令和2年度の道路改良工と舗装工の施工によ
り、45.9％（対全体事業費比）になりました。延長に対する進捗率は、28.1％となりまし
た。次年度は新たにバイパス部分となる箇所の道路改良工を進めることにより、幅員狭小
かつ線形不良による交通障害及び歩行者の安全が確保されていない状態が解消され、通過
交通の交通転換等による道路利用者の安全・安心が向上されるよう、計画的な事業執行に
努めます。

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

14.3
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交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 31,538,984 101,892,522 70,067,800

うち経済産業省分 31,538,984 47,748,000 12,000,000

交付金充当額 31,538,984 47,748,000 12,000,000 平成24～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 340,313,699

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

舗装工 指名競争入札 (株)加賀田組下越営業所 15,435,200

交付金事業の契約の概要

道路改良工 指名競争入札 新発田建設(株) 54,632,600

交付金事業の担当課室 土木部道路建設課

交付金事業の評価課室 土木部道路建設課
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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

2
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

柏崎高浜堀之内線・坂田

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
  新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和6年度）
    Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　　１安全に安心して暮らせる新潟
       （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 柏崎市西山町坂田地内

交付金事業の概要

本路線は、柏崎市宮川を起点に柏崎市西山町坂田地内を通り、長岡市を経由し魚沼市へ至
る路線です。国道116号と国道8号を結ぶ幹線道路として、利用者が多く、大型車両の通行
も多いですが、幅員狭小と歩道未整備のため、道路拡幅及び歩道整備を実施するもので
す。

　　事業期間：平成26年度～令和7年度
　　全体計画：L=1052m、W=6.0（11.0）m
　　本年度　：道路改良工　L=67m、舗装工　L=67m、用地補償　N=１式
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事業開始年度 平成26年度 事業終了（予定）年度 令和7年度

事業期間の設定理由 令和7年度の完成を予定しているため。

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8年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

評価年度の設定理由
事業期間の終期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
無

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

進捗率
活動実績 ％ 15.8 16.8
活動見込 ％ 15.8

活動指標 単位 令和元年度 令和2年度

16.8

本交付金の活用により、事業全体延長L=1052mに対する進捗率は23.9％になりました。次年
度も柏崎高浜堀之内線の排水路の整備と用地補償・支障物件移設補償を行うことにより、
幅員狭小・歩道未整備が解消され、道路利用者の安全・安心が向上されるよう、計画的な
事業執行に努めます。

交付金事業の総事業費
等

令和元年度 令和２年度 備　考

達成度 ％ 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 73,777,000 88,034,998

交付金充当額 60,000,000 74,580,000 平成26～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 0 235,363,653

うち経済産業省分 60,000,000 74,580,000
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交付金事業の担当課室 土木部道路建設課

交付金事業の評価課室 土木部道路建設課

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

用地補償 随意契約 地権者５名 42,081,398
舗装工 指名競争入札 (株)植木組柏崎支店 7,608,700

道路改良工 指名競争入札 西山建設(株) 38,344,900
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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

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

柏崎高浜堀之内線・坂田２工区3

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
  新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和6年度）
    Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　　１安全に安心して暮らせる新潟
       （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

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 新潟県
交付金事業実施場所 柏崎市西山町坂田地内

交付金事業の概要

本路線は、長岡市と柏崎市を結ぶ主要幹線道路で大型車の交通量が多い路線ですが、堆雪
帯がないため冬期間の積雪で幅員が狭くなり、路線バスや大型車のすれ違いに困難が生じ
ていることから、道路拡幅を実施するものです。

　事業期間：平成27年度～令和6年度
　全体計画：L=630m、W=6.0（8.5）m
　本年度　：地質調査　N=1式
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事業期間の設定理由 令和6年度の完成を予定しているため。

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7年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

評価年度の設定理由
新潟県総合計画の終期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
無

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

令和２年度

進捗率
活動実績 ％ 17.8 23.3 12.0
活動見込 ％ 17.8

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

23.3

本交付金の活用により、事業箇所の地質調査を実施し、事業費に対する進捗率は69.1％に
なりました。次年度は柏崎高浜堀之内線の拡幅に必要な、斜面安定のための水抜き工事や
用地測量・用地補償を実施する予定です。冬季の耐雪帯を確保することで、冬期間の交通
障害を解消し、道路利用者の安全・安心が向上されるよう、計画的な事業執行に努めま
す。

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

12.0
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 72,925,920 35,192,300 9,119,000

交付金充当額 12,000,000 32,000,000 6,900,000 平成27～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 194,026,589

うち経済産業省分 12,000,000 32,000,000 6,900,000
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交付金事業の担当課室 土木部道路建設課

交付金事業の評価課室 土木部道路建設課

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
地質調査 指名競争入札 (株)ダイヤコンサルタント 9,119,000
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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

4
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

田代小国線

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
  新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和6年度）
    Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　　１安全に安心して暮らせる新潟
       （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 柏崎市南条地内

交付金事業の概要

本路線は、柏崎市南条地内を通り、長岡市小国町法坂へ至る路線です。国道252号と国道
291号を結ぶ連絡道路として利用されますが、幅員狭小、線形不良のため、自動車の円滑な
交通が確保されておらず、また、歩道がなく通学児童が危険にさらされていることから、
道路拡幅及び線形改良、歩道整備を実施するものです。

　事業期間：平成27年度～令和4年度
　全体計画：L=640m、W=6.0（10.0）m
　本年度　：道路改良工　L=140m、舗装工　L=140m
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事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和4年度

事業期間の設定理由 令和4年度の完成を予定しているため。

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7年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

評価年度の設定理由
新潟県総合計画の終期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
無

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

令和2年度

進捗率
活動実績 ％ 14.6 24.1 21.5
活動見込 ％ 14.6

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

24.1

本交付金の活用により、事業全体延長L=640mに対する進捗率は66.3％になりました。次年
度も田代小国線の道路拡幅及び線形改良、歩道整備を行うことにより、幅員狭小、線形不
良、歩道未整備が解消され、道路利用者の安全・安心が向上されるよう、計画的な事業執
行に努めます。

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

21.5
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 29,913,840 48,374,700 48,691,500

交付金充当額 26,000,000 35,000,000 37,600,000 平成27～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 0 0 0 160,888,181

うち経済産業省分 26,000,000 35,000,000 37,600,000
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交付金事業の担当課室 土木部道路建設課

交付金事業の評価課室 土木部道路建設課

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
道路改良工 指名競争入札 (株)石塚組 38,317,400

舗装工 指名競争入札 (株)植木組柏崎支店 10,374,100
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別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

11

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

県立図書館維持管理費  新潟県 87,154,597 79,288,000

10 地域活性化措置 ネスパス運営費等補助金  新潟県 144,669,900 79,888,000

10,078,000

8 本社機能移転促進補助金  新潟県 9,331,318 9,331,318

10,136,512

9 にいがた産業創造機構運営費（賃借料等）  新潟県 69,029,679 54,000,000

6 県営産業団地等に係る補助金  新潟県 53,016,000 53,016,000

5 企業導入・産業活性
化措置

企業誘致に係る補助金  新潟県 230,000,000 230,000,000

7 企業誘致推進事業  新潟県

104,500,000

4 福祉対策措置 動物愛護センター運営費  新潟県 10,269,563 9,379,000

145,952,445

2 新潟県立大学運営費交付金  新潟県 49,088,735 36,769,000

1 公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

新潟県立看護大学運営費交付金  新潟県 34,823,018 31,118,000

3 県立屋内総合プール運営・維持管理費  新潟県

（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
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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

1
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

新潟県立看護大学運営費交付金

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 上越市新南町

交付金事業の概要

新潟県立看護大学維持管理運営費（光熱水費11か月分）、委託費（校舎管理業務、樹木等
維持管理業務、空調設備保守点検業務12か月分）

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和6年度）に基づき、多様に変化する人々の健
康と福祉のニーズに柔軟に対応できる人材を育成するため、電源立地地域対策交付金を活
用し、新潟県立看護大学の運営法人に対して運営費交付金を交付することにより、必要な
教育体制の充実を図る取組等を推進します。
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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

【主要政策・施策】
「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」（平成30年度～令和6年度）
第4章Ⅲ　県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟
1-(1)将来の夢や希望を育みかなえる教育の推進
③魅力ある高等教育環境の充実
2　政策の展開・取組
　県内高等教育機関が、更なる魅力向上を図り、県内外の高校生等から一層選ばれる高等
教育機関となるとともに、知の拠点として地域から一層必要とされるよう、地域の活性化
や新潟県の将来を担う人材の育成などを通じ、地域の発展に貢献します。
　新潟県立看護大学については、多様に変化する人々の健康と福祉のニーズに柔軟に対応
できる人材を育成するため、必要な教育体制の充実を図る取組を推進します。また、看護
職へのリカレント教育やＵターン者支援等を含め、看護人材の定着を促す取組を支援する
とともに、研究成果を積極的に社会に還元する取組を推進します。

【目標】
県内大学の志願倍率
現状　　　　3.4倍(平成30年度)
中間目標値　3.7倍(令和2年度)
最終目標値　3.8倍(令和6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 －
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

令和3年度入
試志願倍率
4.3倍
(一般選抜)

志願者数/定
員

成果実績 倍 3.1

目標値 倍 4.3

達成度 ％ 72.1%
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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

成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

地方独立行政法人法第78条の2の規定及び当該規定に基づき定められた県規則に基づき、前
年度実施の業務実績を委員会で評価し、知事・議会に報告、公表。
教育、研究、地域・国際等の項目ごとに、定性的・定量的な目標をそれぞれ設定してお
り、年度計画の指標を達成の場合は4段階のうち上から1番目の評価となります。令和3年度
入試における志願者倍率に関しては、目標値である4.3倍の達成までやや遅れている（60％
～80％未満）ことから、4段階のうち上から3番目の評価となる見込みです。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

機関名：新潟県公立大学法人評価委員会（看護大部会）
構成員：新潟大学名誉教授、石川県立看護大学名誉教授、株式会社代表取締役、公認会計
士・税理士

284
達成度 ％ 100.0% 100.0% 93.3%

令和2年度

平常に運営できた日
（開校日数）

活動実績 日 281 280 265
活動見込 日 281

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和2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30年度 令和元年度

280

総事業費 41,177,349 41,426,834 34,823,018 平成28年度～令和２年度

交付金充当額 35,000,000 35,000,000 31,118,000 総事業費

うち文部科学省分 0 0 0 195,422,554

うち経済産業省分 35,000,000 35,000,000 31,118,000
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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 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 総務管理部大学・私学振興課

新潟県立看護大学運営費交付金 補助 公立大学法人新潟県立看護大学 34,823,018

交付金事業の担当課室 総務管理部大学・私学振興課
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Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市東区海老ケ瀬

交付金事業の概要

新潟県立大学維持管理運営費（光熱水費11ヵ月分）、委託費（校舎総合管理業務、空調設備
保守点検業務12ヵ月分）

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和６年度）に基づき、グローバルな視点から地
域づくりを担う中核的な人材を育成するため、電源立地地域対策交付金を活用し、新潟県立
大学の運営法人に対して運営費交付金を交付することにより、必要な教育体制の充実を図る
取組等を推進します。

2
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

新潟県立大学運営費交付金

番号 措置名 交付金事業の名称
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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

【主要政策・施策】
新潟県総合計画「～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」（平成30年度～令和６年度）
第４章　Ⅲ　県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟
１－（１）将来の夢や希望を育みかなえる教育の推進
③魅力ある高等教育環境の充実
２　政策の展開・取組
　県内高等教育機関が、更なる魅力向上を図り、県内外の高校生等から一層選ばれる高等教
育機関となるとともに、知の拠点として地域から一層必要とされるよう、地域の活性化や新
潟県の将来を担う人材の育成などを通じ、地域の発展に貢献します。
　新潟県立大学については、グローバルな視点から地域づくりを担う中核的な人材を育成す
るため、必要な教育体制の充実を図る取組を推進します。また、産学官連携や地域連携を推
進するとともに、公開講座等の開催を通じて、これまで培った教育研究成果や社会の要請に
対応した地域に還元する取組を推進します。

【達成目標】
県内大学の志願倍率
現状値　3.4倍（平成30年度）
中間目標値　3.7倍（令和２年度）
最終目標値　3.8倍（令和６年度）
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目標値 倍 8.7

達成度

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 －

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

令和３年度
入学入試志
願倍率　8.7
倍

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

地方独立行政法人法第78条の２の規定及び当該規定に基づき定められた県規則に基づき、前
年度実施の業務実績を委員会で評価し、知事・議会に報告、公表。
教育、研究、地域・国際等の項目ごとに、定性的・定量的な目標をそれぞれ設定し、年度計
画を上回る場合は５段階のうち上から１番目又は２番目の評価となります。志願者倍率に関
しては、成果目標である8.7倍を下回っており５段階のうち上から３番目の評価となる見込
みです。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

機関名:新潟県公立大学法人評価委員会（県立大学部会）
構成員：青山学院大学国際政治経済学部教授、学習院大学国際社会科学部教授、東京大学大
学院法学政治学研究科教授、株式会社常務取締役、公認会計士・税理士

志願者数/定
員

成果実績 倍 6.9

％ 79.3%
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％ 100.0% 100.0% 100.8%

うち経済産業省分 45,000,000 45,000,000 36,769,000

令和２年度

平常に運営できた日
（開校日数）

活動実績 日 261 260 264
活動見込 日 261

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

260 262
達成度

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金充当額 45,000,000 45,000,000 36,769,000

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 54,379,217 52,463,719 49,088,735
平成29年度～令和2年度
207,127,580円

うち文部科学省分

新潟県立大学運営費交付金 補助 公立大学法人新潟県立大学 49,088,735

交付金事業の担当課室 総務管理部大学・私学振興課

交付金事業の評価課室 総務管理部大学・私学振興課
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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

3
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

県立屋内総合プール運営・維持管理費

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
　「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」
　　Ⅲ　県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟
　　　１県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟
　　　　1-（３）スポーツと文化の振興
　　　　①　スポーツを通じた豊かな生活の実現
　　　　　・県立社会体育施設をはじめとしたスポーツ施設や学校体育施設
　　　　　　について、身近で気軽にスポーツを行える場の提供につながる
　　　　　　よう、利用者の視点を踏まえ整備・利活用を促進する。なお、
　　　　　　新たな施設の整備に当たっては、利用見込などの施設のニーズ
　　　　　　や整備費用などについて、詳細なデータを収集するとともに、
　　　　　　県民の様々なご意見をお聞きしながら、幅広い観点から研究し
　　　　　　ていく。
目標：
本県成人の　現状　　　40.7%（平成30年度）
週１日以上　中間目標　50.0%（令和２年度）
のスポーツ　最終目標　65.0%（令和６年度）
実施率

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 長岡市長倉町

交付金事業の概要

県立長岡屋内総合プール指定管理料の光熱水費(電気・ガス・上下水道12か月分）
新潟県は、新潟県総合計画（平成29年度～令和6年度）に基づき、スポーツを通じた豊かな
生活を実現するため、電源立地地域対策交付金を活用し、県立長岡屋内総合プールの運営に
必要な光熱水費に充当することにより、各種大会の開催や競技力向上のほか、生涯スポーツ
活動の拠点として県民の健康維持・増進を促進します。
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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３年度

令和2年度の利
用者数を過去5
年間の平均利
用者数
（209,412人）
程度に維持す
る。

令和2年度の
利用者数

成果実績 人 170,443

目標値 人 209,412

達成度 ％ 81.4%

評価年度の設定理由

事業終了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

新型コロナウイルス感染拡大対策による臨時閉館等を行った結果、令和元年度と引続き利用
者数は目標値に届きませんでしたが、交付金を活用し、施設運営の安定を図ることで各種大
会の開催や競技力向上の他、生涯スポーツ活動の拠点として県民の健康維持・増進に寄与す
ることができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

304
達成度 ％ 100.0% 96.1% 89.5%

令和２年度

開設日数
活動実績 日 304 293 272
活動見込 日 304

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

305

総事業費 130,942,517 137,657,756 145,952,445

交付金充当額 84,500,000 84,500,000 104,500,000 平成28年度～令和2年度

うち文部科学省分 総事業費

うち経済産業省分 84,500,000 84,500,000 104,500,000 690,668,444

交付金事業の契約の概要
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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 県民生活・環境部　スポーツ課

整備・運営事業
一般競争入札
（総合評価）

PFI長岡屋内総合プール(株)

令和２年度分
145,952,445
総額
11,313,568,063
(H17.7.15～R5.3.31)

交付金事業の担当課室 県民生活・環境部　スポーツ課
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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

4 福祉対策措置 動物愛護センター運営費

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
「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」（2018（平成30）年度～2024（令
和６）年度）
　政策展開の基本方向Ⅰ　安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　２　県民すべてが生き生きと暮らせる新潟
　　（３）住み慣れた地域で自立した生活が続けられる福祉の充実
　　　　④人と飼養される動物が共に幸せに暮らすこころ豊かな社会の実現
　　　　・適正飼養を普及し、引き取らざるを得ない動物を減らすとともに、
          命の大切さや他者への理解を深める取組を進め、人と動物が共に
          幸せに暮らすこころ豊かな社会を実現する。
目標：
猫の殺処分率（収容中の死亡を含む）　2020（令和２）年度　36％

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 長岡市関原町１丁目

交付金事業の概要

動物愛護センターの委託費（動物搬送業務12か月分）、医薬材料費、光熱水費（電気、上下
水道、ガス10か月分）

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和６年度）に基づき、県民の動物に関する知識
及び動物愛護への理解を深めるため、電源立地地域対策交付金を活用し、人と動物が共生す
る心豊かな社会づくりを実現し、犬・猫の収容数削減及び譲渡数増加を図ります。
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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 新潟県総合計画の終期まで

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２年度

猫の殺処分
率　36％

猫の殺処分
率：処分数
÷収容数×
100

成果実績 % 24

目標値 % 36

達成度 ％ 150.0%

評価年度の設定理由
-

交付金事業の定性的な成果及び評価等

猫の殺処分率は前年度(34%）に比べ10ポイント減少し、令和２年度までに36%に低下させる目
標を既に達成しています。引き続き事業を実施することにより、犬・猫の収容数及び殺処分
数の更なる削減を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

305
達成度 ％ 100.0% 100.0% 94.8%

令和２年度

開所日数
活動実績 日 308 308 289
活動見込 日 308

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

308

総事業費 10,175,644 10,469,349 10,269,563

交付金充当額 9,098,000 9,095,000 9,379,000 平成28年度～令和2年度

うち文部科学省分 総事業費

うち経済産業省分 9,098,000 9,095,000 9,379,000 52,662,458

交付金事業の契約の概要
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契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

電気料金 随意契約 東北電力（株） 3,099,498
上下水道料金 随意契約 長岡市 249,570

動物搬送業務委託 一般競争入札 （株）渡辺ビルサービス 5,632,000
医薬品等消耗品購入 随意契約 東京サラヤ(株)　他５社 1,230,700

交付金事業の評価課室 福祉保健部生活衛生課

都市ガス料金 随意契約 北陸ガス（株） 57,795

交付金事業の担当課室 福祉保健部生活衛生課
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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

5 企業導入・産業活性化措置 企業誘致に係る補助金

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

新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（平成30年度～令和6年度）
第４章２－（２）多様な雇用の場の確保と働きやすい環境づくり
① 魅力ある多様な雇用の場の創出と情報発信によるマッチング強化
【目標値】
・県内における企業立地に伴う新規雇用計画人数：6,000人を上回る（H29～R6年度累計）

②企業誘致の推進
【目標値】
・県内における企業立地件数：600件を上回る（H29～R6年度累計）
・地域未来投資促進法に基づく企業立地１件当たりの付加価値額：325百万円を上回る（H29
～R6年度平均）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 上越市頸城区上吉ほか3件

交付金事業の概要

工場や研究開発施設を設置する企業１社及び工場団地基盤整備を実施する３市に補助金を交
付

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和6年度）に基づき、 企業誘致を推進するた
め、電源立地地域対策交付金を活用し、県営産業団地等において工場等を新増設し操業を開
始した誘致企業に対して設備投資額に応じて補助金を交付すること、また市町村が実施する
工場団地の基盤整備事業に対して補助金を交付することにより、県内における企業立地件数
の増加に努めます。
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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

新規雇用者
数　2,440人

新規雇用者
数

成果実績 人 2,698

目標値 人 2,440

達成度 ％ 110.6%

評価年度の設定理由
補助金交付年度に評価

交付金事業の定性的な成果及び評価等

計画どおりに事業が執行され、目標値を達成しました。
本事業に交付金を充当することにより、企業誘致の推進が図られ、雇用創出及び県民所得の
向上に寄与しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

4
達成度 ％ 100.0% 80.0% 100.0%

令和２年度

補助金交付件数
活動実績 件 5 4 4
活動見込 件 5

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

5
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交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 226,367,000 219,250,000 230,000,000

交付金充当額 226,367,000 219,250,000 230,000,000 平成28年度～令和2年度

うち文部科学省分 総事業費

うち経済産業省分 226,367,000 219,250,000 230,000,000 860,369,000

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

補助金交付
（産業立地促進事業補助金）

補助 新潟太陽誘電㈱ 100,000,000

50,000,000
補助 県央土地開発公社 30,000,000

交付金事業の担当課室 産業労働部産業立地課

補助金交付
（新潟県工場団地基盤整備事業補助金）

補助 長岡地域土地開発公社 50,000,000
補助 県央土地開発公社

交付金事業の評価課室 産業労働部産業立地課
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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

6 企業導入・産業活性化措置 県営産業団地等に係る補助金

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

「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」（2018（平成30）年度～2024（令
和６）年度）
第４章２－（２）多様な雇用の場の確保と働きやすい環境づくり
①魅力ある多様な雇用の場の創出と情報発信によるマッチング強化
【目標値】
・県内における企業立地に伴う新規雇用計画人数：6,000人を上回る（2017～2024年度累
計）
②企業誘致の推進
【目標値】
・県内における企業立地件数：600件を上回る（2017～2024年度累計）
・地域未来投資促進法に基づく企業立地１件当たりの付加価値額：325百万円を上回る(2021
～2024年度平均）

事業開始年度 令和２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 新潟県

交付金事業実施場所
新潟東港工業地帯（新潟市北区太郎代、聖籠町大字蓮潟）、県営南部産業団地（上越市石橋
新田）、県営中部産業団地（見附市新幸町）、県営東部産業団地（阿賀野市かがやき）、新
潟中条中核工業団地（胎内市清水）

交付金事業の概要

県営産業団地等に立地する企業32社に補助金を交付

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和６年度）に基づき、 企業誘致を推進するた
め、電源立地地域対策交付金を活用し、県営産業団地等に立地した企業に対する電気料金相
当額の一部を補助し、県内における企業立地件数の増加に努めます。
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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

本補助金に
より雇用機
会の拡充又
は雇用維持
がなされた
人数 105人

補助対象工
場新規常用
雇用者数

成果実績 人 96

目標値 人 105

達成度 ％ 91.4%

評価年度の設定理由
-

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本事業に交付金を充当することにより、企業誘致の促進が図られ、96名の雇用創出と維持、
県民所得の向上が図られました。（当該年度において新規補助対象として計上した企業につ
いて、竣工の遅れ等があったため成果指標との差が生じたもの）

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

35
達成度 ％ 89.3% 93.3% 91.4%

令和２年度

補助金交付企業数
活動実績 社 25 28 32
活動見込 社 28

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

30

総事業費 41,880,000 48,865,000 53,016,000

うち経済産業省分 41,880,000 48,330,000 53,016,000 209,268,000

交付金充当額 41,880,000 48,330,000 53,016,000 平成28年度～令和2年度

うち文部科学省分 総事業費
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交付金事業の契約の概要

補助金交付 補助 ㈱ひまわり食品 1,644,000
補助金交付 補助 ㈱小国製麺 4,680,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

補助金交付 補助 ㈱プロテックエンジニアリング 62,000

補助金交付 補助 ㈱ヤマシタ 3,361,000
補助金交付 補助 ㈱サカタ製作所 1,266,000

補助金交付 補助 ㈱セキヤ 879,000
補助金交付 補助 山ス流通サービス㈱ 2,970,000

補助金交付 補助 ㈱サンエコー 1,180,000
補助金交付 補助 ㈱セキノ興産 513,000

補助金交付 補助 藤中工業㈱ 6,151,000

補助金交付 補助 ㈱ジャムコ 2,609,000

補助金交付 補助 日本梱包運輸倉庫㈱ 306,000
補助金交付 補助 ㈱アイテック 1,131,000

補助金交付 補助 FURUKAWA　CERAMICS㈱ 3,412,000
補助金交付 補助 ㈱池田機工 4,554,000

補助金交付 補助 全国農業協同組合連合会 1,711,000
補助金交付 補助 東日本エア・ウォーター物流㈱ 522,000

補助金交付 補助 新潟郵便輸送㈱ 400,000

補助金交付 補助 三友工業㈱ 747,000

補助金交付 補助 美里野運送倉庫㈱ 296,000
補助金交付 補助 ㈱三幸 4,500,000

補助金交付 補助 ヤマト特殊鋼㈱ 913,000
補助金交付 補助 (有)エムテック 1,075,000

補助金交付 補助 ㈱産業運輸 292,000

補助金交付 補助 東洋濾紙㈱ 3,612,000
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補助金交付 補助 (有)日本海ファーム 1,242,000
補助金交付 補助 ㈱ナカショク 272,000

補助金交付 補助 ㈱三栄ステンレス化工 678,000
補助金交付 補助 ㈱タイナイ 468,000

補助金交付 補助 黒川ニット㈱ 623,000
補助金交付 補助 ㈱壱成 633,000

交付金事業の評価課室 産業労働部産業立地課

補助金交付 補助 東興産業㈱ 314,000

交付金事業の担当課室 産業労働部産業立地課
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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

7 企業導入・産業活性化措置 企業誘致推進事業

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（平成30年度～令和６年度）
第４章２－（２）多様な雇用の場の確保と働きやすい環境づくり
① 魅力ある多様な雇用の場の創出と情報発信によるマッチング強化
【目標値】
・県内における企業立地に伴う新規雇用計画人数：6,000人を上回る（H29～R6年度累計）

②企業誘致の推進
【目標値】
・県内における企業立地件数：600件を上回る（H29～R6年度累計）
・地域未来投資促進法に基づく企業立地１件当たりの付加価値額：325百万円を上回る（H29
～R6年度平均）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市中央区新光町ほか２件

交付金事業の概要

企業誘致を推進するための広報に係る経費、嘱託員報酬（２名・12か月分）、企業情報収集
に係る経費

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和６年度）に基づき、 産業構造の高度化・高
付加価値化と良質な雇用の創出のため、電源立地地域対策交付金を活用し、東京事務所及び
大阪事務所に企業誘致担当職員を配置し、企業情報の収集や企業訪問等による誘致活動等を
展開します。
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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

地域未来投
資促進法に
基づく事業
計画の認定
件数　75件

地域未来投
資促進法に
基づく事業
計画の認定
件数

成果実績 件 70

目標値 件 75

達成度 ％ 93.3%

評価年度の設定理由
毎年度評価

交付金事業の定性的な成果及び評価等

認定件数は目標に達しませんでしたが、認定された企業は魅力的な雇用の場を提供し、高い
付加価値を生んでいます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

24
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

企業誘致担当職員（嘱託
員２名）の雇用月数

活動実績 人月 24 24 24
活動見込 人月 24

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

24

総事業費 11,437,717 10,900,696 10,136,512

交付金充当額 11,396,000 10,848,000 10,078,000 平成28年度～令和2年度

うち文部科学省分 総事業費

うち経済産業省分 11,396,000 10,848,000 10,078,000 60,129,716
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アンケート用封筒購入 随意契約 小田㈱ 217,800
アンケート用封筒印刷 随意契約 島津印刷㈱ 167,200

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

企業情報検索 随意契約 富士通ｴﾌ・ｱｲ･ﾋﾟｰ㈱ 3,520
アンケート対象企業抽出及びタックシール印刷 随意契約 ㈱東京商工リサーチ 421,300

オンラインセミナーはがき購入 随意契約 ㈱第一印刷所 236,930
アンケート返信封筒郵送料 随意契約 日本郵便㈱ 150,500

企業訪問活動費（職員旅費） 随意契約 誘致担当職員８名 189,544
企業誘致嘱託員報酬（東京事務所） 雇用 嘱託員１名 3,789,000

業界紙購入（産業立地課） 随意契約 (株)日経ＢＰマーケティング　他5件 752,422
業界紙購入（東京事務所） 随意契約 日本経済新聞　他４件 415,696

交付金事業の評価課室 産業労働部産業立地課

企業誘致嘱託員報酬（大阪事務所） 雇用 嘱託員１名 3,792,600

交付金事業の担当課室 産業労働部産業立地課
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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

8 企業導入・産業活性化措置 本社機能移転促進補助金

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

〇新潟県総合計画
　３-(１)地域産業の振興と起業の促進、成長産業の育成
「③企業誘致の推進」において、本社機能(調査・企画部門等）の移転の促進を記載
○新潟県地域再生計画
【目標値】
①本社機能の移転等の件数　３８件（平成２７年１１月～令和４年３月累計）
②本社機能の移転等に係る雇用創出　１８９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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市及び長岡市

交付金事業の概要
○本社機能移転促進補助金
　県外から本社機能（調査・企画部門、研究開発部門等）を移転する企業に対して、設備導
入等に要する費用を補助するもの。

事業期間の設定理由 －



別紙６

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

特定業務施
設整備計画
における新
規雇用創出
数100件

補助金交付
申請書又は
実績報告書
に記載の雇
用創出数

成果実績 件 27

目標値 件 100

達成度 ％ 27.0%

評価年度の設定理由

補助金交付年度に評価

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の影響等で移転計画を見直す企業があったことなどから実績が上がらな
かったが、雇用の場の創出と高い付加価値を生む企業の誘致に着実に繋がっています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 ％ 100.0% 60.0%
補助金交付件数

活動実績 件 4 3
活動見込 件 4

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２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 令和元年度 令和２年度

5

総事業費 31,204,053 9,331,318

うち経済産業省分 31,204,053 9,331,318 40,535,371

交付金充当額 31,204,053 9,331,318 令和元年度～令和2年度

うち文部科学省分 総事業費
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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 契約の相手方 契約金額

補助金交付 補助
バレットグループ㈱ 4,231,318
ＥＹ新日本有限責任監査法人 4,500,000
魚沼醸造㈱ 600,000

交付金事業の担当課室 産業労働部　産業立地課

交付金事業の評価課室 産業労働部　産業立地課
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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

9 企業導入・産業活性化措置 にいがた産業創造機構運営費（賃借料等）

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

【主要政策・施策】
新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（2018（平成30）年度～2024（令和
6）年度）政策展開の基本方向（政策の柱・体系）
　　Ⅱ　地域経済が元気で活力のある新潟
　　　２　活力のある新潟
　　　　（１）挑戦する人や企業が生まれ、集まる環境の整備
　　　　　　②意欲ある企業等への支援による県内産業の活性化
　　　　　　　■ 高い付加価値を生み出す企業の創出・成長促進
　　　　　　　■ 県内企業の海外展開支援
　　　　　　　■ 県内企業の国内販路開拓支援
　　　　　　　■ 地域に根ざす産業の活性化
【目標】
１人当たり県民所得：300万円（令和6年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市中央区万代島

交付金事業の概要

公益財団法人にいがた産業創造機構運営費交付金（フロア賃借料（12か月分）、光熱水費
（11か月分）、専有室管理業務委託（12か月分）パソコンリース料（12か月分））

新潟県は、新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（平成30年度～令和6年
度）に基づき、県内産業を活性化するため 、電源立地地域対策交付金を活用し、(公財)に
いがた産業創造機構の運営に必要な経費を補助することにより、県内企業の経営革新及び
次世代をリードする産業の形成等を促進します。
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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３年度

育成・支援
企業数
1800社以上

育成・支援
企業数

成果実績 社 1,200

目標値 社 1,800

達成度 ％ 66.7%

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

NICOでは、平成29年度から令和2年度までの４年間を第５期中期目標期間とし、目標期間
で、起業・創業を支援した企業を160社以上、既存産業からの第二創業や新分野進出・新商
品開発等を行った企業を420社以上、育成・支援企業数を7200社以上とする数値目標を設定
しています。また、支援企業に対するアンケート調査を実施。これらの結果を業績評価委
員会に諮り、評価を受け、その結果を公表しています。育成・支援企業数については、目
標を達成していないものの、「支援企業の評価度も高く、活動は評価できる」との評価を
いただいています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

機関名：NICO業績評価委員会
構成員：新潟大学人文社会科学系長　永井 雅人
        日本政策金融公庫 新潟支店 支店長　中村 貴修
　　　　新潟日報社 論説編集委員　相田　晃
　　　　クリーンテクノロジー㈱ 代表取締役社長　西澤 和夫
　　　　㈱スマイルファーム 代表取締役　安達 里枝
　　　　㈱南雲製作所　代表取締役会長　南雲 信介
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12
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

フロア賃借料等の充当月
活動実績 月 12 12 12
活動見込 月 12

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

12

総事業費 69,552,720 67,666,584 69,029,679

交付金充当額 54,000,000 54,000,000 54,000,000 平成28年度～令和2年度

うち文部科学省分 総事業費

うち経済産業省分 54,000,000 54,000,000 54,000,000 345,354,423

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 産業労働部産業政策課

補助金交付 補助 （公財）にいがた産業創造機構 69,029,679

交付金事業の担当課室 産業労働部産業政策課



別紙６

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

10 地域活性化措置 ネスパス運営費等補助金

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

【主要政策・施策】
「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」（平成30年度～令和6年度）
　政策展開の基本方向（政策の柱・体系）
　　Ⅱ　地域経済が元気で活力のある新潟
　　　２　活力のある新潟
　　　　（１）挑戦する人や企業が生まれ、集まる環境の整備
　　　　　　②意欲ある企業等への支援による県内産業の活性化
　　　　　　　■ 県内企業の国内販路開拓支援
　　　　　　　　○ 県内企業ニーズ等を踏まえつつ、食品や清酒、生活関連製品
　　　　　　　　　など本県産業の強みを活かしながら、関係団体等と連携し、
　　　　　　　　　情報発信や販路開拓支援に取り組む。
【目標】
１人当たり県民所得：300万円（令和6年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 東京都渋谷区神宮前

交付金事業の概要

表参道・新潟館ネスパス運営費等補助金（建物賃借料（11か月分））

新潟県は、新潟県総合計画（平成30年度～令和6年度）に基づき、 本県の魅力等をPRするた
め、電源立地地域対策交付金を活用し、(公財)にいがた産業創造機構が展開するアンテナ
ショップ「表参道・新潟館ネスパス」の運営に必要な経費を補助し、県産品の販売や観光客
の誘客等を促進します。
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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3年度

ネスパス年
間入館者数
100万人

ネスパス年
間入館者数

成果実績 人 501,929

目標値 人 1,000,000

達成度 ％ 50.2%

評価年度の設定理由

毎年度事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

〇令和２年度は、新型コロナウイルスの影響により、休業や時短営業を余儀なくされた結
果、年間入館者数が目標値に達しませんでした。
〇ネスパス運営委員会では、ネスパスが実施する首都圏に向けた情報発信について、1年間の
取組を評価しています。広報、流通、消費者、県内観光などの専門家により、県産品の物販
販売、飲食販売、観光情報の発信などの取組実績・成果について評価し、今後の運営につい
ても助言を頂いています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

表参道・新潟館ネスパス運営委員会
構成員：新潟県旅館ホテル組合［観光］、新潟県産業労働部［行政］のほか、広報や流通関
連企業、地元商店街、消費者などの代表7名で構成。
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11
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

建物賃借料の充当月
活動実績 月 11 11 11
活動見込 月 11

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

11

総事業費 147,015,000 148,500,000 144,669,900

交付金充当額 79,888,000 79,888,000 79,888,000 平成28年度～令和2年度

うち文部科学省分 0 0 0 総事業費

うち経済産業省分 79,888,000 79,888,000 79,888,000 734,214,900

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 産業労働部地域産業振興課

補助金交付 補助
公益財団法人

にいがた産業創造機構
144,669,900

交付金事業の担当課室 産業労働部地域産業振興課
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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

11
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

県立図書館維持管理費

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
「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」（平成29年度～令和6年度）
　　Ⅲ　県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟
　　　１　県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟
　　 　(2)　地域の産業・社会を支える人づくり
　　　　　②　生涯学び活躍できる環境づくり
　　　　　　・県民が「だれでも、いつでも、どこでも」学べるよう、社会教育施設
　　　　　　　をはじめ様々な学習機会を充実させるとともに、人づくり、地域づく
　　　　　　　りに取り組み、学んだ成果を地域の諸課題の解決に有効に活用するな
　　　　　　　ど、生涯にわたり学び活躍できる循環型の生涯学習社会を実現する。
目標：
県民１人当たりの社会教育関係施設利用回数　現状　　　3.65回／人（平成26年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　3.85回／人（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標　4.00回／人（令和6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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市中央区女池南３丁目

交付金事業の概要

県立図書館の委託費（清掃業務、施設管理業務、利用者サービス業務、図書館情報システム
更新に係る賃貸借及び保守業務12か月分）、光熱水費（電気・ガス・上下水道11か月分）

新潟県は、新潟県総合計画（平成29年度～令和6年度）に基づき、 県民の学習機会を充実さ
せるため、電源立地地域対策交付金を活用し、県立図書館の安定的かつ適切な運営を行い、
県民の生涯学習や調査研究、課題解決を支援します。
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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

貸出冊数を
前年度実績
以上とす
る。

評価年度の設定理由

事業終了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

令和２年度は、年度当初から５月18日までの間、新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨
時休館としましたが、臨時休館中も予約図書の貸出を行うなど、一部サービスを継続しまし
た。また、再開後は、一部サービスを制限・縮小等しながらも、蔵書の充実等の取組を実施
しました。
外出自粛による来館者数の減少もあり、結果的には目標値には達しませんでしたが、新型コ
ロナの影響がある中、利用者サービスの確保に取り組みました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

貸出冊数

成果実績 冊 401,488

目標値 冊 502,595（令和元年度 貸出実績）

達成度 ％ 79.9%

予定外の休館日をゼロと
する

活動実績 日 285 287
活動見込 日 310

活動指標 単位 令和元年度 令和２年度

308

総事業費 82,756,333 87,154,597

達成度 ％ 91.9% 93.2%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金充当額 80,495,000 79,288,000 令和元年度～令和2年度

交付金事業の総事業費
等

令和元年度 令和２年度 備　考

うち文部科学省分 総事業費

うち経済産業省分 80,495,000 79,288,000 169,910,930
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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 契約の相手方 契約金額
清掃業務委託 一般競争入札 (株)日創美装 7,559,310

利用者サービス業務委託 一般競争入札 (株)図書館流通センター 11,418,000
電気料 随意契約（特命） 東北電力(株) 12,081,016

施設管理業務委託 一般競争入札 (株)NKSコーポレーション新潟支店 25,476,000

情報システム更新に係る賃貸借
及び保守業務に関する委託 随意契約（技術提案） 富士通リース(株)新潟営業所 26,422,068

交付金事業の担当課室 教育庁生涯学習推進課

交付金事業の評価課室 教育庁生涯学習推進課

ガス料金 随意契約（特命） 北陸ガス(株) 3,287,328
水道料 随意契約（特命） 新潟市水道局 910,875
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別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

14,687,000

4 黒部柏崎線  新潟県 67,312,865 61,400,000

20,773,500

5 松代岡野町線  新潟県 2,825,900 2,400,000

2 新発田紫雲寺線  新潟県 22,249,700 15,000,000

1 公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

高田停車場線  新潟県 23,591,700 15,400,000

3 鯨波宮川線  新潟県

（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
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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

1
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

高田停車場線

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
 「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」(平成29年度～令和6年度)
　　１　安全に安心して暮らせる新潟
        （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県

交付金事業実施場所 上越市仲町地内

交付金事業の概要

　当路線は舗装の劣化が進み交通の繰り返し荷重によって舗装にひび割れが発生しています。こ
れまでパッチング等による部分的な修繕を行ってきましたが、近隣住民から舗装の段差等で発生
する振動の苦情もあることから、舗装補修により交通安全確保と沿線の住環境の改善を図ってい
きます。
　事業期間：令和２年度
　全体計画：L＝320m、W=11.0m、A=3,520m2
　本年度　：L＝320m、W=11.0m、A=3,520m2
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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 「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」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７年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良
により、
道路幅員
が拡幅さ
れた実延
長と全道
路実延長
の割合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」の終期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

本事業により、L=320mの舗装補修工事が完了したことにより、舗装のひび割れが解消され、車両
の円滑の交通の確保及び振動解消による沿線住環境の改善を図りました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 ％ 100.0%
補修延長

活動実績 ｍ 320
活動見込 ｍ 320

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
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交付金事業の総事業費
等

令和２年度 備　考

総事業費 23,591,700

うち経済産業省分 15,400,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 15,400,000

うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 土木部道路管理課

交付金事業の評価課室 土木部道路管理課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
舗装工 指名競争入札 福田道路(株)上越支店 23,591,700
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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

2
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

新発田紫雲寺線

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
 「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成29年度～令和6年度）
　　１　安全に安心して暮らせる新潟
        （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県

交付金事業実施場所 新発田市中島地内

交付金事業の概要

　当路線は舗装の劣化が進み交通の繰り返し荷重によって舗装にひび割れが発生しています。こ
れまでパッチング等による部分的な修繕を行ってきましたが、近隣住民から舗装の段差等で発生
する振動の苦情もあることから、舗装補修により交通安全確保と沿線の住環境の改善を図ってい
きます。
　事業期間：令和２年度
　全体計画：L＝640.0m、W=6.4m、A=4,096m2
　本年度　：L＝640.0m、W=6.4m、A=4,096m2
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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 「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」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７年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県」の終期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

本事業により、L=640mの舗装補修工事が完了したことにより、舗装のひび割れが解消され、車両
の円滑の交通の確保及び振動解消による沿線住環境の改善を図りました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 ％ 100.0%
補修延長

活動実績 ｍ 640
活動見込 ｍ 640

交付金事業の総事業費
等

令和２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 令和２年度

総事業費 22,249,700

うち経済産業省分 15,000,000

交付金充当額 15,000,000

うち文部科学省分
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交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 土木部道路管理課

交付金事業の評価課室 土木部道路管理課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
舗装工 指名競争入札 フジマ舗道(株) 22,249,700
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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

3
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

鯨波宮川線

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
 「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」(平成29年度～令和6年度)
　　１　安全に安心して暮らせる新潟
        （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 柏崎市鯨波地内

交付金事業の概要

　当路線は舗装の劣化が進み交通の繰り返し荷重によって舗装にひび割れが発生しています。こ
れまでパッチング等による部分的な修繕を行ってきましたが、近隣住民から舗装の段差等で発生
する振動の苦情もあることから、舗装補修により交通安全確保と沿線の住環境の改善を図ってい
きます。
　事業期間：令和２年度
　全体計画：L＝300m、W=6.5m、A=1,950m2
　本年度　：L＝300m、W=6.5m、A=1,950m2
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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 「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」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７年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県」の終期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

本事業により、L=300mの舗装補修工事が完了したことにより、舗装のひび割れが解消され、車両
の円滑の交通の確保及び振動解消による沿線住環境の改善を図りました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 ％ 100.0%
補修延長

活動実績 ｍ 300
活動見込 ｍ 300

交付金事業の総事業費
等

令和２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 令和２年度

総事業費 20,773,500

うち経済産業省分 14,687,000

交付金充当額 14,687,000

うち文部科学省分
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交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 土木部道路管理課

交付金事業の評価課室 土木部道路管理課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
舗装工 指名競争入札 福田道路(株)柏崎営業所 20,773,500
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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

4
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

黒部柏崎線

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
  新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和6年度）
    Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　　１安全に安心して暮らせる新潟
       （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 柏崎市山本地内

交付金事業の概要

本路線は、柏崎市西山町から刈羽村を経由し、柏崎市街地を南北に結ぶ重要な路線です。
国道8号の代替路線として交通量が多いものの、幅員狭小であり自動車の円滑な通行が確保
されておらず、また、歩道未整備により歩行者が危険にさらされていることから、道路拡
幅、及び歩道整備を実施するものです。

　事業期間：平成22年度～令和5年度
　全体計画：L=560m、W=6.0（11.0）m
　本年度　：遺跡調査　N=1式
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事業開始年度 平成22年度 事業終了（予定）年度 令和5年度

事業期間の設定理由 令和５年度の完成を予定しているため。

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7年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
新潟県総合計画の終期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
事業全体延長L=620mに対する道路改築は着工していませんが、本交付金の活用により西岩
野遺跡発掘調査を実施し、全体事業費に対する進捗率は71.2％となりました。次年度は引
き続き西岩野遺跡発掘調査を継続することに加え、遺跡を遺すために必要な法面工と支障
物件移設補償を行う予定です。幅員狭小・歩道未整備が解消され、道路利用者の安全・安
心が向上されるよう、計画的な事業執行に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

5.9
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和2年度

進捗率
活動実績 ％ 14.0 4.2 5.9
活動見込 ％ 14.0

交付金事業の総事業費
等

平成26年度 平成28年度 令和2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26年度 平成28年度

4.2

総事業費 161,296,039 45,261,720 67,312,865

うち経済産業省分 90,900,000 40,000,000 61,400,000

交付金充当額 90,900,000 40,000,000 61,400,000 平成22～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 0 0 473,787,838



別紙６

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 土木部道路建設課

交付金事業の評価課室 土木部道路建設課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
遺跡調査 随意契約 柏崎市 67,312,865
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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

5
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

松代岡野町線

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
  新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和6年度）
    Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　　１安全に安心して暮らせる新潟
       （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和2年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和6年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 柏崎市高柳町栃ケ原地内

交付金事業の概要

本路線は、十日町市（松代地区）と柏崎市高柳町岡野町（旧高柳町）を結ぶ道路で、高柳
町栃ヶ原集落の唯一の生活道路です。しかし、道路幅員が狭く、道路線形も悪いため、特
に冬期における普通乗用車のすれ違いに困難が生じていることから、道路拡幅を実施する
ものです。

　事業期間：平成27年度～令和7年度
　全体計画：L=850m、W=4.0（6.0）m
　本年度　：用地測量　N=1式
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事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和7年度

事業期間の設定理由 令和7年度の完成を予定しているため。

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8年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

評価年度の設定理由
事業期間の終期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
事業全体延長L=850mに対する道路改築は着工していませんが、本交付金の活用により、用
地測量を実施し、全体事業費に対する進捗率は31.6％となりました。次年度は用地測量結
果を元に用地補償を実施する予定です。幅員狭小と線形不良が解消され、冬期間の交通障
害を解消し、道路利用者の安全・安心が向上されるよう、計画的な事業執行に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

進捗率
活動実績 ％ 3.0 1.8
活動見込 ％ 3.0

活動指標 単位 平成27年度 令和2年度

1.8

交付金事業の総事業費等 平成27年度 令和2年度 備　考

達成度 ％ 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指標及
び活動実績

総事業費 8,812,800 2,825,900

交付金充当額 7,600,000 2,400,000 平成27～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 0 0 11,638,700

うち経済産業省分 7,600,000 2,400,000
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交付金事業の担当課室 土木部道路建設課

交付金事業の評価課室 土木部道路建設課

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
用地測量 指名競争入札 （株）アイテック 2,825,900
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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

1
企業導入・産業活性
化措置

にいがた産業創造機構運営費（人件費）  新潟県 256,871,417 249,940,000



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

1 企業導入・産業活性化措置 にいがた産業創造機構運営費（人件費）

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

【主要政策・施策】
新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（2018（平成30）年度～2024（令和
6）年度）政策展開の基本方向（政策の柱・体系）
　　Ⅱ　地域経済が元気で活力のある新潟
　　　２　活力のある新潟
　　　　（１）挑戦する人や企業が生まれ、集まる環境の整備
　　　　　　②意欲ある企業等への支援による県内産業の活性化
　　　　　　　■ 高い付加価値を生み出す企業の創出・成長促進
　　　　　　　■ 県内企業の海外展開支援
　　　　　　　■ 県内企業の国内販路開拓支援
　　　　　　　■ 地域に根ざす産業の活性化
【目標】
１人当たり県民所得：300万円（令和6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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市中央区万代島5-1

交付金事業の概要

（公財）にいがた産業創造機構のスタッフ51名の給与（10ヶ月分）及び期末勤勉手当

新潟県内企業の経営革新及び次代をリードする産業の形成等を促進するため設立した（公
財）にいがた産業創造機構の運営に必要な経費を交付（うち人件費分）



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

育成・支援
企業数
1800社以上

育成・支援
企業数

成果実績 社 1,200社

目標値 社 1,800社

達成度 ％ 66.7%

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

NICOでは、平成29年度から令和2年度までの４年間を第５期中期目標期間とし、目標期間
で、起業・創業を支援した企業を160社以上、既存産業からの第二創業や新分野進出・新商
品開発等を行った企業を420社以上、育成・支援企業数を7200社以上とする数値目標を設定
しています。また、支援企業に対するアンケート調査を実施。これらの結果を業績評価委
員会に諮り、評価を受け、その結果を公表しています。育成・支援企業数については、目
標を達成していないものの、「支援企業の評価度も高く、活動は評価できる」との評価を
いただいています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
機関名：NICO業績評価委員会
構成員：新潟大学人文社会科学系長　柴田　透
日本政策金融公庫 新潟支店 支店長　中村　貴修
(株)新潟日報社 論説編集委員　鈴木　啓弘
(株)飯塚鉄工所 代表取締役　飯塚　肇
(株)スマイルファーム 代表取締役　安達　里枝
(株)ネクスティ 代表取締役　江口　晃



510
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

職員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期

間(月))

活動実績 人月 520 510 510
活動見込 人月 520

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

510

総事業費 264,327,547 264,725,968 256,871,417

うち経済産業省分 249,940,000 249,940,000 249,940,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 249,940,000 249,940,000 249,940,000 平成28～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 1,257,957,800

交付金事業の担当課室 産業労働部産業政策課　

交付金事業の評価課室 産業労働部産業政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
補助金交付 補助 （公財）にいがた産業創造機構 256,871,417
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別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

53,665,000

11 交通安全施設維持管理費  新潟県 213,541,895 196,185,000

63,968,300

9 県立学校維持管理費  新潟県 375,491,134 288,800,000

8 公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

美術館職員給与費  新潟県 88,295,025 75,735,000

10 産業教育機器近代化設備費  新潟県

7 農業総合研究所作物研究センター職員給与費  新潟県 44,818,385 36,176,000

6 農業総合研究所職員給与費  新潟県 93,529,934 73,979,000

6,540,000

4 企業導入・産業活性
化措置

工業技術総合研究所等維持管理費  新潟県 38,574,386 35,807,000

5

14,245,000

工業技術総合研究所等職員給与費  新潟県 73,057,762 70,440,000

2 県立歴史博物館施設維持運営事業  新潟県 66,520,669 58,152,000

1 公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

県立歴史博物館職員給与費  新潟県 82,720,893 69,039,000

3 公害監視機器等整備事業  新潟県

（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
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Ⅱ．事業評価個表（令和２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・施策とその目標

新潟県総合計画
　Ⅱ　地域経済が元気で活力のある新潟
　　１　多様な人や文化が交わる賑わいのある新潟
　　（１）多様な地域資源を活かした交流人口の拡大
　　　　③　スポーツと文化を生かした地域づくりによる交流拡大
          ・地域資源を活かしたスポーツ振興や文化振興により、地域の魅力
　　　　　　向上を図り、その魅力を発信することにより、新潟に対する人々
　　　　　　の関心を高め、交流人口拡大による地域活性化を実現する。
　　   目標（スポーツ文化目的の観光入込数）
         現状（2017）：38,888千人　中間目標（2020）：44,000千人
         最終目標（2024）：45,000千人

目標（歴史博物館として）
歴史博物館維持管理費に交付金を充当することにより、施設運営に必要な維持管理を行うこ
とで安定した運営を行い、年間利用者数10万人を目指すことで新潟県の生涯学習推進を図り
ます。
歴史博物館給与費に交付金を充当することにより、施設運営に必要な雇用を確保して安定し
た施設運営を行い、新潟県の生涯学習推進を図ります。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 長岡市関原町

交付金事業の概要

新潟県立歴史博物館は、県の歴史・民俗を総合的に紹介する側面と、全国的・世界的視点か
ら縄文文化を広く研究・紹介する側面をあわせ持った博物館であり、本県の生涯学習推進に
寄与する重要な施設です。よって、安定的に適切な運営を行うことが必要であるため、本交
付金を職員給与費に充当します。（研究員１４名、行政職員５名の人件費、9ヶ月分）

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

県立歴史博物館職員給与費

番号 措置名 交付金事業の名称
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交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

171

評価に係る第三者機関等の活用の有無

機関名：歴史博物館評価委員会
構成員：新潟大学教育学部准教授、新潟市会津八一記念館学芸員、刈羽村立刈羽小学校長、
長岡観光コンベンション協会長、新潟日報長岡支社長、内藤一恵建築設計事務所一級建築士

171
達成度 ％ 94.7% 98.8% 95.3%

令和２年度

県立歴史博物館職員雇用
量（雇用人数×雇用期
間）

活動実績 人月 162 169 163
活動見込 人月 171

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

年間利用者
数１０万人

県立歴史博
物館の年間
利用者数

成果実績 人 44,666

目標値 人 100,000

達成度 ％ 44.7%

評価年度の設定理由

施設の安定的で適切な運営を交付金事業としていることから、交付金充当年度を評価年度に
設定した。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

歴史博物館評価委員会では、「新潟県立歴史博物館評価委員会設置要綱」の規定に基づき、
前年度実施した歴史博物館の機能・取組について自己点検を行い、評価委員会で検証・評価
を受けています。交付金を活用し、安定的で適切な運営に努めることで、成果指標の達成あ
るいはそれ以上の成果があった場合の「評価できる」を得ることを目標としています。
なお、令和２年度については、新型コロナウイルスの影響により令和２年４月18日～５月18
日まで休館対応としたこと等により観覧者数が減少しました。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度
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交付金事業の担当課室 県民生活・環境部　県民生活課

交付金事業の評価課室 県民生活・環境部　県民生活課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
人件費 雇用 県職員１９名 82,720,893

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 72,720,000 70,923,000 69,039,000 平成28～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 441,896,398

総事業費 80,319,749 81,964,786 82,720,893

うち経済産業省分 72,720,000 70,923,000 69,039,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考
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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

2
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

県立歴史博物館施設維持運営事業

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
　新潟県総合計画
　　Ⅱ　地域経済が元気で活力のある新潟
　　　１　多様な人や文化が交わる賑わいのある新潟
　　　　（１）多様な地域資源を活かした交流人口の拡大
　　　　　　③　スポーツと文化を生かした地域づくりによる交流拡大
　　　　　　　・地域資源を活かしたスポーツ振興や文化振興により、地域の魅力向上
　　　　　　　　を図り、その魅力を発信することにより、新潟に対する人々の関心を
　　　　　　　　高め、交流人口拡大による地域活性化を実現する。
　
目標（スポーツ文化目的の観光入込数）
現状（2017）：38,888千人　中間目標（2020）：44,000千人　最終目標（2024）：45,000千
人

目標（歴史博物館として）
歴史博物館維持管理費に交付金を充当することにより、施設運営に必要な維持管理を行うこ
とで安定した運営を行い、年間利用者数10万人を目指すことで新潟県の生涯学習推進を図り
ます。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟県立歴史博物館

交付金事業の概要

新潟県立歴史博物館は、県の歴史・民俗を総合的に紹介する側面と、全国的・世界的観点か
ら縄文文化を広く研究・紹介する側面をあわせ持った博物館であり、本県の生涯学習推進に
寄与する重要な施設です。よって、安定的に適切な運営を行うことが必要であるため、本交
付金を維持管理費に充当します。（光熱水費（電気・ガス・８カ月分、上下水道６カ月
分）、管理業務委託（９カ月分））
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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

年間利用者
数10万人

評価年度の設定理由

施設の安定的で適切な運営を交付金事業としていることから、交付金充当年度を評価年度に
設定した。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

歴史博物館評価委員会では、「新潟県立歴史博物館評価委員会設置要綱」の規定に基づき、
前年度実施した歴史博物館の機能・取組について予め定めた成果指標に基づいて自己評価を
行い、第三者委員からなる評価委員会で検証・評価を受けています。交付金を活用し、安定
的で適切な運営に努めることで、成果指標の達成あるいはそれ以上の成果があった場合の
「評価できる」（4段階の最上評価）を得ることを目標としています。
なお、令和２年度については、新型コロナウイルスの影響により令和２年４月18日～５月18
日まで休館対応としたこと等により観覧者数が減少しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

機関名：歴史博物館評価委員会
構成員：新潟大学教育学部准教授、新潟市会津八一記念館学芸員、刈羽村立刈羽小学校長、
長岡観光コンベンション協会長、新潟日報長岡支社長、内藤一恵建築設計事務所一級建築士

県立歴史博
物館の年間
利用者数

成果実績 人 44,666

目標値 人 100,000

達成度 ％ 44.7%
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令和2年度

光熱水費及び業務委託充
当月数

活動実績 月 9 9 9
活動見込 月 9

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

9

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

9
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指標及
び活動実績

総事業費 75,844,275 73,958,454 66,520,669

交付金充当額 61,125,000 61,613,000 58,152,000 平成28～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 387,998,056

うち経済産業省分 61,125,000 61,613,000 58,152,000

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
電気代 随意契約 東北電力株式会社 11,208,671

都市ガス 随意契約 北陸ガス株式会社 5,453,259
自家用電気工作物管理業務委託 随意契約 にいがたでんきほあん協同組合 574,880

上水道 随意契約 長岡市 355,144
下水道 随意契約 長岡市 204,193

空調設備保守点検業務委託 指名競争入札 株式会社新潟施設 4,661,250
昇降機設備管理業務委託 指名競争入札 東芝エレベータ株式会社新潟支店 1,601,600

清掃業務委託 指名競争入札 新潟県ビル管理協同組合 6,406,400
設備運転・監視業務委託 指名競争入札 新潟県ビル管理協同組合 14,503,500

交付金事業の担当課室 県民生活・環境部　文化振興課

交付金事業の評価課室 県民生活・環境部　文化振興課

警備業務委託 随意契約 セコム上信越株式会社 7,526,772
常設展示物維持管理業務 指名競争入札 株式会社トータルメディア開発研究所 14,025,000
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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

3
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

公害監視機器等整備事業

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
新潟県環境基本計画（平成29年度～令和10年度）
　基本目標　安全で快適な環境
　環境汚染を防止し県民の健康を守るため有害化学物質のリスク管理を進め、環境基準が
未達成の項目についても重点的に対応するとともに、的確な環境モニタリングと迅速で分
かりやすい情報発信を進めます。

事業開始年度 令和２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 新潟県
交付金事業実施場所 新潟市西区、新発田市中央町

交付金事業の概要

　県で行う大気汚染防止法や水質汚濁防止法などの公害規制法等に基づいた環境監視に必
要な測定・分析機器、監視機器等の備品整備に交付金を充当し、監視機能を維持・拡充す
る。
　　ガスクロマトグラフ質量分析装置　１台
　　PM2.5シーケンシャルサンプラー　２台（２台で一式）

事業期間の設定理由 －
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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

公害監視機
器の更新・
整備を進
め、的確な
環境モニタ
リングを実
施する。

成果実績

目標値

達成度

評価年度の設定理由

機器を整備し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　県では大気汚染防止法や水質汚濁防止法などの公害規制法等に基づき、環境の常時監視
等を行っており、これに使用する機器を整備しました。
　当該機器整備に交付金を充当し、老朽化した機器を更新することで、的確な環境モニタ
リングの体制が維持されました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無
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2
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

公害監視機器等の整備数
活動実績 台 3 3 2
活動見込 台 3

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

3

総事業費 17,667,720 17,449,300 14,245,000

交付金充当額 6,157,000 5,290,000 6,540,000 平成28～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 69,602,306

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

ガスクロマトグラフ質量分析
装置

一般競争入札
島津サイエンス東日本(株)
新潟支店

6,655,000

うち経済産業省分 6,157,000 5,290,000 6,540,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の評価課室 県民生活・環境部　環境対策課

PM2.5シーケンシャルサンプ
ラー

一般競争入札 轟産業(株)新潟支店 7,590,000

交付金事業の担当課室 県民生活・環境部　環境対策課
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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

4 企業導入・産業活性化措置 工業技術総合研究所等維持管理費

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

「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（2018年度から2024年度）」
　第4章 Ⅱ地域経済が元気で活力のある新潟
　2-(1)挑戦する人や企業が生まれ、集まる環境の整備　④成長産業の創出・育成

　航空機や次世代自動車などの将来性が見込まれる産業分野及び新たな成長分野への県内
企業の参入促進に努めるとともに、AIやIoT、ビッグデータなどの活用を促進することで生
産性の向上を図り、本県産業の付加価値の向上を実現する。

事業開始年度 令和2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 新潟県
交付金事業実施場所 工業技術総合研究所（新潟市中央区鐙西）ほか２施設

交付金事業の概要

　工業技術総合研究所は、工業技術の高度化や高付加価値型産業群の形成などのため、研
究開発事業をはじめ、関連事業の充実を図り、地域技術創出の中核機関として大学及び関
係機関と連携し、積極的な企業支援を行っており、新潟県の工業技術発展に寄与する重要
な施設です。よって、安定的に適切な運営を行うことが必要であるため、本交付金を維持
管理費に充当します。（光熱水費8か月分、業務委託費9か月分）

事業期間の設定理由 －
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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

依頼試験数
3,194件

依頼試験数

成果実績 件 3,477

目標値 件 3,194

達成度 ％ 108.9%

評価年度の設定理由

事業終了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

　維持管理費に交付金を充当することにより、安定した事業運営を行い、丁寧な業務遂行
や内容の高度化、導入設備の利用によるサービス向上を図り、県内企業が直面する技術課
題の解決を支援し、ものづくりの基盤技術や先進的な産業技術に関する研究開発を通じ
て、新潟県産業の発展と成長に貢献することができました。
　指標とする依頼試験件数も前年度より増加しており、工業技術総合研究所全体の利用状
況は堅調に推移しております。今後も企業ニーズを的確に把握し支援を行います。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

9
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

光熱水費及び業務委託充
当月数

活動実績 人月 9 9 9
活動見込 人月 9

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

9

総事業費 48,204,460 46,473,138 38,574,386

うち経済産業省分 45,249,000 43,152,000 35,807,000

交付金充当額 45,249,000 43,152,000 35,807,000 平成28～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 242,152,621
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交付金事業の契約の概要

　電気料金 随意契約 東北電力(株) 18,361,845

　上下水道料金 随意契約 新潟市水道局 815,959

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

工業技術総合研究所

　EMC・電気安全試験設備校正委託 一般競争入札 インターテックジャパン(株) 4,399,996
レーザー・ナノテク研究室

　都市ガス料金 随意契約 北陸ガス(株) 2,792,541

　清掃管理業務委託 指名競争入札 (株)新潟ビルサービス 9,801,000

中越技術支援センター

　電気料金 随意契約 東北電力(株) 935,737

　電気料金 随意契約 東北電力(株) 936,888

　建物保守管理業務委託料 随意契約 環境をサポートする(株)きらめき 530,420

計 38,574,386

交付金事業の担当課室 産業労働部　創業・イノベーション推進課

交付金事業の評価課室 産業労働部　創業・イノベーション推進課
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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

5 企業導入・産業活性化措置 工業技術総合研究所等職員給与費

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

「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（2018年度から2024年度）」
　第4章 Ⅱ地域経済が元気で活力のある新潟
　2-(1)挑戦する人や企業が生まれ、集まる環境の整備　④成長産業の創出・育成

　航空機や次世代自動車などの将来性が見込まれる産業分野及び新たな成長分野への県内
企業の参入促進に努めるとともに、AIやIoT、ビッグデータなどの活用を促進することで生
産性の向上を図り、本県産業の付加価値の向上を実現する。

事業開始年度 令和2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 新潟県
交付金事業実施場所 工業技術総合研究所（新潟市中央区鐙西）ほか1施設

交付金事業の概要

　工業技術総合研究所は、工業技術の高度化や高付加価値型産業群の形成などのため、研
究開発事業をはじめ、関連事業の充実を図り、地域技術創出の中核機関として大学及び関
係機関と連携し、積極的な企業支援を行っており、新潟県の工業技術発展に寄与する重要
な施設です。よって、安定的に適切な運営を行うことが必要であるため、本交付金を職員
給与費に充当します。（37人×5ヵ月分）

事業期間の設定理由 －
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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

依頼試験数
3,194件

依頼試験数

成果実績 件 3,477

目標値 件 3,194

達成度 ％ 108.9%

評価年度の設定理由

事業終了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

　職員給与費に交付金を充当することにより、安定した事業運営を行い、丁寧な業務遂行
や内容の高度化、導入設備の利用によるサービス向上を図り、県内企業が直面する技術課
題の解決を支援し、ものづくりの基盤技術や先進的な産業技術に関する研究開発を通じ
て、新潟県産業の発展と成長に貢献することができました。
　指標とする依頼試験件数も前年度より増加しており、工業技術総合研究所全体の利用状
況は堅調に推移しております。今後も企業ニーズを的確に把握し支援を行います。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

185
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

研究職職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 240 95 185
活動見込 人月 240

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

95

総事業費 94,396,500 37,310,350 73,057,762

うち経済産業省分 75,321,000 24,710,000 70,440,000

交付金充当額 75,321,000 24,710,000 70,440,000 平成29～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 351,426,627
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交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 産業労働部　創業・イノベーション推進課

交付金事業の評価課室 産業労働部　創業・イノベーション推進課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費（中越技術支援センター） 雇用 県職員10名 18,846,304
人件費（工業技術総合研究所） 雇用 県職員27名 54,211,458
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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

6 企業導入・産業活性化措置 農業総合研究所職員給与費

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
　新潟県総合計画（平成30年度～令和６年度）
　　２　活力のある新潟
　　　(3) 付加価値の高い持続可能な農林水産業の実現
　　　　①　担い手が将来展望を持って経営できる農業の展開
　　　　　・経営の多角化を進めるとともに、多様な産業と連携した農業ビジネス
　　　　　　の創出を推進する。
目標：農業産出額　現状　　　2,572億円（平成29年度）
　　　　　　　　　中間目標　2,650億円（令和２年度）
　　　　　　　　　最終目標　2,770億円（令和６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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟県長岡市長倉町

交付金事業の概要

農業総合研究所の研究職職員人件費（研究職職員23名）８か月分

農業総合研究所は、新潟県総合計画に基づき、県内農業の振興に寄与する重要な施設であ
り、安定的に適切な運営を行うことが必要であることから、電源立地地域対策交付金を活用
し、新潟米の体質強化に向けた技術開発や競争力のあるオリジナルブランド園芸品種の育
成、環境保全型農業技術の開発に努めています。

事業期間の設定理由 －
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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

休所日数を
０とする。

開所予定日
数－開所実
績日数

成果実績 日 0

目標値 日 0

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由

事業終了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

当該研究所の研究に必要な23人の人件費８か月分に交付金を充当し、研究体制を維持するこ
とができました。
安定的に研究を実施することができ、事業目標を達成できたと評価します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
－

184
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

研究職職員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期
間(月)）

活動実績 人月 184 184 184
活動見込 人月 184

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

184

総事業費 96,379,439 96,387,173 93,529,934

うち経済産業省分 80,150,000 76,869,000 73,979,000

交付金充当額 80,150,000 76,869,000 73,979,000 平成28～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 463,051,669
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交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 農林水産部　農業総務課

交付金事業の評価課室 農林水産部　農業総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
人件費 雇用 県職員23名 93,529,934
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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

7 企業導入・産業活性化措置 農業総合研究所作物研究センター職員給与費

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
　新潟県総合計画（平成30年度～令和６年度）
　　２　活力のある新潟
　　　(3) 付加価値の高い持続可能な農林水産業の実現
　　　　①　担い手が将来展望を持って経営できる農業の展開
　　　　　・水田フル活用による所得の確保を図るため、業務用米や加工用
　　　　　　米等については、多様化するニーズへの対応に向け、品種育成
　　　　　　等の研究開発や、多収穫生産、コスト低減などを通じて生産の
　　　　　　拡大を進めるとともに、外食・食品関連産業等とのマッチング
　　　　　　を進める。また、米粉の需要拡大を図る。
目標：農業産出額　現状　　　2,572億円（平成29年度）
　　　　　　　　　中間目標　2,650億円（令和２年度）
　　　　　　　　　最終目標　2,770億円（令和６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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟県長岡市長倉町

交付金事業の概要

農業総合研究所作物研究センターの研究職職員人件費（研究職職員24名）５か月分。
農業総合研究所作物研究センターは、新潟県総合計画に基づき、県内農業の振興に寄与する
重要な施設であり、安定的に適切な運営を行うことが必要であることから、電源立地地域対
策交付金を活用し、新潟米の体質強化に向けた技術開発や競争力のあるオリジナルブランド
園芸品種の育成、環境保全型農業技術の開発に努めています。

事業期間の設定理由 －
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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

休所日数を
０とする。

開所予定日
数－開所実
績日数

成果実績 日 0

目標値 日 0

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由

事業終了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

当該研究所の研究に必要な24人の人件費５か月分に交付金を充当し、研究体制を維持するこ
とができました。
安定的に研究を実施することができ、事業目標を達成できたと評価します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
－

120
達成度 ％ 100.0% 95.8% 100.0%

令和２年度

研究職職員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期
間(月)）

活動実績 人月 192 115 120
活動見込 人月 192

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

120

総事業費 48,186,900 44,273,660 44,818,385

うち経済産業省分 39,200,000 39,114,000 36,176,000

交付金充当額 39,200,000 39,114,000 36,176,000 平成29～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 191,769,794
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交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 農林水産部　農業総務課

交付金事業の評価課室 農林水産部　農業総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
人件費 雇用 県職員24名 44,818,385
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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

8
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

美術館職員給与費

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
新潟県教育振興基本計画
　基本方針Ｖ 生涯学び活躍できる環境づくりと文化の振興
　６ 県民が芸術文化に親しむ機会の提供
　目標：県民が多様な芸術文化に親しみ、心豊かな生活を実現するため、優れた
　　　　芸術鑑賞機会の充実を目指します。
　　　　【令和２年度観覧者目標数　199,000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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 【近代美術館】長岡市千秋、【万代島美術館】新潟市中央区万代島

交付金事業の概要

新潟県立美術館の職員人件費（職員21人×９ヶ月分）
県立美術館（近代美術館・万代島美術館）は、新潟県の文化創造の核として、県民に広く美
術品等の鑑賞や学習の機会を提供することに寄与する重要な施設です。よって、安定的に適
切な運営を行うことが必要であるため、本交付金を職員給与費に充当します。

事業期間の設定理由 －
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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

観覧者目標数

199,000人
観覧者の数

成果実績 件 87,000

目標値 件 199,000

達成度 ％ 43.7%

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

職員給与費に交付金を充当することにより、安定した施設運営を行うことができました。新
型コロナウイルス感染拡大防止に伴う企画展の中止等により、目標には達しなかったもの
の、多岐にわたる展覧会等を開催し、県民への美術文化普及・啓発を図ることができまし
た。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

189
達成度 ％ 96.0% 99.1% 96.3%

令和２年度

美術館職員雇用量
(雇用人数(人)×雇用期
間(月)）

活動実績 人月 190 116 182
活動見込 人月 198

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

117

総事業費 92,655,131 55,853,096 88,295,025

うち経済産業省分 78,450,000 53,134,000 75,735,000

交付金充当額 78,450,000 53,134,000 75,735,000 平成28～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 365,767,234



別紙６

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 教育庁　文化行政課

交付金事業の評価課室 教育庁　文化行政課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費（万代島美術館） 雇用 県職員8名 32,948,687
人件費（近代美術館） 雇用 県職員13名 55,346,338
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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

9
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

県立学校維持管理費

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

　平成31年3月に新たに策定された「新潟県総合計画」の基本理念や将来像を踏まえ、同年同月改
定の「新潟県教育振興基本計画」においても「一人一人を伸ばす教育」を基本理念とし、一人一人
の個性に応じた質の高い豊かな教育を推進しています。
　同計画の基本方針の一つとして、児童生徒が安全に安心して学べる学校づくりを掲げ、施策の展
開方向には学校教育の耐震化・機能向上を定めており、社会環境の変化・学習環境の多様化に対応
できるよう、学校施設の機能向上を図ります。

事業開始年度 令和２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 新潟県
交付金事業実施場所 新潟県立新潟高等学校（新潟市中央区関屋下川原町）ほか60校　　

交付金事業の概要

　県立学校は、将来を担う人材を育成する重要な教育機関であり、県内の教育水準の向上
のため、安定した学校運営を行うことは不可欠であるため、本交付金を維持管理費に充当
します。（県立学校61校における光熱水費（電気・上下水道・ＬＰガス・都市ガスの8ヶ月
分）及び燃料費（灯油の8ヶ月分））

事業期間の設定理由 －
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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

高校生活に満
足している生
徒の割合80％

高校生活に満
足している生
徒の割合（全
日制課程２年
生）

成果実績 ％ 81.1

目標値 ％ 80

達成度 ％ 101.4%

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　県立学校の維持管理費に交付金を充当したことにより、安定した学校運営を行うことができまし
た。また、令和２年度における「高校生活に満足している生徒の割合」は81.1％で、目標値として
いた80％を上回り、生徒の学習環境の維持に寄与することができたと考えられます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

8
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

光熱水費及び燃料費の
充当月数

活動実績 月 8 8 8
活動見込 月 8

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

8

総事業費 440,170,111 419,097,094 375,491,134

交付金充当額 288,800,000 288,800,000 288,800,000 平成28～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 2,116,252,045

うち経済産業省分 288,800,000 288,800,000 288,800,000
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電気料 随意契約 東北電力（株） 208,368,285
上下水道料金 随意契約 新潟市水道局ほか 52,669,883

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

交付金事業の担当課室 教育庁　財務課

都市ガス料金 随意契約 北陸ガスほか 41,964,109
ＬＰガス料金 随意契約又は競争入札 北陸天然ガス興業（株）ほか 2,841,727

交付金事業の評価課室 教育庁　財務課

灯油購入費 随意契約又は競争入札 （株）丸新エネルギーほか 69,647,130
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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

10
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

産業教育機器近代化設備費

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
新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（2018～2024年度）
第４章　政策展開の基本方向（政策の柱・体系）
Ⅲ－１－（１）－①　一人一人を伸ばす教育の推進
　家庭・地域や産業界と連携した実践的・体験的な活動の充実を図るなど、教育活動全体を通じてキャリア
教育を推進する体制を整え、自分の将来を設計し自立して生きる力を育むとともに、進路や職業、地域への
理解を深める。
目標：「進路実現に学校は役に立っている」と感じている生徒の割合（高校）　75％（2024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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新津工業高校ほか5校

交付金事業の概要

実験実習機器の整備に交付金を充当し、安定・継続した設備整備を行うことで、多様化する
産業社会のニーズ・情報化社会の実情に対応した人材育成と産業構造の実情に即した教育の
実施を図ります。
　　　全自動耐圧試験機　１台（上越総合技術高校内）
　　　トラクタ　１台（長岡農業高校内）
　　　トータルステーション　２台（塩沢商工高校内）
　　　旋盤　１台（塩沢商工高校内）
　　　帯鋸盤　１台（新潟県央工業高校内）
　　　CAD/CAMシステム　１台（新津工業高校内）
　　　真空包装機　１台（新発田農業高校内）
　　　小型トラクタ　１台（新発田農業高校内）
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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６年度

「進路実現に
学校は役に
立っている」
と感じている
生徒の割合
（高校）
75％

評価年度の設定理由

新潟県総合計画の評価年度と同一時期に評価を実施。

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
無

「進路実現に
学校は役に

立っている」
と感じている
生徒の割合
（高校）

成果実績 ％

目標値 ％ 75

達成度 ％ 0.0%

令和２年度

産業教育設備整備数
活動実績 品目 9 7 8
活動見込 品目 9

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

8
達成度 ％ 100.0% 87.5% 100.0%

交付金事業の活動指標及
び活動実績

交付金充当額 63,665,000 63,665,000 53,665,000

8

令和２年度 備　考

総事業費 75,718,087 76,451,772 63,968,300

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度

うち経済産業省分 63,665,000 63,665,000 53,665,000

平成28～令和2年度
総事業費

310,727,799うち文部科学省分
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全自動耐圧試験機 一般競争入札 金井度量衡(株) 10,450,000
トラクタ 一般競争入札 日本ニューホランド(株)新潟営業所 7,425,000

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

帯鋸盤 一般競争入札 昭栄産業(株) 4,983,000
CAD/CAMシステム 一般競争入札 (株)NTT東日本-関信越　新潟支店 28,050,000

トータルステーション 一般競争入札 金井度量衡(株) 2,640,000
旋盤 一般競争入札 昭栄産業(株) 5,988,400

交付金事業の担当課室 教育庁　財務課

交付金事業の評価課室 教育庁　財務課

真空包装機 一般競争入札 ホシザキ北信越(株)新潟営業所 2,530,000
小型トラクタ 一般競争入札 (株)新潟クボタ 1,901,900
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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

11
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

交通安全施設維持管理費

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

【主要政策・施策】
交通安全施設の維持管理を適切に行うことで、県民の安全な生活を確保します。

【目標】
令和２年度において、県内に5,073基（令和２年４月１日現在）設置されている信号機等の
正常な稼働

事業開始年度 令和２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 新潟県
交付金事業実施場所 新潟県内一円

交付金事業の概要

交通安全施設の維持管理を行い、県内の交通安全を確保します。
　交通管制センター回線使用料（ＩＴＶ用回線８か月分・電話回線８か月分）、
　交通信号機保守業務委託、交通管制センター設備保守業務委託及び中央線変移
　システム等保守業務委託（９か月分）

事業期間の設定理由 －
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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

5,073基の信
号機等の正
常な稼働

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

電源立地周辺地域に設置してある5,055基（令和3年3月31日現在）の交通信号機等の交通安
全施設の維持管理に交付金を充当することにより、その機能が十分に発揮され、住民の福
祉向上に寄与しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

県内に設置
されている
信号機等の
数

成果実績 基 5,055

目標値 基 5,073

達成度 ％ 99.6%

令和２年度

県内の信号機数
活動実績 基 5,050 5,073 5,055
活動見込 基 5,052

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

5,050 5,073
達成度 ％ 100.0% 100.5% 99.6%

交付金事業の活動指標及
び活動実績

交付金充当額 205,000,000 205,000,000 196,185,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 213,121,393 206,282,452 213,541,895
平成30～令和2年度

総事業費
632,945,740うち文部科学省分

うち経済産業省分 205,000,000 205,000,000 196,185,000
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契約金額

交通信号機保守業務委託(長岡地区) 一般競争入札(不調随契) (株)テクニカル通信 11,962,499

交通信号機保守業務委託(新発田地区) 一般競争入札 交信電気(株) 11,962,499
交通信号機保守業務委託(新潟西地区) 一般競争入札(不調随契) 日本リーテック(株)新潟営業所 10,766,250

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

中央線変移システム等保守業務委託 一般競争入札 星野電気(株) 3,588,750
交通管制センター回線使用料(ITV用回線) 一般競争入札 東北インテリジェント通信(株) 6,090,700

交通信号機保守業務委託(上越地区) 一般競争入札(不調随契) (株)京三製作所新潟出張所 12,622,500
交通管制センター設備保守業務委託 一般競争入札 パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)首都圏部門 39,050,000

交通信号機保守業務委託(三条地区) 一般競争入札 ミナモト通信(株)新潟営業所 11,137,500

交付金事業の担当課室 警察本部　警務部会計課

交付金事業の評価課室 警察本部　警務部会計課

交通管制センター回線使用料(ITV用回線) 一般競争入札 東北インテリジェント通信(株) 811,800
交通管制センター回線使用料(電話回線) 随意契約 東日本電信電話(株) 105,549,397
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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

1

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

黒部柏崎線（基金造成）  新潟県 70,521,000

2 企業導入・産業活性
化措置

工業技術総合研究所等職員給与費  新潟県 71,047,556

3 農業総合研究所作物研究センター職員給与費  新潟県 48,531,330 42,151,000

61,057,000

70,521,000
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Ⅱ．事業評価個表（令和２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・施策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
  新潟県総合計画「住んでよし、訪れてよしの新潟県」（平成30年度～令和６年度）
    Ⅰ安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟
　　　１安全に安心して暮らせる新潟
       （２）安全・安心な地域を支える基盤づくり
　　　　　②安全で快適な日常生活を実現する社会基盤の整備
　　　　　・県民のニーズを踏まえ、緊急性や重要性などの優先度を考慮し、
　　　　　　課題の早期改善に取り組むことで、より快適で安全・安心な暮らし
　　　　　　の確保を実現します。
目標：
安心で快適にすれ違える道路の割合　現状　　　　68.0％（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中間目標　　68.2％（令和２年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　最終目標値　68.8％（令和６年度）
※安心で快適にすれ違える道路の割合：道路改良により、道路幅員が拡幅された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実延長と全道路実延長の割合

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 柏崎市土合～山本地内

交付金事業の概要

本路線は、柏崎市西山町から刈羽村を経由し、柏崎市街地を南北に結ぶ重要な路線です。
国道８号の代替路線として交通量が多いものの、幅員狭小であり自動車の円滑な通行が確
保されておらず、また、歩道未整備により歩行者が危険にさらされていることから、道路
拡幅及び歩道整備を実施するものです。

　事業期間：平成22年度～令和５年度
　全体計画：L=560m、W=6.0（11.0）m
　本年度　：基金造成

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

黒部柏崎線（基金造成）

番号 措置名 交付金事業の名称
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交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成24年度 平成25年度

57,115,562

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

70,521,000
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

基金造成額
活動実績 円 22,600,000 57,115,562 70,521,000
活動見込 円 22,600,000

事業期間の設定理由 令和５年度の完成を予定しているため。

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６年度

安心で快適
にすれ違え
る道路の割
合
68.8%

道路改良に
より、道路
幅員が拡幅
された実延
長と全道路
実延長の割
合

成果実績 ％

目標値 ％ 68.8

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由

事業期間の終期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
事業全体延長L=620mに対する道路改築は着工していませんが、本交付金の活用により西岩
野遺跡発掘調査を実施し、全体事業費に対する進捗率は71.2％となりました。次年度は引
き続き西岩野遺跡発掘調査を継続することに加え、遺跡を遺すために必要な法面工と支障
物件移設補償を行う予定です。幅員狭小・歩道未整備が解消され、道路利用者の安全・安
心が向上されるよう、計画的な事業執行に努めます。

事業開始年度 平成22年度 事業終了（予定）年度 令和５年度
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交付金事業の担当課室 土木部　道路建設課

交付金事業の評価課室 土木部　道路建設課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
基金造成 積立 - 70,521,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 22,600,000 57,115,562 70,521,000 平成22～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 0 0 365,458,674

総事業費 22,600,000 57,115,562 70,521,000

うち経済産業省分 22,600,000 57,115,562 70,521,000

交付金事業の総事業費等 平成24年度 平成25年度 令和２年度 備　考
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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

2 企業導入・産業活性化措置 工業技術総合研究所等職員給与費

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

「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～（2018年度から2024年度）」
　第4章 Ⅱ地域経済が元気で活力のある新潟
　2-(1)挑戦する人や企業が生まれ、集まる環境の整備　④成長産業の創出・育成

　航空機や次世代自動車などの将来性が見込まれる産業分野及び新たな成長分野への県内企
業の参入促進に努めるとともに、AIやIoT、ビッグデータなどの活用を促進することで生産
性の向上を図り、本県産業の付加価値の向上を実現する。

事業開始年度 令和2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 新潟県
交付金事業実施場所 工業技術総合研究所（新潟市中央区鐙西１丁目）

交付金事業の概要

　工業技術総合研究所は、工業技術の高度化や高付加価値型産業群の形成などのため、研究
開発事業をはじめ、関連事業の充実を図り、地域技術創出の中核機関として大学及び関係機
関と連携し、積極的な企業支援を行っており、新潟県の工業技術発展に寄与する重要な施設
です。よって、安定的に適切な運営を行うことが必要であるため、本交付金を職員給与費に
充当します。（27人×４ヵ月分）

事業期間の設定理由 －
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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

依頼試験数
3,211件

依頼試験数

成果実績 件 3,477

目標値 件 3,211

達成度 ％ 108.3%

評価年度の設定理由

事業終了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

　職員給与費に交付金を充当することにより、安定した事業運営を行い、丁寧な業務遂行や
内容の高度化、導入設備の利用によるサービス向上を図り、県内企業が直面する技術課題の
解決を支援し、ものづくりの基盤技術や先進的な産業技術に関する研究開発を通じて、新潟
県産業の発展と成長に貢献することができました。
　指標とする依頼試験件数も前年度より増加しており、工業技術総合研究所全体の利用状況
は堅調に推移しております。今後も企業ニーズを的確に把握し支援を行います。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

108
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

研究職職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 156 152 108
活動見込 人月 156

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

152
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交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 103,780,581 101,124,370 71,047,556

うち経済産業省分 40,707,000 51,783,000 61,057,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 40,707,000 51,783,000 61,057,000 平成28～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 558,807,286

交付金事業の担当課室 産業労働部　創業・イノベーション推進課

交付金事業の評価課室 産業労働部　創業・イノベーション推進課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
人件費 雇用 県職員27名 71,047,556
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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

3 企業導入・産業活性化措置 農業総合研究所作物研究センター職員給与費

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
　新潟県総合計画（2018年度～2024年度）
　　２　活力のある新潟
　　　(3) 付加価値の高い持続可能な農林水産業の実現
　　　　①　担い手が将来展望を持って経営できる農業の展開
　　　　　・水田フル活用による所得の確保を図るため、業務用米や加工用
　　　　　　米等については、多様化するニーズへの対応に向け、品種育成
　　　　　　等の研究開発や、多収穫生産、コスト低減などを通じて生産の
　　　　　　拡大を進めるとともに、外食・食品関連産業等とのマッチング
　　　　　　を進める。また、米粉の需要拡大を図る。
目標：農業産出額　現状　　　2,572億円（2017年度）
　　　　　　　　　中間目標　2,650億円（2020年度）
　　　　　　　　　最終目標　2,770億円（2024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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県
交付金事業実施場所 新潟県長岡市長倉町

交付金事業の概要

農業総合研究所作物研究センターの研究職職員人件費（研究職職員24名）３か月分。
農業総合研究所作物研究センターは、新潟県総合計画に基づき、県内農業の振興に寄与する
重要な施設であり、安定的に適切な運営を行うことが必要であることから、電源立地地域対
策交付金を活用し、新潟米の体質強化に向けた技術開発や競争力のあるオリジナルブランド
園芸品種の育成、環境保全型農業技術の開発に努めています。

事業期間の設定理由 －
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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

休所日数を
０とする。

開所予定日
数－開所実
績日数

成果実績 日 0

目標値 日 0

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由

事業終了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

当該研究所の研究に必要な24人の人件費３か月分に交付金を充当し、研究体制を維持するこ
とができました。
安定的に研究を実施することができ、事業目標を達成できたと評価します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
－

72
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

研究職職員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期
間(月)）

活動実績 人月 72 69 72
活動見込 人月 72

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

69

総事業費 53,860,514 49,737,282 48,531,330

うち経済産業省分 45,000,000 39,000,000 42,151,000

交付金充当額 45,000,000 39,000,000 42,151,000 平成29～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 206,619,975
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交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 農林水産部　農業総務課

交付金事業の評価課室 農林水産部　農業総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
人件費 雇用 県職員24名 48,531,330



  別紙６

別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

1 給付金交付助成措置 原子力立地給付金交付事業  新潟県 5,699,612,869 5,699,612,869

（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
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Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

【柏崎市】
　柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　　第5章　魅力・文化～『柏崎らしさ』をつなぐまちをめざして～
　　　第1節　『柏崎らしい』個性をはぐくむ
　　　　1　柏崎の魅力を高め、良さを伝える
【目標】
　若者の定住率　63.0％（令和3年度）

　本市の魅力のひとつとして暮らしやすさや働きやすさにつながる給付金交付事業の理解度
を向上させることで若者の定住率の向上に寄与します。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新潟県

交付金事業実施場所
柏崎市、刈羽村、長岡市（旧長岡市、旧越路町、旧小国町）、上越市（旧大島村、旧吉川
町、旧柿崎町）、出雲崎町

交付金事業の概要
原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に係る地域の理解を促進するため、小売電気事業
者等から電気の供給を受けている一般家庭、工場等に対して給付金を交付。

1 給付金交付助成措置 原子力立地給付金交付事業

番号 措置名 交付金事業の名称



別紙６

【上越市】
　原子力発電施設周辺地域の定住及び産業の安定化を図るため、給付金(全額)事業を選択し
ています。
　また、電源立地地域対策交付金制度の理解促進に向けて、給付金が交付される世帯に対
し、当該制度の周知を図ります。

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

【刈羽村】
　刈羽村総合計画後期基本計画（平成28年度～令和2年度）
　　基本目標2　地域価値で豊かさの笑顔
　　(5)エネルギーの村としての環境にやさしいまちづくり
　　　251　原子力発電所と共に歩む地域づくり
　　　　○原子力発電所を活かした地域活性化
　　　　○原子力発電の技術・役割についての普及・啓発
　
　目標：原子力立地給付金が電源立地地域対策交付金制度に基づき交付される
　　　　ことを住民が理解する。
　　　　・電源関係交付金の効率的・効果的な財源活用による地域振興を継続
　　　　　的に進める一方で、原子力発電所に頼らない新たな産業育成も図り
　　　　　ます。
　　　　・原子力発電所立地の本村においては、国、県、柏崎市及び東京電力
　　　　　などとの連携により、教育・学習、講習会、イベントなどを通じて、
　　　　　原子力発電に関する科学技術の普及・啓発や社会に果たす役割、安
　　　　　全対策への理解を進めます。

【長岡市】
　目標：原子力発電施設周辺の地域住民に原子力発電に対する理解の促進を図ります。
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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

【柏崎市】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3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

【出雲崎町】
　第2期　出雲崎町まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和2～6年度）
　　基本目標1　若い世代の希望をかなえる町づくり
　　　　若者の定着、Ｕ・Ｉターンを促進するため、保育料の無償化や18歳までの医療
　　　費無償化、ふるさと就職支援事業、住まい取得事業等の実施により子育て・仕事
　　　・住宅等の支援を進め、若い世代の希望をかなえられる町づくりを進めます。
　　目標：若者転入者数　66人（令和2年から6年の5年間平均）
　　　　本給付金事業は、町内全域において小売電気事業者から電気の供給を受けて
        いる一般家庭、事業所等に対して実施されている電源立地地域の特色ある魅
        力のひとつとなっています。本事業の認知度の向上に努めるとともに若者世
        帯の定住を目指します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

評価年度の設定理由
柏崎市第五次総合計画の評価年度と同一時期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

若者の定住
率63.0％

25～34歳の
定住人÷25
～34歳の定
住人口（20
年前の5～14
歳人口を除
した値）

成果実績

目標値 ％ 63.0

達成度 ％ 0.0%
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成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

【刈羽村】

原子力立地
給付金の交
付に関する
記事を掲載
した広報誌
の配布世帯
数
1,400世帯

原子力立地
給付金の交
付に関する
記事を掲載
した広報誌
の配布世帯
数

成果実績 世帯 1,416

目標値 世帯 1,400

達成度 ％ 101.1%

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しま
す。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

原子力立地給付金の交付に関する記事を掲載した広報誌を村内1,416世帯に配布し、加えて広
報紙をホームページにも掲載したことにより、原子力立地給付金が電源立地地域対策交付金
制度に基づき交付されることを村民が理解できたものと評価します。次年度も同様の方法に
より広報を実施します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

【長岡市】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度
成果実績 件
目標値 件
達成度 ％

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しま
す。

地域住民の理解を促進す
る。



別紙６
【長岡市】

交付金事業の定性的な成果及び評価等

長年継続している事業であることから、原子力発電施設周辺の地域住民に対し、原子力立地
給付金が電源立地地域対策交付金制度に基づき交付されていることについて周知が図られ、
原子力発電に対する理解が深まったものと評価します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

【上越市】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度
給付金の交
付に関する
記事を掲載
した広報紙
を、上越市
大島区、柿
崎区、吉川
区の世帯に
配布するこ
とで、当該
制度の周知
を図りま
す。

－

成果実績

目標値

達成度

評価年度の設定理由
ＰＣＤＡサイクルを効率的に回すため、事業実施翌年度の早い段階に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

給付金の交付に関する記事を掲載した広報紙を上越市大島区、柿崎区、吉川区の世帯に配布
したことで、当該制度の周知と理解の促進が図られたものと評価します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



別紙６

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

1,966,889

電力需要家の交付数

活動実績
契約
kW

7,280,354 7,237,977 7,241,539

活動見込
契約
kW

7,387,405 7,448,199 7,567,546

達成度

令和2年度

電灯需要家の交付数

活動実績
契約
口数

1,922,604 1,929,024 1,934,592

活動見込
契約
口数

1,953,994

％ 98.6% 97.2% 95.7%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

1,964,125

達成度 ％ 98.4% 98.1% 98.5%

【出雲崎町】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和6年度

若者
転入者数

66人

町内への若
者転入者数
（5年平均）

成果実績 人
目標値 人 66

達成度 ％

評価年度の設定理由
出雲崎まち・ひと・しごと総合戦略と同一時期に評価を実施。

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
無



別紙６

交付金事業の担当課室 産業労働部 産業立地課

交付金事業の評価課室

産業労働部 産業立地課
　柏崎市：総合企画部電源エネルギー戦略室
　刈羽村：産業政策課
　長岡市：総務部庶務課
　上越市：都市整備部河川海岸砂防課
　出雲崎町：総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
原子力立地給付金の交付業務 補助 (一財)電源地域振興センター 5,699,612,869

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 5,706,925,799 5,677,580,860 5,699,612,869 平成28～令和2年度総事業費

うち文部科学省分 28,375,829,528

総事業費 5,706,925,799 5,677,580,860 5,699,612,869

うち経済産業省分 5,706,925,799 5,677,580,860 5,699,612,869

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）
（単位：円）

5 福祉対策措置 博物館運営事業 柏崎市 10,000,000 10,000,000 24,146,731

交付金事業に要し
た経費

交付金充当額 備　考

54,548,000 54,548,000 70,442,463

2 福祉対策措置

3 福祉対策措置

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

柏崎市

柏崎市

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

小中学校の維持運営事業 長岡市

図書館管理運営事業

消防署運営事業

50,000,000 50,000,000

小国診療所維持運営事業

小学校通学バス運行事業8 福祉対策措置

26,000,000 26,000,000

柏崎市

刈羽村

長岡市

出雲崎町 9,600,000 9,600,000

体育施設管理運営事業

健康福祉運営事業

59,509,599

335,285,000 335,285,000 562,533,609

83,000,000 83,000,000 175,523,513

29,422,470

50,000,000 50,000,000 105,889,026

4 福祉対策措置

6 福祉対策措置

7 福祉対策措置

22,862,054



　（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。

11 地域活性化措置

ケーブルテレビ運営事業

10 地域活性化措置

栃尾地域スクールバス運行事業

9 地域活性化措置 12,500,000 12,500,000刈羽村

刈羽村国際教育推進事業

12 地域活性化措置 地域コミュニティ活動推進事業

4,400,000 4,400,000 5,984,990

57,000,000 57,000,000 121,043,700

長岡市

柏崎市

15,768,613

3,500,000 3,500,000 3,960,000

13 地域活性化措置 資源ごみ・一般ごみ収集運搬事業 出雲崎町 14,700,000 14,700,000 31,526,004

14 地域活性化措置 可燃・不燃ごみ収集事業 湯沢町 30,000,000 30,000,000 63,170,800

15 地域活性化措置 町立こども園維持運営事業 聖籠町 30,000,000 30,000,000 104,109,787

16 地域活性化措置 生ごみリサイクル処理事業 上越市 30,000,000 30,000,000 210,406,773



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由

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

小中学校の維持運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

長岡市総合計画
施策の柱2－3　質の高い教育の推進
　長岡市は、子どものやる気をかきたて、自分の良さや可能性に気づくきっかけとなる熱中・感動体験
の充実に取り組むとともに、一人ひとりの個性・特性を大切にし、可能性を引き出し伸ばす教育を進め
ます。

【目標】
・行き届いた教育と子どもたちがゆとりを感じる学校づくりを進めます。
・次代を担う健全な児童・生徒を育成する環境づくりを進めます。

事業開始年度 令和2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 長岡市
交付金事業実施場所 長岡市大島新町地内ほか

交付金事業の概要

　事業実施の小学校11校及び中学校3校は、長岡市において南西部に位置し、柏崎刈羽原子力発電所に
近い区域にあります。
　次代を担う子どもたちの個性を伸ばすために義務教育が果たす役割は極めて重要であるため、令和2
年度小・中学校14校の管理員10名、調理職員12名の人件費（給料）11か月分に交付金を充当し、学校教
育の充実に寄与するよう努めます。



交付金事業の担当課室 長岡市教育部教育総務課、越路支所地域振興課、小国支所地域振興課
交付金事業の評価課室 長岡市教育部教育総務課、越路支所地域振興課、小国支所地域振興課

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
人件費 雇用 管理員10名、調理職員12名 70,442,463

うち文部科学省分 273,324,000
うち経済産業省分 54,688,000 54,759,000 54,548,000

総事業費 54,688,000 54,759,000 54,548,000 平成28年度～令和２年度
交付金充当額 54,688,000 54,759,000 54,548,000 総事業費

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 人月 242276216
職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 234276216

達成度 % 96.7%100.0%

評価に係る第三者機関等の活用の有無
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年度令和元年度平成30年度

100.0%

目標値

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

行き届いた教育と子どもたちがゆと
りを感じる学校づくりを進めます。
次代を担う健全な児童・生徒を育成
する環境づくりを進めます。

達成度

評価年度の設定理由
事業終了が2月末の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

成果実績

　学校給食について、当該小・中学校では正規の調理員12名を配置し、自校方式による完全給食を実施
することで、児童生徒、保護者から好評を得ています。
　また、当該小・中学校では正規の学校管理員10名を配置し、適切な管理業務が行われました。
　以上のことから、行き届いた教育、子どもたちがゆとりを感じる学校づくり及び次代を担う健全な児
童・生徒を育成する環境づくりを進めることに寄与しました。



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由 柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画の終期まで

番号 措置名 交付金事業の名称

2 福祉対策措置 図書館管理運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

交付金事業に関する主要政策・施策
柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　第4章　教育・スポーツ～『たくましさ』をつなぐまちをめざして～
　　第2節　学びを通じて地域の『たくましさ』をはぐくむ
　　　1　学びの機会を充実させる

目標値：入館者数　375,000人
　　　　図書貸出者数（児童）　20,000人
　　　　図書貸出者数（一般）　96,000人

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 柏崎市
交付金事業実施場所 柏崎市学校町

交付金事業の概要

市立図書館の職員人件費（9名分）11ヶ月分、光熱水費及び下水道使用料9ヶ月分。
市立図書館は、本市における生涯学習の拠点として広く市民に親しまれ、市民の教育及び文化の発展に
果たす役割は大きく、累計入館者数は1,000万人を超える施設となっています。
本交付金事業では、図書館職員（9名）、施設の光熱水費等の運営経費を確保し、安定的な施設運営を
継続的に行うことで、市民一人ひとりが生涯にわたり主体的に学習活動に取り組める環境を整備し、利
用者へのサービス充実及び施設の利用促進を図ります。



達成度 ％ 80.3%

93.1%

本交付金の活用により、安定した施設運営を行う事ができました。令和2年度は、感染症対策のための
臨時休館（23日間）や、イベント・講座等の中止などもあり、入館者数が223,655人、図書貸出者数が
児童15,262人、一般77,122人と、入館者は目標の約60％に留まりましたが、図書貸出者は目標の約80％
を達成しており、制約がある中での開館にも拘わらず多くの市民から図書館を利用していただいたこと
から、市民の生涯学習の拠点施設として、市民の教育及び文化の発展に寄与することができたと評価し
ます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

％ 20,000

達成度 ％ 76.3%

目標値 ％ 96,000

入館者数
375,000人

入館者数

図書貸出者数
（一般）
96,000人

図書貸出者数
（一般）

成果実績 ％ 77,122

図書貸出者数
（児童）
20,000人

図書貸出者数
（児童）

うち文部科学省分
うち経済産業省分 50,000,000 50,000,000 50,000,000

総事業費 50,000,000 50,000,000 50,000,000
交付金充当額 50,000,000 50,000,000 50,000,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 日 335 335 335
平常に運営できた日
（開館日数）

活動実績 日 335 335 312

達成度 % 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

目標値 ％ 375,000

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

達成度 ％ 59.6%

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

成果実績 ％ 15,262

目標値

平成28年度～令和２年度
総事業費

250,000,000

成果実績 ％ 223,655



ガス使用料 随意契約 北陸ガス（株） 2,450,807
水道・下水道使用料 随意契約 柏崎市上下水道局 574,830

雇用 職員9名 51,355,710
電気使用料 一般競争入札 東北電力（株） 5,128,252

交付金事業の担当課室 教育委員会図書館
交付金事業の評価課室 教育委員会図書館

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

人件費



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

3 福祉対策措置 消防署運営事業

交付金事業に関係する市
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
柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　第1章　防災・生活・環境～『頼もしさ』をつなぐまちをめざして～
　　第1節　市民の生活を守る『頼もしさ』をつくる
　　　3　防災や危機管理機能を高める
目標：
消防職員128名分の人件費に交付金を充当し、柏崎市消防本部・消防署・西分署・3分遣所を運営し、1
市1町1村（柏崎市、出雲崎町、刈羽村）の延べ512.68K㎡、38,085世帯・91,082人（R2.3.31現在）の住
民への消防業務を行います。適切な人員配置により消防業務の安定した滞ることのない管理運営を行
い、地域住民の安全と安心を確保することにより福祉の充実に努めます。

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 柏崎市
交付金事業実施場所 柏崎市三和町ほか4件

交付金事業の概要

消防本部・消防署、西分署及び3分遣所の消防職員人件費（128名）11か月分。
中越沖地震や東日本大震災などの教訓を踏まえ、これまで以上に市民の安全・安心な生活環境の実現が
求められており、消防行政が担う役割は非常に大きくなっています。
本交付金事業では、消防本部・消防署、西分署及び3分遣所の消防職員（128名）を確保し、安定的な消
防署運営を継続的に行うことで、市民の生命・身体・財産の保護し、安心して暮らせる災害に強いまち
づくりに努めることで、市民生活の安定を図ります。

事業期間の設定理由 柏崎市第五次総合計画　基本構想・前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

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

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

消防職員128名を確保することで安定した消防署の管理運営を行うことができました。令和元年に比べ
火災件数及び救助件数、救急件数ともに大幅に減少しました。各種災害や救急事案に対し、迅速かつ的
確な消防・救急活動を実施することで、住民の生命・身体・財産の保護と安心して暮らせる災害に強い
まちづくりに寄与し、かつ、市民生活の安定を図ることができたと評価します。また、新型コロナ感染
症患者への対応においても、救急隊が感染することなく、的確な任務の遂行ができました。今後も一層
の消防力の充実、救急業務の高度化を図るため、人材の育成、救急救命士の配置に努め、災害に強い安
全安心なまちづくりを目指します。
【令和2年:各種訓練回数　2,462回】（令和元年:各種訓練回数　3,188回】
【令和2年:管内出動件数　火災14件、救急3,564件、救助50件】（令和元年:火災23件、救急4,212件、
救助56件）

-

成果実績 - -

目標値 - -

達成度 ％

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

消防本部・署、分署、3分
遣所の運営　5署（所）×
運営日数

活動実績 署日 1,825 1,830 1,825
活動見込 署日 1,825 1,830

備　考

総事業費 336,280,000 336,778,000 335,285,000

1,825
達成度 % 100.0% 100.0% 100.0%

交付金充当額 336,280,000 336,778,000 335,285,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度

人件費 雇用 職員128名 562,533,609

うち経済産業省分 336,280,000 336,778,000 335,285,000
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

交付金事業の担当課室 消防本部消防総務課
交付金事業の評価課室 消防本部消防総務課

地域住民の安全と安心を確保
することにより福祉の充実に
努めます。

平成28年度～令和２年度
総事業費

1,680,571,000



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

4 福祉対策措置 体育施設管理運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

補助金事業に関する主要政策・施策
柏崎市第五次総合計画・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　第4章　教育・スポーツ分野施策『たくましさ』をつなぐまちをめざして
　　第3節　スポーツを通じた『たくましさ』をはぐくむ
　　　1　スポーツによる地域づくりや生きがいづくりを進める

施策の目標指標：市内体育施設利用者数　900,000人（令和3年度）
目標値：市内体育施設のうち本補助金事業対象事業の施設利用者数　670,000人

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 柏崎市
交付金事業実施場所 柏崎市学校町（柏崎市陸上競技場）ほか14件

交付金事業の概要
市内15体育施設の指定管理料11ケ月分。
安定的な財源を確保し、指定管理者による本市の15体育施設の効率的かつ効果的な管理運営を実現する
ことにより、「市民の健康の維持・増進」と「競技スポーツの発展」を推進します。

事業期間の設定理由 柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画の終期まで



目標値 人 670,000

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

達成度 ％ 51.1%

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、事業実施翌年度早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 人 342,603

令和2年度の施設利用者数は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から施設を閉鎖したことや自
粛ムードの高まりにより、大幅に減少し、年間で342,603人、前年度比57.3％となりました。利用者の
減少に伴い、受託者の収入も大幅に減少したため、指定管理料の増額も実施したところです。感染症の
収束は、未だ見通しが立たない状況ではありますが、市民の健康の維持・増進にはスポーツ施設を安定
的に運営することが不可欠ですので、感染予防に細心の注意を払いながら利用促進を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

83.0%

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 日 4,500 4,500 4,500

平常運営できた日(開館日）の延
べ日数
※かしわざきのスポーツ掲載の施
設利用状況区分に基づく（日）

活動実績 日 4,620 4,352 3,735

達成度 ％ 102.7% 96.7%

総事業費 90,000,000 85,000,000 83,000,000 平成28年度～令和２年度
交付金充当額 90,000,000 85,000,000 83,000,000 総事業費
うち文部科学省分 443,000,000
うち経済産業省分 90,000,000 85,000,000 83,000,000

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

体育施設管理代行業務 随意契約 （公財）かしわざき振興財団 175,523,513

交付金事業の担当課室 教育委員会スポーツ振興課

交付金事業の評価課室 教育委員会スポーツ振興課

体育施設管理
運営事業対象
施設の利用者
数670,000人

体育施設管理
運営事業対象
施設の利用者

数



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由 柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画の終期まで

番号 措置名 交付金事業の名称

5 福祉対策措置 博物館運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

補助金事業に関係する主要政策・施策
柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　第4章　教育・スポーツ～『たくましさ』をつなぐまちをめざして～
　　第2節　学びを通じて地域の『たくましさ』をはぐくむ
　　　1　学びの機会を充実させる

目標値：博物館入館者数　35,000人

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 柏崎市
交付金事業実施場所 柏崎市緑町

交付金事業の概要

博物館の文化学芸に関する業務等に直接従事する学芸員人件費（5名）11ヵ月分。
博物館は、昭和61年7月に開館して以来、学校教育をはじめ、市民の生涯学習や市の学術、文化の発展
に寄与する教育機関として注目を集め、市内外から多くの利用者が訪れています。
本交付金事業では、当館に勤務する学芸員（正規職員4名・再任用職員1名）を確保し、企画展の開催や
調査研究や資料の収集・保存整理等を継続的に行うことで、市民の多様な要望に応えるなど、入館者の
利用促進と社会教育環境の充実を図ります。



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

人件費 雇用 学芸員5名 24,146,731

うち経済産業省分 8,000,000 10,000,000

交付金事業の担当課室 教育委員会博物館

交付金事業の評価課室 教育委員会博物館

交付金充当額 8,000,000 10,000,000 総事業費
うち文部科学省分 18,000,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 8,000,000 10,000,000 令和元年度～令和２年度

活動見込 日 309 307
達成度 ％ 100.0% 94.5%

人 30,759

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 令和元年度 令和2年度

平常に運営できた日
（開館日数）

活動実績 日 309 290

目標値 人 35,000

達成度 ％

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

博物館入館者
数
35,000人

87.9%

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

本交付金の活用により、博物館に勤務する学芸員（正規職員4名・再任用職員1名）を確保し、安定した
施設運営を行うことができました。令和2年度の入館者数は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響
により、目標値に至りませんでしたが、感染症対策を徹底した上で、春・秋・冬それぞれに企画展を開
催しました。プラネタリウムでは、定期投影のほか特別投影の開催、さらにはＷＥＢミュージアムの充
実により、学習機会の創出や学習資源の共有化が図られ、市民の生涯学習や市の学術、文化の発展に寄
与することができたと評価しています。次年度も、市民の多様な要望に応えながら入館者の増加と社会
教育環境の充実を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

博物館入館者
数

成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

6 福祉対策措置 健康福祉運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

基本目標1　安全安心でやすらぎの笑顔
　(4)誰もが健康で安心して暮らせる環境の確保
　　142　予防を重視した村民の健康の維持・増進
　　　○健康長寿の推進
　　　○疾病予防の推進
・健康長寿の最大の阻害要因である生活習慣病を予防するため、医療機関や民間関係機関などとの連携
を含め、健康教室の開催、広報やケーブルテレビを通じた健康情報の提供などの健康づくり対策を推進
します。
・健康推進員を対象とした研修会を行い、育成を図るほか、食生活改善推進委員協議会との連携による
食育や地域でのふれあいも含めて、地域に密着した健康づくりを推進し、地域福祉の向上につなげま
す。
・特定健診及び各種がん検診、人間ドックなどの定期的な実施のほか、健診対象者の把握と普及・啓発
活動の推進による各種健診受診率の向上に努め、疾病の早期発見と早期治療を促します。
・生活習慣病をはじめ、こころの不調、認知症、介護などに関する総合的な健康相談体制の充実、健康
づくりプログラムの推進などにより、寝たきりや認知症を予防します。

目標：特定健診受診率 65％、健康づくりの推進に対する満足度 40％（いずれも令和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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村
交付金事業実施場所 刈羽村内一円

交付金事業の概要
　村民の健康を保持・増進するため、保健指導や栄養指導等の健康福祉事業に携わる保健師3名、管理
栄養士1名、介護福祉士1名及び社会福祉士1名を雇用し、職員人件費（基本給（5名×12か月分、介護福
祉士1名×11か月分）及び期末勤勉手当）に交付金を充当しました。



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

人件費 雇用
保健師3名・管理栄養士1名・介
護福祉士1名・社会福祉士1名

29,422,470

うち経済産業省分 28,000,000 28,500,000 26,000,000

交付金事業の担当課室 福祉保健課
交付金事業の評価課室 福祉保健課、産業政策課

交付金充当額 28,000,000 28,500,000 26,000,000 総事業費
うち文部科学省分 110,300,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 28,000,000 28,500,000 26,000,000 平成28年度～令和２年度

活動見込 人月 72 84 72

達成度 % 97.2% 83.3% 98.6%

％ 60.9

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

・保健師、管理栄養士、介護福
祉士及び社会福祉士の年間延べ
雇用月数

活動実績 人月 70 70 71

目標値 ％ 63.0

達成度 ％

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

　特定健診の
受診者数全体
に対する保健
指導の参加率
を63％以上と
します。 96.7%

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる業務改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施する。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　集落単位で健康相談会（保健指導）を実施することで、240人の参加が得られ、村民の健康意識の高
揚が図られました。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響から健康相談会参加を控えた村民も
多く、保健指導参加率が当初の目標の63％から下回る結果となりましたが、今後も保健指導や栄養指導
等を通じて村民一人ひとりが主体的に健康保持に努めることを促していきます。また、健診未受診者を
保健師が訪問し、健診受診勧奨及び健康状況の把握を行いました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

・保健指導参
加率
（参加者÷受
診者数全体）

成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

7 福祉対策措置 小国診療所維持運営事業

交付金事業に関係する市
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
長岡市小国診療所は地域住民が安心して医療を受けられるよう維持運営をします。
目標
地域住民（5,029名）が安心して生活できる医療環境を提供します。

事業開始年度 令和2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 長岡市
交付金事業実施場所 長岡市小国町楢沢地内

交付金事業の概要

　長岡市小国診療所は、内科・整形外科があり、診療所の所在する小国地域は、交通の不便な豪雪地帯
に位置し、地域住民の安心な生活に必要不可欠な機関となっています。この診療所維持運営のため、給
料・手当・共済費（医師１名、職員10名）、光熱水費、施設修繕費、消耗品、電信電話料、診療業務委
託料（医師1名、管理栄養士1名）、委託料（休日・夜間等の施設管理委託料他）、使用料及び賃借料
（患者送迎車賃借料他）１２か月分を補助金で充当します。



医師1名、職員10名

患者受診者数
前年比

１００％

今年度患者数
÷

前年度患者数

人件費 雇用 61,161,626
共済費 雇用 11,465,759

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

うち文部科学省分 243,122,397
うち経済産業省分 50,000,000 43,122,397 50,000,000

総事業費 50,000,000 43,122,397 50,000,000 平成28年度～令和２年度
交付金充当額 50,000,000 43,122,397 50,000,000 総事業費

活動見込 日 145 198 241診療日数
活動実績 日 143 149 241

達成度 % 98.6% 75.3%

平成30年度 令和元年度 令和2年度

100.0%

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

目標値 ％ 100

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

達成度 ％ 70.3%

評価年度の設定理由

毎年度長岡市小国診療所維持運営による事業改善を図るため、事業実施翌年早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 ％ 70.3

長岡市小国診療所の令和２年度科別患者数は、内科5,197名、整形外科267名、計5,464名で前年比
70.3％(内科・整形外科のみ、歯科休診のため含めず）となっています。（小国地域の住民5,029名）。
高齢化社会にあって、診療所が地域に果たす役割が重要となっており、地域医療の充実と施設の円滑な
運営に寄与しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

医師1名、職員10名

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位



清掃等業務委託 随意契約 公益社団法人　長岡シルバー人材センター 647,905

自家用電気工作物保安管理業務委託 随意契約 一般財団法人東北電気保安協会新潟事業本部 260,172

下水道使用料 長岡市水道局 89,298

ガソリン代 単価契約 株式会社　ジェイエイサービス柏崎・
株式会社イマイエネルギー 55,194

施設等の修繕料 随意契約
平野建設株式会社・早川電設株式会社・有限会社
オイルメンテナンス新潟・有限会社匠電社・株式

会社ジェイエイサービス柏崎
2,180,388

消耗品費

電気料 東北電力株式会社長岡営業所 2,014,204
消雪パイプ電気料 東北電力株式会社長岡営業所 208,502

中村新聞店・株式会社コメリ・株式会社コバック
ス・株式会社新潟県厚生事業協同公社・株式会社

ＢＳＮアイネット・株式会社ヘルシー開発
418,988

水道料

自動ドア設備保守点検業務委託（診療棟） 随意契約 新潟寺岡オート・ドア株式会社 132,000
自動ドア設備保守点検業務委託（旧入院棟） 随意契約 株式会社　新潟ナブコ長岡支店 79,200

消防設備点検業務委託 随意契約 株式会社　米峰 259,600
冷温水機冷暖房切替点検業務委託 随意契約 平野建設株式会社 242,000

清掃業務委託 指名競争入札 株式会社　渡辺ビルサービス 1,109,900
飲料水貯水槽清掃業務委託 随意契約 株式会社　渡辺ビルサービス 121,396

単価契約 小国ふじぶん 23,760

栄養食事指導業務委託 随意契約 管理栄養士 96,960
施設管理業務委託 随意契約 公益社団法人　長岡シルバー人材センター 952,046

電信電話料 東日本電信電話株式会社・
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 281,349

整形外科診療業務委託 随意契約 医師 2,496,000

医療機器修繕料 随意契約 株式会社広川製作所

長岡市水道局 206,419

297,000

医療材料費 単価契約

ジェイメディカル株式会社長岡営業所・株式会社
悠久堂医科器械店・カナイ医療器株式会社・橋本
医科器械株式会社・株式会社メディセオ長岡支

店・株式会社スズケン長岡支店・株式会社保健科
学新潟・株式会社バイタルネット長岡支店・株式
会社マルタケ長岡店・アルフレッサ株式会社長岡
支店・有限会社エム・ケイ・メディカル・株式会
社広川製作所・クロスウィルメディカル株式会社
長岡中之島営業所・東邦薬品株式会社長岡営業所

4,276,023

灯油代 単価契約 株式会社イマイエネルギー・浦田屋商店 1,712,238
ＬＰガス料金



合　計 105,889,026

心電図検査装置賃貸借 指名競争入札 株式会社日医リース 333,072
920,160歯科用レントゲン装置装置賃貸借 指名競争入札 ＮＴＴファイナンス株式会社新潟支店

全身用Ⅹ線ＣＴ診断装置・ＣＲシステム賃貸借 指名競争入札 キャノンメディカルファイナンス株式会社 4,635,792
デジタル画像読取装置賃貸借 指名競争入札 株式会社　悠久堂医科器械店 795,096

寝具類賃貸借 随意契約 株式会社新潟県厚生事業協同公社 220,825
自動体外式除細動器類賃貸借 指名競争入札 株式会社悠久堂医科器械店 37,584

観葉植物賃貸借 随意契約 株式会社　アール・ケー・イー 99,000
複写機賃貸借 随意契約 株式会社　コバックス 92,400

歯科医療事務システム機器賃貸借 随意契約 株式会社　ＢＳＮアイネット長岡支社 466,560
玄関マット賃貸借 随意契約 株式会社　サニクリーン甲信越長岡営業所 37,224

往診車賃貸借 指名競争入札 有限会社　山岸モータース 352,309
医療事務処理システム機器賃貸借 随意契約 株式会社　ＢＳＮアイネット長岡支社 997,920

乾式臨床化学分析装置保守業務委託 随意契約 アークレイインフィニティ株式会社 79,200
患者送迎車賃貸借 指名競争入札・随意契約 有限会社　山岸モータース 646,798

自動血球計数装置保守点検業務委託 随意契約 カナイ医療器株式会社 143,000
Ｘ線撮影室漏洩線量測定業務委託 随意契約 株式会社　トーク 198,000

デジタルＸ線ＴＶ装置保守業務委託 随意契約 キャノンメディカルシステムズ株式会社長岡サービスセンタ 501,600
放射線被ばく量検査測定業務委託 随意契約 長瀬ランダウア株式会社 40,920

医事システムソフトサービス業務委託 随意契約 株式会社　ＢＳＮアイネット長岡支社 252,780
血液検査等臨床検査業務委託 随意契約 株式会社保健科学新潟 2,531,173

運転及び施設管理業務委託 随意契約 公益社団法人　新潟県シルバー人材センター連合会 856,186
廃棄物収集運搬業務委託 指名競争入札 株式会社　丸共 284,900

地下タンク検査業務委託 随意契約 有限会社　オイルメンテナンス新潟 105,600
空調・給湯設備保守点検業務委託 随意契約 株式会社　柏崎設備工業 473,000

交付金事業の担当課室 長岡市小国診療所

交付金事業の評価課室 長岡市小国診療所



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

8 福祉対策措置 小学校通学バス運行事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
中山間地域の地形から集落が点在しており、小学校までの徒歩通学が困難な児童に対し、通学バスを運
行することで登下校の安全を確保する。
【目標】
通学バス3台運行、利用者　82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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町全域

交付金事業の概要

出雲崎町の小学校は１町１校で、中山間地域の地形から集落が点在しており、小学校までの通学が困難
な児童を多く抱えています。児童の地域的な格差是正を図り、教育の機会均等に資するため、小学校通
学バス運行事業（通学バスの運行業務2路線・町有バスの運転代行業務1路線、各12ヶ月分）の委託料に
補助金を充当します。１２月から３月までは中学生が登校時混乗することとなるが、その経費について
は、控除します。

事業期間の設定理由



目標値 人 82

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

達成度 ％ 106.1%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 人 87

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

93.7%

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 日 206 205通学バスの運行日数
活動実績 日 207 187

達成度 % 100.5% 91.2%
207
194

総事業費 9,600,000 9,700,000 9,600,000 平成28年度～令和２年度
交付金充当額 9,600,000 9,700,000 9,600,000 総事業費

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

出雲崎小学校通学バス運行業務委託 指名競争入札 越後交通㈱

うち文部科学省分 49,300,000
うち経済産業省分 9,600,000 9,700,000 9,600,000

交付金事業の担当課室 教育課

交付金事業の評価課室 教育課

1,470,403
21,391,651

バスの利用
者数 82人

バスの利用
者数

出雲崎小学校通学バス運転代行等業務委託 随意契約 ㈲出雲崎交通、㈱イドム



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

件 1,739

目標値 件 1,730

達成度 ％

事業期間の設定理由
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

加入件数1,730
件を維持しま
す。

100.5%

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる業務改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施する。

・ケーブルテ
レビ加入件数

成果実績

番号 措置名 交付金事業の名称

9 地域活性化措置 ケーブルテレビ運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

基本目標3　自律と絆で希望の笑顔
　(3)情報の公開や提供によるオープンな行政
　　331　情報公開・情報共有と双方向の情報提供
　　　○適切でわかりやすい情報公開の推進
・緊急通報も含めて、わかりやすくスムーズな情報受発信が確実に行えるよう、地域におけるきめ細か
な情報網の完備・一元化・明確化に向け、地域情報化施設の整備・維持運営を推進します。

目標：村ホームページへのアクセス数 350,000件（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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村
交付金事業実施場所 刈羽村内一円

交付金事業の概要

　ケーブルテレビを通じて村民に様々な情報を提供し、村民の生活利便性を向上させるため、ケーブル
テレビ事業を担当する職員2名を雇用するとともに自主放送番組の制作を一部委託し、職員人件費（基
本給（2名×12か月分）・期末勤勉手当）及び自主放送番組制作委託費11か月分に交付金を充当しまし
た。



人件費 雇用 職員2名 9,001,413

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、産業政策課

自主放送番組制作委託料 指名競争入札 ㈱プロメディア新潟 6,767,200

うち経済産業省分 18,000,000 18,000,000 12,500,000
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

交付金充当額 18,000,000 18,000,000 12,500,000 総事業費
うち文部科学省分 88,500,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 18,000,000 18,000,000 12,500,000 平成28年度～令和２年度

活動見込 本 73 64 80

達成度 % 111.0% 121.9% 106.3%

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

・自主放送番組制作本数

活動実績 本 81 78 85

交付金事業の成果目標及
び成果実績

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　刈羽村ケーブルテレビを継続して運営することにより、番組放送、文字放送、データ放送を通じて地
域の情報を村民に向けて迅速・正確に伝えることができ、村民の生活の利便性向上に繋がりました。
機関名：刈羽村ケーブルテレビ放送番組審議会
構成員：刈羽村商工会事務局長　他4名
評価内容：刈羽村は放送法に基づき放送番組の適正化を図るため、刈羽村ケーブルテレビ放送番組審議
会を設置しています。令和2年度の審議会では、新型コロナウイルス感染症予防対策による行事中止の
ため、当該年度に制作・放送できた番組数は減少し、その対応策として過去の番組を再放送したり、感
染症に関するお知らせ番組を放送する等の対応は良かったが、さらに多くの人から見てもらえるよう、
周知の仕方などについて工夫してほしいとの意見がありました。
　今後もアンケートや広報広聴推進員の意見等を参考にして改善していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無



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

10 地域活性化措置 国際教育推進事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

基本目標1　安全安心でやすらぎの笑顔
　(5)高齢者や障がい者の活躍・交流の場の創出、
　　子育て・教育環境の充実、多世代交流の促進
　　153　個性を伸ばす教育環境の整備
　　　○教育体制の充実
・国際化に対応し、海外姉妹都市との交流推進や、海外企業へのインターンシップにも対応できるグ
ローバルな人財育成を目指す教育環境の整備を進めます。

基本目標2　地域価値で豊かさの笑顔
　(4)地域資源を活用した個性豊かなまちづくり
　　241　地域資源の有効活用と交流促進
　　　○都市交流、国際交流の推進
・ハーフムーンベイ市との交流や、ＡＬＴの配置により、引き続き国際交流・人財育成の維持・推進
を図ります。

目標：学校教育の体制や環境の充実に対する満足度 55％（令和2年度）
　　　地域間交流・国際交流の推進に対する満足度 25％（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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村
交付金事業実施場所 刈羽村大字割町新田・刈羽地内

交付金事業の概要
  小・中学校及び保育園の児童・生徒・園児に語学力及び国際感覚を身につけさせるため、外国語指
導助手（ＡＬＴ）1名を雇用し、報酬12か月分に交付金を充当しました。

事業期間の設定理由



目標値 人 300

達成度 ％

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

　週1回及び学
校休暇期間中
の希望者向け
外国語活動で
延べ300人の参
加者を得ま
す。 67.0%

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる業務改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施する。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　小学校・中学校及び保育園での語学指導並びに週1回及び学校休暇中の希望者向け外国語活動を通じ
て、児童・生徒・園児の国際交流に対する積極的な態度が養われ、国際教育の充実が図られました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、臨時休校期間や春・夏季休業期間中の外
国語活動が実施できなかったことから、年間延べ参加人数は目標値の300人を達成することができませ
んでしたが、その対応策として活動ができなかった期間中は英語番組を13本制作し、ケーブルテレビ
で放送したり村のホームページに掲載するなど、英語学習の機会を提供しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

・外国語活動
年間延べ参加
人数

成果実績 人 201

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

・小学校、中学校、保育園での語
学指導実施日数

活動実績 日 169 157 166

活動見込 日 210 158 160

達成度 % 80.5% 99.4% 103.8%

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 3,900,000 3,900,000 3,500,000 平成28年度～令和２年度
交付金充当額 3,900,000 3,900,000 3,500,000 総事業費
うち文部科学省分 18,300,000
うち経済産業省分 3,900,000 3,900,000 3,500,000

交付金事業の評価課室 教育課、産業政策課
交付金事業の担当課室 教育課

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

人件費 雇用 外国語指導助手（ＡＬＴ）1名 3,960,000



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

11 地域活性化措置 栃尾地域スクールバス運行事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要政策・施策】
長岡市総合計画
施策の柱2－3　質の高い教育の推進
　子どもたちが健康で安全な学校生活を送れるよう、学校施設の計画的な改修や通学路の安全対策、食
物アレルギーへの対応などを推進するとともに、学校、家庭、地域、ＮＰＯ等が連携し、発達に応じた
切れ目のない支援を充実させ、市民総ぐるみで子どもを育てます。

【目標】
児童生徒が安心して生活できる環境づくりを目指します。

事業開始年度 令和2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 長岡市
交付金事業実施場所 長岡市栃尾地域

交付金事業の概要

栃尾地域は、山間集落を多く有する周囲を山々に囲まれた盆地であり、かつ特別豪雪地帯の指定を受け
ている地域です。
同地域には、急速に進む少子化に伴う小中学校の統合により遠距離通学を強いられる児童生徒がおり、
通学路においては、歩道の未整備、集落と集落の距離が長く家並みが途切れていること、冬期の降雪に
よる道路の狭隘化、熊の出没等の問題があることから、登下校時における児童生徒の安全確保のため、
長岡市所有又はリースのスクールバスの運行業務について運転員の派遣を受け実施する事業に交付金を
充当します。

事業期間の設定理由



目標値

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

児童生徒が安心して生活でき
る環境づくりを目指します。

達成度

評価年度の設定理由
事業終了が2月末の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

成果実績

　学校の統合により遠距離通学となっている小中学校７校、児童生徒１２５名の登下校時における安全
確保、通学時間の短縮及び疲労の緩和等が図られました。
　また、運行業務の委託により経費を削減することができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

100.0%

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 月 12 12 11スクールバス運行月
活動実績 月 12 12 11

達成度 % 100.0% 100.0%

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000 平成28年度～令和２年度
交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000 総事業費
うち文部科学省分 22,000,000
うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の担当課室 長岡市栃尾支所地域振興課

交付金事業の評価課室 長岡市栃尾支所地域振興課

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

業務委託 随意契約
公益社団法人

新潟県シルバー人材センター 5,984,990



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

施設
利用者数
410,000人

施設
利用者数

目標値 ％ 410,000

事業期間の設定理由 柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画の終期まで
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

達成度 ％ 50.3%
評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる業務改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施する。

成果実績 ％ 206,210

番号 措置名 交付金事業の名称

12 地域活性化措置 地域コミュニティ活動推進事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

補助金事業に関係する主要政策・施策
柏崎市第五次総合計画　基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　第6章　自治経営～多様な主体と共創し共有するまちをめざして～
　　第2節　持続可能な市民力と地域力をはぐくむ
       2　地域力が発揮できる環境を充実させる

施策の目標指標：施設利用者数　440,000人（令和3年度）
目標値：施設利用者数　410,000人（令和2年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 柏崎市
交付金事業実施場所 柏崎市加納地内ほか30件

交付金事業の概要

コミュニティセンター職員人件費（31地区　センター長31名、8ｈ主事33名、5ｈ主事24名）11か月
分。
地方分権、住民と行政の協働、住民参画という時代の潮流のもと、本市は住民主体の地域づくりを推
進し、その支援を行っています。行政とのパートナーシップの構築など新たなコミュニティ施策を展
開するため、地域づくりの拠点と位置付けている市内のコミュニティセンターの管理運営に要する職
員を確保し、地域づくりに係る事業の充実を図ります。



交付金事業の担当課室 市民生活部市民活動支援課
交付金事業の評価課室 市民生活部市民活動支援課

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

人件費 雇用
コミュニティセンター31か所の
職員（センター長31名、8ｈ主

事33名、5ｈ主事24名）
121,043,700

うち文部科学省分 284,000,000
うち経済産業省分 60,000,000 57,000,000 57,000,000

総事業費 60,000,000 57,000,000 57,000,000 平成28年度～令和２年度
交付金充当額 60,000,000 57,000,000 57,000,000 総事業費

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 人月 1,056 1,056 968
コミュニティセンター職員の雇用
量（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 1,053.75 1,056 968

達成度 % 99.8% 100.0%

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

100.0%

交付金事業の成果目標及
び成果実績

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本市のコミュニティ施策は、地域住民自ら地域課題解決に向けたコミュニティ計画を策定し、その実
践事業に取り組む地域づくりを推進しています。
本補助金を市内のコミュニティセンターの管理運営に要する人件費に充当することで、必要な人的体
制の確保、事業実施における地元負担の軽減及び地域づくりへ向けたコミュニティ活動事業の充実、
円滑化が図られました。
令和2年度は、コミセン活動における利用者の高齢化・活動休止など参加人数の減少要因に加え、新
型コロナウイルス感染対策の影響が非常に大きい要因となりました。また、1か所のコミュニティセ
ンターで太陽光発電設備設置工事を行ったこともあり、目標の年間施設利用者には至りませんでした
が、各コミュニティセンターでは、身近な学習活動や地域づくり活動が日々実践され、これらの活動
を通じて、子どもからお年寄りまでの幅広い世代が集い、誰もが参加し、交流できる活動拠点として
定着しているところであり、事業活動も着実に成果をあげ地域の活力増進に寄与していると評価しま
す。
今後も新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、各種事業の安定した運営、地域づくりに係る課
題の解決及び新たな取組を支援し、地域の絆を結ぶコミュニティの形成に寄与し、住民主体の地域づ
くりを推進していきます。
【年間施設利用者】 令和元年度：402,482人　令和2年度：206,210人

評価に係る第三者機関等の活用の有無



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

13 地域活性化措置 資源ごみ・一般ごみ収集運搬事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
　令和2年度出雲崎町一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集を行う。その際の回収・運搬業務を行
うものです。
【目標】
　燃やすごみ430ｔ、燃やさないごみ60ｔ、粗大ごみ9ｔ、生ごみ140ｔ、資源物（枯葉・草以外）230
ｔ、資源物（枯葉・草）120㎥

事業開始年度 令和2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 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町全域

交付金事業の概要
生活の多様化によるごみの増加に対応し、効率的な収集体制の整備を図るとともに、ごみの減量化、資
源化を更に進めるため、一般ごみ及び資源ごみの収集運搬業務（資源ごみ分別回収業務委託　12ケ月、
一般ごみ収集運搬業務委託　12ケ月）に補助金を充当して実施します。

事業期間の設定理由



目標値 ｔ 869

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

達成度 ％ 97.1%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 ｔ 844

交付金を充当することにより、財源が確保され安定的に収集活動を行うことができました。また、町民
のごみに関する意識が高まり、ごみの減量化につながり、当初の目標収集量を下回る実績となりまし
た。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

99.7%

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 日 294 294 294ごみの収集日数
活動実績 日 293 290 293

達成度 % 99.7% 98.6%

総事業費 14,900,000 14,600,000 14,700,000 平成28年度～令和２年度
交付金充当額 14,900,000 14,600,000 14,700,000 総事業費
うち文部科学省分 73,800,000
うち経済産業省分 14,900,000 14,600,000 14,700,000

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

14,520,000
一般ごみ収集運搬業務委託 随意契約 ㈲三京 17,006,004

交付金事業の担当課室 町民課

交付金事業の評価課室 町民課

ごみの収集
量 869ｔ

ごみの収集量（燃
やすごみ、燃やさ
ないごみ、粗大ご
み、生ごみ、資源
物（枯葉・草以

外））

資源ごみ分別回収業務委託 指名競争入札 ㈱丸共



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

14 地域活性化措置 可燃・不燃ごみ収集事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

湯沢町における、可燃・不燃ごみ収集事業は、湯沢町総合計画、また湯沢町一般廃棄物処理基本計画に
則り行われています。
湯沢町総合計画では、平成27年度におけるごみ排出量4,923ｔを指標とし、令和２年度におけるごみの
排出量を4,591ｔに減量することを目標としています。

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 湯沢町
交付金事業実施場所 湯沢町全域

交付金事業の概要
湯沢町では、町民に身近なサービスであるごみの収集、運搬事業を行うことにより、町民が安心して暮
らせる清潔な町づくりを図ります。この事業を継続的に実施するため、可燃ごみ収集業務委託、不燃ご
み収集業務委託（11か月分）に補助金を充当し、事業を行いました。

事業期間の設定理由 湯沢町総合計画（2011-2020）後期の終期まで



目標値 ｔ（トン） 4,591
達成度 ％

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

湯沢町ごみ排
出量の減少

121.6%
評価年度の設定理由

総合計画の終期に評価
交付金事業の定性的な成果及び評価等

　年間を通して、可燃・不燃ごみの収集体制を整備したことで、町民が安心して暮らせる清潔な町づく
りが図られました。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、観光客数が大幅に減少したことに
より、事業系ごみが大幅に減少し目標値を達成しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

湯沢町ごみ排
出量

成果実績 ｔ（トン） 3776.7

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

ごみの運搬・収集を行った回数

活動実績 回 946 948 853
活動見込 回 946 948 853
達成度 % 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 30,000,000 30,000,000 30,000,000 平成28年度～令和２年度
交付金充当額 30,000,000 30,000,000 30,000,000 総事業費
うち文部科学省分 150,000,000
うち経済産業省分 30,000,000 30,000,000 30,000,000

交付金事業の担当課室 湯沢町産業観光部環境農林課

交付金事業の評価課室 湯沢町総務部企画政策課

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

可燃・不燃ごみ収集運搬 随意契約 (有)クリーン産業平山 46,181,300
可燃・不燃ごみ収集運搬 随意契約 (株)湯沢重機建設 16,989,500



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

15 地域活性化措置 町立こども園維持運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

　全国的に少子化が進む中、当町のこども園の入園児数は横ばいで推移しています。「第2期聖籠町ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」では、基本目標の一つに「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」こ
とを掲げ、合計特殊出生率1.92％（2019～2024平均）の達成・維持を数値目標として設定しています。

事業開始年度 令和2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 聖籠町
交付金事業実施場所 聖籠町大字次第浜、蓮野、蓮潟地内

交付金事業の概要
　町立3こども園の職員26名の人件費（基本給、期末勤勉手当）（11か月分）への補助金の充当。
　本交付金事業では、町民が安心して子どもを預け、働き続けられる環境を整備することで、多様化す
る保育ニーズに対応し、子育て世帯の支援と、目の行き届いた育児の充実を図るものです。

事業期間の設定理由



目標値 人 0

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

達成度 ％ 100.0%

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事業評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 人 0

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

100.0%

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 人月 108 120 286
保育士の雇用量（人数
（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 108 120 286

達成度 % 100.0% 100.0%

総事業費 17,500,000 17,500,000 30,000,000 平成28年度～令和２年度
交付金充当額 17,500,000 17,500,000 30,000,000 総事業費
うち文部科学省分 100,000,000
うち経済産業省分 17,500,000 17,500,000 30,000,000

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
人件費 雇用 保育士26名 104,109,787

交付金事業の担当課室 子ども教育課

交付金事業の評価課室 総合政策課

待機児童数
０人

町内こども園入
園希望児童に対
する受入率100%
（待機児童０
人）の維持



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

16 地域活性化措置 生ごみリサイクル処理事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

上越市では、第6次総合計画後期基本計画で「ごみ減量・リサイクルの推進」を基本施策に掲げている
ほか、「バイオマスタウン構想」を策定し、環境施策として循環型社会の構築を推進しています。そ
の一環として、生ごみをバイオマスとして利活用し、家庭から発生するごみの減量と再資源化を進
め、環境の保全と資源の有効利用を図ります。

交付金事業に関係する主要政策・施策
第6次総合計画後期基本計画（令和元年度～令和4年度）
　2-1-1　ごみ減量・リサイクルの推進
　　2）リサイクルの推進
　　・限られた資源の有効利用を推進するため、広報紙や出前講座等を通じて資源物の
　　　分別収集ルールの浸透を図ります。
　【目標】
　　家庭ごみの資源化率　50％（令和4年度）

　　※上記資源化率には、生ごみ以外の資源物（古紙類・金属類・容器包装など）を含
　　　みます。

事業開始年度 令和2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 上越市
交付金事業実施場所 上越市内一円

交付金事業の概要
生ごみリサイクル処理業務委託事業運営費（令和2年4月分～令和3年2月分）
市民が分別排出した生ごみを民間事業所の生ごみ再資源化施設においてバイオマスとして利活用し、
燃料化などを行うことでリサイクルを図ります。

事業期間の設定理由



目標値 ％ 50

達成度 ％

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

家庭ごみの
資源化率
50％

78.4%

評価年度の設定理由
処理実績を検収し次第、評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　コロナ渦による生活様式の変化（在宅時間の増）や、今冬の大雪災害の影響（倒壊家屋の処分、折
れた枝木の処分）により、可燃・不燃ごみが大幅に増加したほか、資源物が減少したことから、家庭
ごみの資源化率は目標値を下回りました。
　引き続き、生ごみをを含めた資源物の適正排出及び分別の周知徹底を行い、ごみ減量と再資源化を
推進します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

資源物量÷全家
庭ごみ量×100

※資源物量に
は、生ごみ以外
の資源物も含み
ます。

成果実績 ％ 39.2

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 令和元年度 令和2年度

生ごみ処理量
・令和元年度…4月～3月
・令和2年度…4月～2月

活動実績 ｔ 7,993 6,956
活動見込 ｔ 8,654 7,586
達成度 % 92.4% 91.7%

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 30,000,000 30,000,000 令和元年度～令和２年度
交付金充当額 30,000,000 30,000,000 総事業費
うち文部科学省分 60,000,000
うち経済産業省分 30,000,000 30,000,000

交付金事業の担当課室 自治・市民環境部　生活環境課

交付金事業の評価課室 自治・市民環境部　生活環境課

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

生ごみリサイクル処理業務委託 随意契約 上越バイオマス循環事業協同組合 210,406,773



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）
（単位：円）

1,100,000

町民体育館ＬＥＤ照明改修事業

防災行政無線バッテリー交換事業8

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

交付金事業に要し
た経費

交付金充当額 備　考

3,313,000 3,313,000 3,374,696

2

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

3

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

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

刈羽村

刈羽村

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

デイサービス送迎車整備事業 刈羽村

小中学校備品整備事業

生涯学習センター備品整備事業

11,000,000 11,000,000

4

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

6

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

7

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

出雲崎町

出雲崎町

出雲崎町

出雲崎町 400,000 400,000

出雲崎小学校外壁改修事業

天領の里物産館・レストランＬＥ
Ｄ照明改修事業

5

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

西越地区農村環境改善センター多
目的ホールＬＥＤ照明改修事業

出雲崎町

11,792,000

9,000,000 9,000,000 10,197,000

5,000,000 5,000,000 6,246,900

2,884,200

4,899,000 4,899,000 5,539,556

800,000 800,000 833,800

2,400,000 2,400,000



1,100,000 1,100,000

11

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

ふれあいの里維持改修事業

10

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

中央公民館防火シャッター修繕事
業

9

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

出雲崎町

2,354,000

2,200,000 2,200,000 4,961,000

1,000,000 1,000,000 2,035,000

出雲崎町

出雲崎町天領の里施設案内看板更新事業

700,000 1,595,000

出雲崎町 3,500,000 3,500,000 8,467,754

12

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

町民体育館アリーナ床修繕事業 700,000出雲崎町

13

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

小中学校維持運営事業 出雲崎町 14,000,000 14,000,000 37,023,723

14

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

公民館維持運営事業

5,911,958

17

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・防災活動事業 阿賀町 59,190,000 59,190,000 71,152,690

15

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

体育施設維持運営事業 出雲崎町 1,800,000 1,800,000

16

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

良寛記念館維持運営事業 出雲崎町 1,000,000 1,000,000 5,450,519



　（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。

20 地域活性化措置 アートステージ妙高推進事業 妙高市 2,645,070 2,645,070 4,156,181

18 地域活性化措置 保育園運営事業 魚沼市 44,152,000 44,152,000 51,468,798

19 地域活性化措置 津南町 33,333,000 33,333,000 35,709,000町立保育所運営事業



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由

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

デイサービス送迎車整備事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

基本目標1　安全安心でやすらぎの笑顔
　(4)誰もが健康で安心して暮らせる環境の確保
　　142　予防を重視した村民の健康の維持・増進
　　　○健康長寿の推進
　　　○疾病予防の推進
・健康長寿の最大の阻害要因である生活習慣病を予防するため、医療機関や民間関係機関などとの連
携を含め、健康教室の開催、広報やケーブルテレビを通じた健康情報の提供などの健康づくり対策を
推進します。
・健康推進員を対象とした研修会を行い、育成を図るほか、食生活改善推進委員協議会との連携によ
る食育や地域でのふれあいも含めて、地域に密着した健康づくりを推進し、地域福祉の向上につなげ
ます。
・特定健診及び各種がん検診、人間ドックなどの定期的な実施のほか、健診対象者の把握と普及・啓
発活動の推進による各種健診受診率の向上に努め、疾病の早期発見と早期治療を促します。
・生活習慣病をはじめ、こころの不調、認知症、介護などに関する総合的な健康相談体制の充実、健
康づくりプログラムの推進などにより、寝たきりや認知症を予防します。

目標：特定健診受診率 65％、健康づくりの推進に対する満足度 40％（いずれも令和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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村
交付金事業実施場所 刈羽村大字刈羽地内

交付金事業の概要
　刈羽村では高齢者福祉複合施設「きらら」の管理運営を指定管理者に行わせており、指定管理者が
デイサービスなどの介護事業や介護予防事業を実施しています。刈羽村は、デイサービスの利用者を
送迎するための車両1台を更新し、当該購入費に交付金を充当しました。



交付金事業の担当課室 福祉保健課
交付金事業の評価課室 福祉保健課、産業政策課

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

デイサービスセンター送迎車 指名競争入札 北刈自動車工業㈱ 3,374,696

うち文部科学省分
うち経済産業省分 3,313,000

総事業費 3,313,000
交付金充当額 3,313,000

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

活動見込 台 1
デイサービス送迎車の購
入台数

活動実績 台 1

達成度 %

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

100.0%

目標値 人 2,300

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

達成度 ％

評価年度の設定理由

備品を購入した翌年度の状況をもとに評価するため、事業実施翌々年度早期に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 人

　デイサービス送迎車を更新したことで、引き続きデイサービス利用者の送迎が可能となり、利用者
の自立した日常生活の支援や身体機能の維持・向上、あわせて利用者家族の身体的及び精神的負担の
軽減にもつながり、高齢者福祉の向上に寄与しています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

　購入する送迎
車を利用して年
間延べ2,300人が
デイサービスを
利用します。

購入する送迎車を
利用したデイサー
ビスの年間延べ利

用者数



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

2
公共用施設に係る整備、維持補修又
は維持運営等措置

小中学校備品整備事業

事業期間の設定理由

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

基本目標1　安全安心でやすらぎの笑顔
　(5)高齢者や障がい者の活躍・交流の場の創出、
　　子育て・教育環境の充実、多世代交流の促進
　　153　個性を伸ばす教育環境の整備
　　　○教育環境・教育内容の向上
・学校施設の安全性を確保するとともに、子どもの学習意欲の向上、知識・興味の幅を広げるため、視聴覚
機器や運動用具などの教具の充実を図ります。
・高度情報化社会に対応したＩＣＴ化等の教育環境の充実やキャリア教育の推進を図るとともに、情報セ
キュリティ対策の万全化を図ります。

目標：学校教育の体制や環境の充実に対する満足度 55％、学校教育施設に対する満足度 65％（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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村
交付金事業実施場所 刈羽村大字割町新田、刈羽地内

交付金事業の概要

　刈羽村は、村立刈羽小学校及び刈羽中学校においてＩＣＴ教育環境を充実させて授業を展開し、児童生徒
の授業の理解度を高めるため、刈羽小学校に電子黒板、書画カメラ及び電子黒板と連携して使用するタブ
レット型パソコン各7台を、刈羽中学校に電子黒板、書画カメラ、タブレット型パソコン各4台及びプロジェ
クター1台を整備し、当該購入費に交付金を充当しました。



総事業費 11,000,000
交付金充当額 11,000,000

指名競争入札 ㈱小林文英堂 3,795,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 11,000,000

　電子黒板、
書画カメラ及
びプロジェク
ターの活用に
より授業の理
解度が向上し
たとする児
童・生徒の割
合を80％以上
とします。

電子黒板、書画カメ
ラ及びプロジェク

ターの活用により授
業の理解度が向上し
たとする児童・生徒

数
÷

全児童・生徒数

　村立刈羽小学校及び刈羽中学校において電子黒板、書画カメラ及びタブレット型パソコンを整備し、全て
の普通教室及び一部の特別教室への配置が実現したこと並びに刈羽中学校においてプロジェクターを整備し
たことで、ＩＣＴ教育環境がより充実し、児童の確かな学力の育成に寄与しています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

単位 令和2年度

交付金事業の評価課室 教育課、産業政策課

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

刈羽小学校電子黒板等備品

刈羽中学校多目的室プロジェ
クター等備品

指名競争入札 ㈱小林文英堂 1,430,000

指名競争入札 ㈱小林文英堂 6,567,000
刈羽中学校電子黒板等備品

交付金事業の担当課室 教育課

活動見込 台 34
・電子黒板、書画カメラ、タ
ブレット型パソコン及びプロ
ジェクターの購入台数

活動実績 台 34

達成度 % 100.0%

目標値 ％ 80

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

達成度 ％

成果実績 ％

評価年度の設定理由
備品を購入した翌年度の状況をもとに評価するため、事業実施翌々年度早期に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標



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

3
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

生涯学習センター備品整備事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

基本目標1　安全安心でやすらぎの笑顔
　(5)高齢者や障がい者の活躍・交流の場の創出、
　　子育て・教育環境の充実、多世代交流の促進
　　154　生きがいの持てる暮らしの整備
　　　○教育・学習施設の整備・維持管理
・刈羽村生涯学習センター「ラピカ」の施設整備・維持管理を定期的に行い、村内外の利用者ニーズ
に応えた多彩な活動プログラムを展開します。

目標：ラピカ教室数 50教室、ラピカ教室参加者数 4,000人、図書館利用者数 28,000人（いずれも令
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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村
交付金事業実施場所 刈羽村大字刈羽地内

交付金事業の概要
　刈羽村は、村民の快適な生涯学習環境を維持するため、生涯学習センター「ラピカ」においてテー
ブル60台、椅子300脚、椅子台車14台及びホワイトボード5台を更新し、当該購入費に交付金を充当し
ました。

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

評価年度の設定理由

備品を購入した翌年度の状況をもとに評価するため、事業実施翌々年度早期に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　平成11年の開館当初から20年以上使用し、故障や汚れが目立っていたテーブル、椅子及びホワイト
ボードを更新したことで、引き続き安全・快適に施設・備品を利用していただくことが可能になりま
した。整備した備品は文化振興・公民館事業を中心に各種教室やイベントで日常的に使用しており、
村民の教養の向上、健康増進等に寄与しています。

成果実績 人　生涯学習セ
ンター「ラピ
カ」の年間延
べ利用者数

240,000人を維
持します。

生涯学習セン
ター「ラピ

カ」の年間延
べ利用者数

目標値 人 240,000

達成度 %

評価に係る第三者機関等の活用の有無
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

テーブル、椅子、椅子台
車及びホワイトボードの
購入台数

活動実績 台・脚 379
活動見込 台・脚 379

備　考

総事業費 9,000,000

達成度 % 100.0%

交付金充当額 9,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 令和2年度

生涯学習センター「ラピカ」
会議室等備品

指名競争入札 ㈱小林文英堂 10,197,000

うち経済産業省分 9,000,000
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

交付金事業の担当課室 教育課
交付金事業の評価課室 教育課、産業政策課



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

4
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

出雲崎小学校外壁改修事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
出雲崎小学校校舎棟及び体育館は昭和53年に建設され41年が経過しています。校舎棟児童玄関では校舎
棟との接点部及び庇のクラックから漏水により塗膜の剥がれが生じ、体育館においては帯部外壁及び軒
天の爆裂による鉄筋露出や屋外外壁及び基礎表面のクラックが確認されたため、改修工事を行います。
【目標】
施設の長寿命化と児童及び利用者の安全性確保を図る。

事業開始年度 令和2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 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字川西地内

交付金事業の概要 出雲崎小学校の体育館及び児童玄関の外壁のクラック補修、塗装補修を行います。

事業期間の設定理由



目標値 日 0

達成度 ％
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3年度

臨時休校日
０日

100.0%

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、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

臨時休校日
数

成果実績 日 0（新型コロナウイルスに関するものは除く）

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

改修事業の進捗率
活動実績 ％ 100
活動見込 ％ 100
達成度 ％ 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 5,000,000
交付金充当額 5,000,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 5,000,000

交付金事業の担当課室 教育課

交付金事業の評価課室 教育課

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

出雲崎小学校外壁改修事業 指名競争入札 東北工業㈱ 6,246,900



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

5
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

西越地区農村環境改善センター多目的ホールＬＥＤ照明改修事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
　西越地区農村環境改善センターは平成７年の竣工以降、地域コミュニティの活性化を図る施設として
中心的な役割を担っている。この度、多目的ホールの照明をLEDに改修することにより、施設の適正な
維持管理と長寿命化を図る。
【目標】
　適正な維持管理を行い、照明設備の不具合による臨時休館・使用不可日を設けないようにする。

事業開始年度 令和2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 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字沢田地内

交付金事業の概要
西越地区農村環境改善センター多目的ホールのＬＥＤ照明の改修工事を行う。
　LEDランプ：12基　LED電源装置：12基

事業期間の設定理由



目標値 日 0

達成度 ％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

臨時休館日
０日

100.0%

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、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

臨時休館日
数

成果実績 日 0

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

改修事業の進捗率
活動実績 ％ 100
活動見込 ％ 100
達成度 ％ 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 800,000
交付金充当額 800,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 800,000

交付金事業の担当課室 産業観光課

交付金事業の評価課室 産業観光課

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

西越地区農村環境改善センター多目的ホールLED照明改修事業 随意契約 ㈲タナックス 833,800



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

6
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

天領の里物産館・レストランＬＥＤ照明改修事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
　平成６年４月に建設した天領の里物産館・レストランは供用開始から27年年経過し、照明器具につい
ては、その都度小修繕を実施してきたが、この度、照明器具をＬＥＤに改修することにより、施設の適
正な維持管理と長寿命化を図るもの。
【目標】
　利用者の利便性確保と施設の適正な維持管理を行う。照明設備の不具合による臨時休館・立入禁止箇
所を設けないようにする。

事業開始年度 令和2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 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字尼瀬地内

交付金事業の概要
越後出雲崎天領の里物産館・レストランのＬＥＤ照明の改修工事を行う。
　物産館：45台、レストラン食堂：36台、レストラン厨房：14台

事業期間の設定理由



目標値 日 0

達成度 ％
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3年度

臨時休館日0
日

100.0%

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、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

臨時休館日
数

成果実績 日 0（新型コロナウイルスに関するものは除く）

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

改修事業の進捗状況
活動実績 ％ 100
活動見込 ％ 100
達成度 ％ 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 2,400,000
交付金充当額 2,400,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 2,400,000

交付金事業の担当課室 産業観光課

交付金事業の評価課室 産業観光課

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

天領の里物産館・レストランＬＥＤ照明改修事業 指名競争入札 ㈲田中電気工業 2,884,200



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

7
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

町民体育館ＬＥＤ照明改修事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
・町民体育館(昭和59年竣工)アリーナの照明は当初は高圧ナトリウムランプとメタルハライドランプを
組み合わせたものだった。玉切れの際には水銀灯への交換を随時行ってきたが、電気料が維持管理費へ
の負担も大きくなっている。また、現在安定器の故障などから不点灯の箇所が複数でみられ、照明の不
点灯による競技に影響を与える恐れがある。
・トレーニングルームは日頃から利用者も多く、稼働率の高い施設となっている。それに伴い照明の利
用も多く電気料や蛍光灯の交換等の維持管理経費の負担も大きくなっている。
この度、照明をＬＥＤに改修することにより、施設の適正な維持管理と長寿命化を図る。
【目標】
適正な維持管理を行い、照明設備の不具合による臨時休館・使用不可日を設けないようにする。
【目標】
適正な維持管理を行い、照明設備の不具合による臨時休館・使用不可日を設けないようにする。

事業開始年度 令和2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 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字米田地内

交付金事業の概要

町民体育館の照明改修工事を行う。
　アリーナ　ＬＥＤ照明：３１台
　トレーニングルーム　ＬＥＤ照明：２６台

事業期間の設定理由



目標値 日 0

達成度 ％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3年度

臨時休館日
０日

100.0%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、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

臨時休館日
数

成果実績 日 0

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

改修事業の進捗率
活動実績 ％ 100
活動見込 ％ 100
達成度 ％ 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 4,899,000
交付金充当額 4,899,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 4,899,000

交付金事業の担当課室 教育課

交付金事業の評価課室 教育課

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

町民体育館アリーナ照明LED改修事業 指名競争入札 ㈲タナックス 4,972,000
町民体育館ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ照明LED改修事業 随意契約 ㈲タナックス 567,556



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

8
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

防災行政無線バッテリー交換事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
防災行政無線はデジタル化の改修を行い全町整備から5年以上が経過した。屋外拡声子局のバッテリー
においては交換時期となっており、停電時の対応に支障が出かねない状態となっている。このような現
状から、既設バッテリーの更新を行い、施設の維持管理と住民の安全性の確保を図る。
【目標】
停電時等の電源の確保が困難な場合おいても電源を供給できる環境を整備し、住民の安全確保を図る。
緊急時の対応率100％を目標とする。

事業開始年度 令和2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 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字勝見地内ほか

交付金事業の概要
交換時期となっている防災行政無線バッテリーの交換工事を行う。
（防災行政無線設備バッテリー更新、既設バッテリー廃棄）
 ・屋外拡声子局　N=9局

事業期間の設定理由



目標値 ％ 100
達成度 ％

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

緊急時の対
応率100%

100.0%
評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。
交付金事業の定性的な成果及び評価等

停電等の非常時での安定的な電源の供給が確保されました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

緊急時の対
応率

成果実績 ％ 100

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

バッテリーの交換箇所数
活動実績 箇所 9
活動見込 箇所 9
達成度 % 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 400,000
交付金充当額 400,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 400,000

交付金事業の評価課室 総務課

交付金事業の担当課室 総務課

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

バッテリー交換工事 随意契約 NECネッツエスアイ㈱新潟支店 1,100,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

9
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

ふれあいの里維持改修事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
平成９年に建設された保健福祉総合センターふれあいの里には建設当初に設置した非常灯、風呂ポン
プ、空調用冷却水ポンプがあり、その耐用年数を経過しているため計画的に更新工事を行う。
【目標】
計画的な更新を行うことで臨時休館を防止し、適正な事業運営を図る。また、非常時の照明を確保し、
利用者や施設職員の避難時の安全を図る。

事業開始年度 令和2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 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字大門地内

交付金事業の概要

保健福祉総合センターふれあいの里内の設備の維持改修を行います。
非常灯交換工事：30W相当9個、13Ｗ相当18個
風呂ポンプ取替工事：ろ過ポンプ1基、ジェットポンプ2基
空調用冷却水ポンプ取替工事：空調用冷却水ポンプ（防振装置含む）1基



交付金事業の契約の概要
契約の目的

臨時休館日0
日

臨時休館日
数

随意契約 ㈱宮下電設 792,000

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 保健福祉課

風呂ポンプ取替工事 随意契約 昱工業㈱長岡支店 660,000
空調用冷却水ポンプ取替工事 随意契約 昱工業㈱長岡支店 902,000

契約の方法 契約の相手方 契約金額
非常灯交換工事

総事業費 1,100,000
交付金充当額 1,100,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 1,100,000

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

活動見込 ％ 100修繕工事の進捗率
活動実績 ％ 100

達成度 ％ 100.0%

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

目標値 日 0

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

達成度 ％ 100.0%
評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施
交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 日 0（コロナ関連の休館は除く）

施設の修繕により長寿命化が図られるとともに、利用者の安全性が確保されました。
評価に係る第三者機関等の活用の有無



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

10
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

天領の里施設案内看板更新事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
　平成６年に設置した天領の里施設案内看板は供用開始から27年経過し、海岸沿いの潮風の影響も大き
く錆により柱の一部分に穴が開くなど躯体の劣化が著しいため、更新を図るもの。
【目標】
　施設利用者の利便性の確保と施設の適正な維持管理を行う。施設の臨時休館・立入禁止箇所を設けな
いようにする。

事業開始年度 令和2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 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字尼瀬地内

交付金事業の概要
越後出雲崎天領の里第２駐車場内にある施設案内看板の更新工事を行う。
　既設看板撤去処分　1式、地盤調査改良　1式、基礎工　1式、看板製作設置工　1式



看板設置工事 随意契約 ㈱水倉組和島営業所 4,565,000
看板撤去工事 随意契約 ㈱中越建設 396,000

交付金事業の担当課室 産業観光課

交付金事業の評価課室 産業観光課

うち経済産業省分 2,200,000
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 2,200,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 2,200,000

活動見込 ％ 100
達成度 ％ 100.0%

日 0

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

修繕工事の進捗率
活動実績 ％ 100

目標値 日 0
達成度 ％

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

臨時休館日0
日

100.0%
評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施
交付金事業の定性的な成果及び評価等

施設の更新により利便性が向上するとともに、利用者の安全性が確保されました。
評価に係る第三者機関等の活用の有無

臨時休館日
数

成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

11
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

中央公民館防火シャッター修繕事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
昭和57年に建設した中央公民館は3階建てで、各階に防火シャッターを設置してあるが、現在の防火設
備の構造基準である危害防止装置が未設置であることから、シャッターの修繕を行う。
【目標】
非常時にシャッターが閉鎖する際、人が挟まれる等の重大な事故が起こらないよう措置を講ずる。

事業開始年度 令和2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 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字米田地内

交付金事業の概要
火災等の緊急時に避難者が、防火シャッターの防火設備に人が挟まれないように中央公民館の防火
シャッター修繕工事を行う。
　危害防止装置設置工：3ケ所



交付金事業の担当課室 教育課

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

シャッター修繕工事 指名競争入札 文化シャッター㈱長岡営業所 2,035,000

うち経済産業省分 1,000,000

交付金事業の評価課室 教育課

交付金充当額 1,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 1,000,000

活動見込 ％ 100
達成度 ％ 100.0%

日 0（コロナ関連の休館を除く）

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

修繕工事の進捗率
活動実績 ％ 100

目標値 日 0
達成度 ％

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

臨時休館日0
日

100.0%
評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施
交付金事業の定性的な成果及び評価等

施設の修繕により長寿命化が図られるとともに、利用者の安全性が確保されました。
評価に係る第三者機関等の活用の有無

臨時休館日
数

成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

12
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

町民体育館アリーナ床修繕事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
町民体育館は昭和59年に竣工し、供用開始以来アリーナ床面へ小規模な補修、ラインの塗り替えは行っ
ているものの、修繕工事を行っていないため劣化が進んでいる。また、イベント時などにはテープを貼
ることで、床材が剥がれたり、物品をぶつけて破損するなど、劣化に拍車をかけている。このような状
態を鑑み、施設の維持管理と利用者の安全性確保を図るため修繕工事を行う。
【目標】
アリーナ床の計画的な修繕を行うことで臨時休館を防止し、適正な事業運営を図る。

事業開始年度 令和2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 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字米田地内

交付金事業の概要
町民体育館のアリーナ床の修繕工事を行う。
　施行箇所：アリーナ前面のうち修繕が必要な箇所の部分張替え



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

アリーナ床修繕工事 指名競争入札 長谷川体育施設㈱北信越支店 1,595,000

うち経済産業省分 700,000

交付金事業の担当課室 教育課

交付金事業の評価課室 教育課

交付金充当額 700,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 700,000

活動見込 ％ 100
達成度 ％ 100.0%

日 0（コロナ関連の休館を除く）

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

修繕工事の進捗率
活動実績 ％ 100

目標値 日 0
達成度 ％

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

臨時休館日0
日

100.0%
評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施
交付金事業の定性的な成果及び評価等

施設の修繕により長寿命化が図られるとともに、利用者の安全性が確保されました。
評価に係る第三者機関等の活用の有無

臨時休館日
数

成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

日 0(コロナ関連除く)

無

目標値 日 0
達成度 ％

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

臨時休校日0
日

100.0%
評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施
交付金事業の定性的な成果及び評価等

通年を通じ、施設の効率的かつ効果的な維持運営が図られました。
評価に係る第三者機関等の活用の有無

臨時休校日
数

成果実績

番号 措置名 交付金事業の名称

13
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

小中学校維持運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
昭和53年に出雲崎小学校、昭和47年に出雲崎中学校を整備し管理を行っている。施設の維持運営に多額
の経費を要しているが、財源が確保されることにより、年間（小学校：206日、中学校：209日）を通じ
て施設の効率的な維持運営を図る。
【目標】
臨時休校日　０日

事業開始年度 令和2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 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字川西・米田地内

交付金事業の概要
出雲崎小学校・出雲崎中学校の効率的かつ効果的な維持運営を図るため、小・中学校の人件費（介助員
6名・教員補助員6名・学校管理員2名・調理員6名）、光熱水費、警備保障費等の維持運営費(11か月分)
に補助金を充当する。



　消防用設備点検料 随意契約 ㈲長岡防災 110,000
　警備保障委託料 随意契約 セコム上信越㈱ 346,214

　人件費 雇用 給食調理員3名 3,745,299
　光熱水費 随意契約 出雲崎町・東北電力㈱ 3,617,653

介助員2名、教員補助員3名、学校管理員1名 8,871,871

　警備保障委託料 随意契約 セコム上信越㈱ 347,457

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

出雲崎小学校
　人件費 雇用 介助員4名、教員補助員3名、学校管理員1名 12,090,944
　人件費

　燃料費 随意契約 ㈱中越建設 72,910
　消防用設備点検料 随意契約

うち経済産業省分 14,000,000

交付金事業の担当課室 教育課

交付金事業の評価課室 教育課

㈲長岡防災 160,325

雇用 給食調理員2名 2,003,631
　光熱水費 随意契約 出雲崎町・東北電力㈱ 5,657,419

出雲崎中学校
　人件費 雇用

交付金充当額 14,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 14,000,000

活動見込 日 415
達成度 % 103.1%

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

登校日（２校計）
活動実績 日 428



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

日 0(コロナ関連除く)

無

目標値 日 0
達成度 ％

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

臨時休館日0
日

100.0%
評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施
交付金事業の定性的な成果及び評価等

通年を通じ、施設の効率的かつ効果的な維持運営が図られました。
評価に係る第三者機関等の活用の有無

臨時休館日
数

成果実績

番号 措置名 交付金事業の名称

14
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

公民館維持運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
昭和57年に建設した中央公民館、平成6年に海岸公民館を整備し管理を行っている。施設の維持運営に
多額の経費を
要しているが、財源が確保されることにより、年間（中央公民館：357日、海岸公民館：339日）を通じ
て施設の効率的な維持運営を図る。
【目標】
臨時休館日　0日

事業開始年度 令和2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 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字米田・羽黒町地内

交付金事業の概要
中央公民館・海岸公民館の効率的かつ効果的な維持運営を図るため、公民館の人件費（管理員1名・清
掃員1名・事務員1名）、光熱水費(11か月分）、警備保障費等の維持運営費に補助金を充当する。



　消防用設備点検料 随意契約 ㈲長岡防災 64,570
　警備保障委託料 随意契約 セコム上信越㈱ 235,466

　光熱水費 随意契約 東北電力㈱ 772,008
　燃料費 随意契約 蒲原ガス㈱・㈱中越建設 113,036

海岸公民館
　人件費 雇用 事務員1名 1,555,257

　警備保障委託料 随意契約 セコム上信越㈱ 329,120

随意契約 ㈱中越建設・新潟サンリン㈱ 588,441
　消防用設備点検料 随意契約 ㈲長岡防災 226,600

管理員1名、清掃員1名 2,669,161
　光熱水費 随意契約 出雲崎町・東北電力㈱ 1,914,095

中央公民館
　人件費

交付金事業の評価課室 教育課

交付金充当額 3,500,000

交付金事業の担当課室 教育課

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

雇用

うち文部科学省分
うち経済産業省分 3,500,000

　燃料費

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 3,500,000

活動見込 日 696
達成度 % 96.6%

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

開館日（２施設合計）
活動実績 日 672



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

日 0(コロナ関連除く)

無

目標値 日 0
達成度 ％

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

臨時休館日0
日

100.0%
評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施
交付金事業の定性的な成果及び評価等

通年を通じ、施設の効率的かつ効果的な維持運営が図られました。
評価に係る第三者機関等の活用の有無

臨時休館日
数

成果実績

番号 措置名 交付金事業の名称

15
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

体育施設維持運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
昭和60年に町民体育館、平成3年に町民野球場、平成5年にふれあい広場(プール・柔道場)、平成15年に
ふれあい広場にゲートボール場を整備し、管理を行っている。施設の運営に多額の経費を要している
が、財源が確保されることにより、年間を通じて施設の効率的な維持運営を図る。
【目標】
臨時休館日：０日

事業開始年度 令和2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 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字米田地内

交付金事業の概要
町民体育館・町民野球場・ふれあい広場（プール、柔道場、ＧＢ場）の効率的かつ効果的な維持運営を
図るため、各施設の光熱水費、燃料費等の維持運営費(11か月分)に補助金を充当する。



　消防用設備点検料 随意契約 ㈲長岡防災 107,800
　警備保障委託料 随意契約 セコム上信越㈱ 328,207

　光熱水費 随意契約 出雲崎町・東北電力㈱ 1,803,792
　燃料費 随意契約 ㈱中越建設・越後さんとう農協 94,684

町民体育館
　光熱水費 随意契約 出雲崎町・東北電力㈱ 1,395,942
　燃料費

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

随意契約

　警備保障委託料 随意契約 セコム上信越㈱ 291,313

㈱中越建設・新潟サンリン㈱ 99,852
　消防用設備点検料 随意契約 ㈲長岡防災 173,800

うち経済産業省分 1,800,000

交付金事業の担当課室 教育課

交付金事業の評価課室 教育課

ふれあい広場

町民野球場
　光熱水費 随意契約 東北電力㈱ 1,616,568

交付金充当額 1,800,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 1,800,000

活動見込 日 362
達成度 % 94.2%

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

開館日
活動実績 日 341



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

16
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

良寛記念館維持運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要な政策・施策】
昭和４０年に建設された良寛記念館。財団法人から平成２５年１月に出雲崎町に無償譲渡され、整備・
運営・管理を行っている。施設の維持運営に多額の経費を要しているが、財源が確保されることによ
り、年間を通じて施設の効率的な維持運営を図る。
【目標】
臨時休館日　０日

事業開始年度 令和2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 出雲崎町
交付金事業実施場所 出雲崎町大字米田地内

交付金事業の概要
良寛記念館の効率的かつ効果的な維持運営を図るため、館長、受付事務等の人件費（館長1名・受付案
内2名）及び施設の光熱水費等の維持運営費(11か月分)に補助金を充当する。



　光熱水費 随意契約 東北電力㈱ 604,997

交付金事業の評価課室 教育課

交付金事業の担当課室 教育課

良寛記念館
　人件費 雇用

うち文部科学省分
うち経済産業省分 1,000,000

館長1名、受付案内2名 4,845,522

交付金充当額 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

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 1,000,000

活動見込 日 349
達成度 % 90.3%

日 0（コロナ・暴風による休館を除く）

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

開館日
活動実績 日 315

目標値 日 0
達成度 ％

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

臨時休館日0
日

100.0%
評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施
交付金事業の定性的な成果及び評価等

通年を通じ、施設の効率的かつ効果的な維持運営が図られました。
評価に係る第三者機関等の活用の有無

臨時休館日
数

成果実績



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

17
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・防災活動事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

第２次阿賀町総合計画後期基本計画
基本目標６　安全・安心な暮らしを確保する
基本施策６－１　強靭な社会基盤の整備
施策３　消防・救急体制の充実、医療機関との連携
〇消防・救急体制の充実を図る
○消防団の充実を図る
○応急手当の知識や技術の普及を図る

目標：火災件数　０件

事業開始年度 令和２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 阿賀町
交付金事業実施場所 新潟県東蒲原郡阿賀町　津川・白崎・豊川甲・日出谷乙

交付金事業の概要
消防本部及び３分遣所の職員２３名分の給与７か月分
住民の生命及び財産を守るため、安心安全な生活環境の提供を図りました。

事業期間の設定理由



目標値 件 0

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

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 件 2

火災件数２件　　内訳：建物火災１件、車両火災１件
住宅用火災警報器の設置率は８１%（令和元年度現在）と年々向上しているものの、２件起こった火災
はいずれも住宅以外の出火のため、初期消火に遅れが生じてしまったことが要因と考えられます。今後
は日中のパトロールに加えて、消防団による夜間パトロールの強化を行うなど、予防消防の更なる充実
に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

100.0%

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 人月 161 168 161
消防職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月）

活動実績 人月 161 168 161

達成度 ％ 100.0% 100.0%

総事業費 58,075,000 58,344,000 59,190,000 平成28年度～令和２年度
交付金充当額 58,075,000 58,344,000 59,190,000 総事業費
うち文部科学省分 283,181,000
うち経済産業省分 58,075,000 58,344,000 59,190,000

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
人件費 雇用 消防職員２３名 71,152,690

交付金事業の担当課室 阿賀町消防本部　警防課
交付金事業の評価課室 阿賀町消防本部　警防課

火災件数０
件

火災件数



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

18 地域活性化措置 保育園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 魚沼市
交付金事業実施場所 魚沼市堀之内、山口、今泉　地内

交付金事業の概要

魚沼市内保育園の保育士人件費（3保育園・保育士12名）10か月分
魚沼市は、第二次魚沼市総合計画に基づき、安心して産み育てる喜びを感じることができる社会の構築
に向け、保育ニーズの多様化に対応するため、電源立地地域対策交付金を活用し、保育サービス等の充
実に努めています。

交付金事業に関係する市
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：
第二次魚沼市総合計画（平成28年度～令和7年度）
　第3節　健康・福祉　基本目標　生涯にわたり健やかで安心して暮らせるまちづくり
　　第2項　安心して産み育てる喜びを感じることができる社会の構築
　　　親子ともに健やかに育ちあいながら、子育てが楽しいと感じられるように、地域全
　　体で支える環境を整えます。
第二次魚沼市総合計画前期基本計画　主要な施策（平成28年度～令和2年度）
　1.子育て支援（3-2-1）
　　育児不安を受け止め、子育て世代が孤立しないように子育てに寄り添い、子どもの健
　やかな成長を地域全体で見守り、育む仕組みづくりをすすめていきます。
　　妊娠期から子育てまで切れ目のない母子保健対策の充実と、子育てに関して身近な相
　談窓口である保育園、幼稚園、子育て支援センターが連携し、情報の発信を行う体制づ
　くりとその確立に努めます。
　2.子育て環境の充実（3-2-2）
　　社会の変化による保育ニーズの多様化に対応するため、多面的な保育サービスの提供
　や、公立保育園の運営のあり方について検討します。
　　乳児期から健やかな発達を支援するため、子育て支援センターの体制整備や施策の充
　実に加え、保護者や地域が共に学び、育ち、支え合えるよう情報提供や利用相談に努め
　ます。
成果指標：
1.子育て支援　子育てが楽しいと感じる人の割合
　4か月:96.5%　1歳6か月:93.8%　3歳:87.2%（令和2年度）
2.子育て環境の充実　子育て支援センターの利用者数
　23,000人（令和2年度）



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
人件費 雇用 保育士12名 51,468,798

うち経済産業省分 43,318,000 43,273,000 44,152,000

交付金事業の担当課室 教育委員会子ども課
交付金事業の評価課室 総務政策部企画政策課

交付金充当額 43,318,000 43,273,000 44,152,000 総事業費
うち文部科学省分 219,081,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 43,318,000 43,273,000 44,152,000 平成28年度～令和２年度

活動見込 人月 100 100 120
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

％ 100

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和２年度

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用

期間（月））

活動実績 人月 100 100 120

目標値 ％ 100

達成度 ％

事業期間の設定理由 第二次魚沼市総合計画の終期まで

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２年度

要保育児の
入所率
100% 100.0%

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、事業実施後速やかに評価を実施。

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、魚沼市内保育園の保育士人件費（3保育園・保育士12名）10か月分に充当し、
当該3保育園の保育士の定員を確保することができました。引き続き次年度以降、市の子育て支援関係
施策の基本となる公立保育園の運営体制を確保しつつ、一時預かりや延長保育を含めた様々な保育サー
ビス等の充実を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

要保育児の入
所率：入所者
数÷入所対象
人口×100

成果実績

事業開始年度 平成28年度 事業終了（予定）年度 令和7年度



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

19 地域活性化措置 町立保育所運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

5か所の保育所の園児に対する、交付対象期間（10か月間）を含む通年（12か月間）の保育を実施する
のに必要な体制が整備（保育士12名確保）することにより、子どもを安心して預けられる環境整備、多
様化する保護者のニーズに対応できる保育所運営の円滑な実施に寄与します。

事業開始年度 令和2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 津南町
交付金事業実施場所 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡　ほか

交付金事業の概要

少子化で子どもの人数は減少していますが、核家族化など社会的要因により未満児から保育所に入所さ
せるケースや、障がい児や障がい児傾向の児童を抱える子どもの増加により、保育士にかかる負担が増
えています。その一方で、子育て支援に関してはこれまで以上の施策を住民が求めていることから、そ
のニーズに対応できる保育士を公立保育所に配置する必要があるため、5箇所の町立保育所の運営に係
る職員人件費　保育士12名分の給与（R2.5月～R3.2月分）に交付金を充当します。



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

人件費 雇用 保育士12名 35,709,000

うち経済産業省分 33,333,000 33,099,600 33,333,000

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 総務課

交付金充当額 33,333,000 33,099,600 33,333,000 総事業費
うち文部科学省分 166,431,600

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 33,333,000 33,099,600 33,333,000 平成28年度～令和２年度

活動見込 人月 120 130 120
達成度 % 100.0% 100.0% 100.0%

人 0

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 120 130 120

目標値 人 0

達成度 ％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

待機児童0人

100.0%

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

待機児童数
（入所希望者
数－入所者
数）

成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由 事業がイベント系であるため、事業年度は単年度としている。

番号 措置名 交付金事業の名称

20 地域活性化措置 アートステージ妙高推進事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

妙高市総合計画
　まちづくりの大綱：郷土を築く人と文化を育むまちづくり
　基本施策：郷土愛を育む文化のまちづくり
　主要施策：歴史文化資源の保存と活用

事業開始年度 令和2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 妙高市
交付金事業実施場所 妙高市一円

交付金事業の概要

市民の芸時術文化活動への参加を促し、妙高の特色ある芸術文化活動の推進を図るため、下記の文化振
興事業の運営費に交付金を充当しました。
①妙高芸術祭
　期日：四季彩芸術展：10月3日～10月18日
　　　　妙高市美術展覧会：10月24日～11月3日
　　　　妙高市ジュニア芸術展：10月24日～11月3日
　内容：全国公募展の四季彩芸術展（絵画、写真）、妙高・上越市民を対象とした妙高市美
　　　　術展覧会（日本画、洋画・ﾃﾞｻﾞｲﾝ・版画、墨画、書道、写真、彫塑工芸）市内の子
　　　　どもたちを対象とした妙高市ジュニア芸術展
　　　　（絵画、書道）の３つの芸術展を開催。（出品数1,945点、来場者6,079名）
②アート＆カルチャーフェスティバル
　期間：10～12月
　内容：10月から12月をアート＆カルチャーフェスティバル期間として、市内文化団体のイ
　　　　ベント情報や活動団体の紹介など、パンフレットにまとめて情報提供を実施。



278,300

妙高芸術祭開催に係る委託料 随意契約 妙高芸術祭実行委員会 3,547,479
アート＆カルチャーフェスティバルに関する費用

　　臨時職員賃金 雇用 臨時職員1名 328,302

交付金事業の担当課室 生涯学習課

交付金事業の評価課室 企画政策課

うち経済産業省分 2,645,070
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

　　消耗品費 随意契約 （株）小川紙店妙高ほか 2,100
　　ポスター印刷製本費 随意契約 （株）ケーナール事業本部

交付金充当額 2,645,070
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 2,645,070

活動見込 回 3
達成度 % 66.7%

％ 83

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

イベント開催数
活動実績 回 2

目標値 ％ 90

達成度 ％

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

参加者・来場
者の満足度：
90％以上

92.2%

評価年度の設定理由
長年継続している事業であり、単年度ごとに評価する必要があるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

平成22年度より開催している市内最大の芸術イベントである妙高芸術祭も10年が経過し、妙高市の秋の
風物詩として定着してきました。コロナ禍での開催で作品講評会等が開催できず、目標にわずかに達し
ませんでしたが、出品者や来場者も増加傾向にあり、確実に当市の芸術文化活動が活性化しつつあると
考えています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

参加者・来場
者の満足度

成果実績



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）
（単位：円）

1,672,000

7,722,000

4,400,000 4,400,000 5,584,700

7,775,000 7,775,000 7,848,500

5,434,000

600,000 600,000 621,720

4

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

6

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

7

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

妙高市

妙高市

妙高市 1,600,000 1,600,000

広域農道５号線舗装修繕事業

消火栓整備事業

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

市道大沢線道路改良事業〈２級〉 三条市

姫田線改良事業

村道橋場下関線整備事業

6,078,000 6,078,000

防火衣整備事業

小型動力ポンプ整備事業8

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

4,833,000 4,833,000

十日町市

5

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

中里地域観光施設維持管理事業 十日町市 1,210,000 1,210,000 1,210,000

交付金事業に要し
た経費

交付金充当額 備　考

4,400,000 4,400,000 6,402,000

2

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

3

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

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

新発田市

関川村

1



　（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。

13 地域活性化措置 保育園運営事業 村上市 17,562,000 17,562,000 28,060,248

14 地域活性化措置 湯沢認定こども園運営事業 湯沢町 27,067,000 27,067,000 31,178,900

5,331,000 7,509,500

南魚沼市

胎内市

9,185,000

4,400,000 4,400,000 7,749,570

12 地域活性化措置 子育て支援事業

7,333,000 7,333,000 11,701,012

5,331,000

妙高市

五泉市村松体育館維持運営事業

11

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

消防車両整備事業

10

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

学校維持運営事業

9

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

9,185,000 9,185,000



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

1
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

市道大沢線道路改良事業〈２級〉

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標
三条市総合計画（平成27年度～令和４年度）
第１節　既存ストックの賢い利用
　１　公共施設の効率的な活用
　　⑵　施設規模の見直し
　　　　・地域特性や経済性を総合的に勘案した公共下水道事業計画（汚水処理計画）の見
　　　　　直しを行うとともに、予測される交通量を見据えた幅員等の見直しや計画路線の
　　　　　廃止など都市計画道路の見直しを行います。

事業開始年度 平成22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 三条市
交付金事業実施場所 三条市大沢地内

交付金事業の概要

　市道大沢線は、これまで主に地元の方の生活道路として利用されてきたが、近年下田郷の魅力の高ま
りにより隣接市から市道やまなみ線へ抜け国道へ出るための経路として観光客などの通行量が増加して
います。
　しかし、当該道路の現況は道幅が狭く、車のすれ違いや歩行者の移動に困難が生じています。特に冬
季は交通への影響が顕著であり、幼稚園への通園バスや緊急車両の通行が困難となることも懸念される
ため、地元の方からも改修を要望されています。
　これらの状況を踏まえ、観光客、地域住民の安全確保を図るため、本道路改良工事を実施します。
　全体の施工延長はL=780m、幅員はW=5m、施工面積はA=3,900㎡であり、R1年度末時点でL=488.4ｍ施工
（予定延長整備率62.6％）実施済みです。R2年度単年度ではL=57.5ｍ（当該年度予定延長整備率
100.0%）を整備し、R2年度末では、全体でL=545.9m施工（予定延長整備率70.0％）しました。

事業期間の設定理由 降雪や農作業により、工事や測量の実施期間が限られており、年次的な整備が必要なため。



０件

当該路線に
おける交通
事故発生件
数／年

目標値 件 0

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

達成度 ％ 100.0%

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、事業実施後速やかに評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 件 0

　道路拡幅工事L=57.5ｍ（当該年度予定延長整備率100.0%）の実施及び、当該路線における交通事故の
発生件数／年（０件）を目標としました。本事業の実施により道路改良が図られ、前年度に引続き事故
発生件数０件(市事業評価報告書提出時点)を達成し、市民等の安全の確保することができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
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年度令和元年度平成30年度

100.0%

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 ％ 100100100道路改良工事の進捗率
活動実績 ％ 100100100

達成度 ％ 100.0%100.0%

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000 平成29年度～令和２年度
交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000 総事業費
うち文部科学省分 17,600,000
うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の担当課室 総務部財務課

交付金事業の評価課室 総務部財務課

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
道路改良工事 制限付一般競争入札 （株）島田技建 6,402,000



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

2
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

姫田線改良事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【主要政策・施策】
新発田市総合戦略（令和2年度～令和5年度）
　基本目標4　まちづくり
　　施策Ⅰ　安心安全で快適な暮らしの確保
　　・道路、施設等の適正な維持管理と危険箇所の解消
【目標】
　改良率　84.05％（現状値　82.23％）

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 新発田市
交付金事業実施場所 新発田市西姫田地内

交付金事業の概要

姫田線は県道間を結ぶ市道です。近隣集落の生活道路としての利用のほか、周辺地域から市街地への移
動経路として活用されていますが、幅員が4.0～4.5m程度しかないため、一般車両の相互通行や有事の
際の緊急車両の通行に支障をきたす状態です。これを解消するために舗装幅員で標準6.5m（1車線
2.75m）へ拡幅改良を行うものです。令和2年度は未整備区間約370.7mのうち60.0mの整備を行います。

事業期間の設定理由 交付金事業の終了予定年度



平成28年度～令和２年度
総事業費

32,011,000

成果実績 ％ -

目標値 ％ 100

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7年度

達成度 ％ -

評価年度の設定理由
事業終了予定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

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 m 129.3 80.0 60.0施工延長
活動実績 m 129.3 80.0 60.0

達成度 % 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

6,108,000 6,078,000

総事業費 6,444,000 6,108,000 6,078,000
交付金充当額 6,444,000 6,108,000 6,078,000

交付金事業の担当課室 地域整備課

交付金事業の評価課室 財務課

安心で快適にすれ
違える道路の割合
100%

拡幅済み延長÷
拡幅予定延長×
100

一般競争入札 (株)石井建材（新発田市） 7,722,000

100.0%

今年度の工事は令和2年12月22日に完了しました。これまでに工事を完了させた区間において舗装幅員
で標準6.5mが確保され、一般車両及び有事における緊急車両の相互通行が容易になりました。整備予定
延長約820ｍのうち整備済み延長は509.3ｍとなり、進捗率は54.8％です。来年度以降も引き続き道路改
良工事を行い、住民生活の利便性と安全性の確保を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

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
道路改良工事

うち文部科学省分
うち経済産業省分 6,444,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由 村道橋場下関線補修事業最終年度まで

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

村道橋場下関線整備事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

公金事業に関係する主要政策・施策
関川村第６次総合計画（平成28年度～令和７年度）
第１節：住みよい暮らしのために
第８項.安全安全な暮らしの確保
施策：第４.交通安全－交通安全施設の整備と関係機関への要望。
目標：舗装不良箇所に起因する交通事故及び車両トラブル発生件数を０件。

事業開始年度 平成29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 関川村
交付金事業実施場所 関川村大字下関地内

交付金事業の概要

地域住民の安全で円滑な交通環境の確保を目的に舗装工事不良箇所の補修工事を実施する。
施工延長　Ｌ＝101.0ｍ　Ｗ＝7.25～8.30ｍ
切削オーバレイ　Ａ＝769㎡　t＝５ｃｍ
区画線設置　Ｌ＝287ｍ



平成29年度～令和２年度
総事業費

17,600,000

交付金事業の担当課室 総務政策課 観光・地域政策室

交付金事業の評価課室 総務政策課 観光・地域政策室

村道橋場下関線舗装整備 指名競争入札 福田道路㈱村上支店 5,584,700

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

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度

131 110

備　考

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000

110
達成度 % 100.0% 100.0% 91.8%

目標値 件 0

達成度 ％

評価に係る第三者機関等の活用の有無
有り（関川村総合振興審議会　構成員　会長　須貝　圭介　他29名）

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

整備区間延長
活動実績 ｍ 131 110 101
活動見込 ｍ

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

評価年度の設定理由
当該整備計画の最終年度が令和２年度であるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

関川村総合振興審議会により、当該事業を含んだ村事業全般的に評価を得ています。

100.0%

成果実績 件 0
事故及び車両トラ
ブル発生件数０件

舗装不良箇所に起
因する交通事故及
び車両トラブル発

生件数



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由 完成までに３年間を要するため

番号 措置名 交付金事業の名称

4
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

広域農道５号線舗装修繕事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

[主要政策・施策]
当該道路の舗装は建設から30年以上が経過し、道路全幅に損傷が及んでおり劣化が顕著になっていま
す。通行車両の安全性と走行快適性を考えると早期に修繕することが望まれます。また、利用客のイ
メージアップにも繋がり、再訪者の増加も見込まれます。
[目標]　周辺観光施設の入込客数年間50万人以上。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 十日町市
交付金事業実施場所 十日町市桔梗原地内

交付金事業の概要

　当該広域農道は、十日町市と津南町の営農団地や中山間地域を結ぶ基幹農道として整備されたもの
で、農産物の流通に大きく寄与しています。また、周辺には河川公園（清津川フレッシュパーク）に隣
接したゆくら妻有やミオンなかさといった温泉施設もあり、農業者のみならず公園利用者や温泉利用客
からも利用されています。こうした中、経年劣化等に伴い道路面の損傷が道路全幅に及んでいる状況で
す。そのため、損傷した広域農道を交付金を充当し修繕することにより、農作業者、地域住民及び利用
客の安全確保を図ります。
表層打換工　L=158.8ｍ　W=6.0～7.7m　A=1,063㎡　t=5cm



年間50万人
以上

周辺観光施
設の入込客

数

交付金事業の担当課室 中里支所地域振興課
交付金事業の評価課室 中里支所地域振興課

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

道路施設補修 一般競争入札 ㈱共立舗装 7,848,500

うち文部科学省分 17,117,000
うち経済産業省分 9,342,000 7,775,000

総事業費 9,342,000 7,775,000 平成元年度～令和２年度
交付金充当額 9,342,000 7,775,000 総事業費

活動見込 ｍ 200.0 158.8施工延長

活動実績 ｍ 200.0 158.8

達成度 ％ 100.0% 100.0%

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

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 備　考

令和元年度

目標値 人 500,000

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

達成度 ％ 61.9%

評価年度の設定理由
評価のための定量的な数値が当年度に出るため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 人 309,279

　本交付金の活用により広域農道５号線の舗装を158.8ｍ打ち換えることができました。
　成果実績について、新型コロナウイルスの影響により周辺観光施設への入込客数（令和元年度は
488,967人）が減少しました。令和３年度に大地の芸術祭が開催されることから、周辺観光施設への入
込客数の増加が考えられ、それに伴い広域農道５号線の交通量も増加することが想定されます。
　継続して舗装修繕を行うことで通行車両の安全性と走行快適性の確保を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無



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

5
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

中里地域観光施設維持管理事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

第二次十日町市総合計画（平成28年度～令和7年度）
　基本方針２　活力ある元気なまちづくり
　政策１　怒涛の人の流れで活気あふれるまち
　施策①　地域資源を活用した観光の推進
　施策の展開
　１．観光資源の保全・活用
　　　④情緒あふれ、四季折々の自然とともに楽しめる数多くの温泉の魅力を発信し、観光誘客に繋
げます。
　２．アウトドア観光等の新たな魅力の充実・発信
　　　①豊かな自然環境を生かした信越トレイル、信濃川ラフティング、キャンプ、サイクリングな
ど特徴的なアウトドア観光の拡大を図ります。
【目標】
　・観光協会ホームページアクセス件数　500,000人/年（令和７年度）
　・温泉地の入込数　910,000人/年（令和７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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 十日町市
交付金事業実施場所 十日町市芋川地内

交付金事業の概要

　中里地域には芝生管理が必要な観光施設が数多くあり、平成16年度に新潟県ふるさとづくり河川整
備事業により整備された『清津川フレッシュパーク』は約25,000㎡の芝生が広がる河川公園です。管
理の行き届いた芝生広場が一番の魅力で、親子連れのキャンプ利用者も多く、隣接する日帰り温泉
「ゆくら妻有」の利用者増にも寄与しています。年４-５回の芝刈り処理を地元の管理組合に委託し、
主に乗用芝刈り機２台で作業をしているが、現在の乗用芝刈り機は平成16年度の河川整備事業に併せ
て当該交付金を活用して導入し、導入から15年が経過した現在は年々故障頻度も増え、メンテナンス
に時間を要しており、公園管理に支障をきたしています。これまでどおり円滑に芝刈り作業を行える
よう、乗用芝刈機２台の更新を行い、快適かつ安全に利用できる憩いの場を提供することで、公園利
用者と「ゆくら妻有」の利用者増を図ります。また芝生広場を有する他の施設においても芝刈機の有
効活用を図り、施設管理作業の軽減と観光誘客増に繋げます。

事業期間の設定理由



目標値 人 500,000

達成度 ％

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

年間50万人

199.0%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本交付金で導入した乗用芝刈機の活躍により、清津川フレッシュパークの芝刈りを円滑に行うこと
ができ、管理の行き届いた芝生広場を維持しています。
　令和２年４月、緊急事態宣言により、県の同意を得て当該公園の利用制限を行いました。温泉地の
入込数は伸び悩んだが、観光協会HPアクセス数は大きく伸びています。
　また、令和３年４月、緊急事態宣言解除に伴い、県の同意を得て当該公園の利用制限を解除しまし
た。
　７月には大地の芸術祭が開催予定となっています。乗用芝刈機の活躍により、管理の行き届いた芝
生広場を維持することで、当該公園と温泉地の利用者増が期待できます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

観光協会HPｱ
ｸｾｽ件数

成果実績 人 994,893

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

乗用芝刈機更新台数
活動実績 台 2

年間91万人
温泉地の入
込数

成果実績 人 458,064
目標値 人 910,000

活動見込 台 2
達成度 ％ 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 1,210,000
交付金充当額 1,210,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 1,210,000

交付金事業の担当課室 中里支所地域振興課
交付金事業の評価課室 中里支所地域振興課

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

物品購入 指名競争入札 ㈱片桐寅蔵商店 1,210,000円

達成度 ％ 50.3



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

6
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

消火栓整備事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【妙高市】
　○第3次妙高市総合計画（令和２年度～令和６年度）
　・まちづくりの大綱１　快適で安全・安心に暮らせるまちづくり
　　・基本施策２　　　　安全・安心な地域社会づくり【安全・安心】
　　　・主要施策１　　　防災体制の確立

　○妙高市第3期消防施設資機材5カ年整備計画（令和２年度～令和６年度）

　目標：効率的な消防資機材や消火設備等の整備により、消防体制の強化を図る。

事業開始年度 令和2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 妙高市
交付金事業実施場所 妙高市内

交付金事業の概要

消火栓の整備
　効率的な消防施設の整備による火災時における初期消火体制の強化を図ることを目的とし、消火栓
（３基）を整備したことで、消火栓カバーエリアの充実をはじめ、初期消火体制の強化が図られまし
た。

事業期間の設定理由



目標値 ％ 100

達成度 ％
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

消火栓整備
率100%

100.0%

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

消火栓整備
率（整備基
数÷整備予
定基数）

成果実績 ％ 100

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

消火栓整備数
活動実績 基 3
活動見込 基 3
達成度 % 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 4,833,000
交付金充当額 4,833,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 4,833,000

交付金事業の担当課室 妙高市総務課危機管理室

交付金事業の評価課室 妙高市総務課、企画政策課、財務課

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
消火栓の整備 一般競争入札 （株）セイコースミダ 5,434,000



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

7
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

防火衣整備事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【妙高市】
　○第3次妙高市総合計画（令和２年度～令和６年度）
　・まちづくりの大綱１　快適で安全・安心に暮らせるまちづくり
　　・基本施策２　　　　安全・安心な地域社会づくり【安全・安心】
　　　・主要施策１　　　防災体制の確立

　○妙高市第3期消防施設資機材5カ年整備計画（令和２年度～令和６年度）

　目標：効率的な消防資機材や消火設備等の整備により、消防体制の強化を図る。

事業開始年度 令和2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 妙高市
交付金事業実施場所 妙高市内

交付金事業の概要
防火衣の整備
火災時における団員の安全性の向上及び活動の充実を図ることを目的とし、消防団員の防火衣（９着）
を整備したことで、団員の安全性の向上及び活動の充実並びに消防体制の強化が図られました。

事業期間の設定理由



目標値 ％ 100

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

達成度 ％ 100.0%

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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 ％ 100

評価に係る第三者機関等の活用の有無
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

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

活動見込 式 9防火衣整備数
活動実績 式 9

達成度 % 100.0%

総事業費 600,000
交付金充当額 600,000

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

うち文部科学省分
うち経済産業省分 600,000

交付金事業の担当課室 妙高市総務課危機管理室

交付金事業の評価課室 妙高市総務課、企画政策課、財務課

（株）妙高安全

防火衣整備
率100%

防火衣整備
率（整備着
数÷整備予
定着数）

防火衣の整備 随意契約 621,720



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

8
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

小型動力ポンプ整備事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【妙高市】
　○第3次妙高市総合計画（令和２年度～令和６年度）
　・まちづくりの大綱１　快適で安全・安心に暮らせるまちづくり
　　・基本施策２　　　　安全・安心な地域社会づくり【安全・安心】
　　　・主要施策１　　　防災体制の確立

　○妙高市第3期消防施設資機材5カ年整備計画（令和２年度～令和６年度）

　目標：効率的な消防資機材や消火設備等の整備により、消防体制の強化を図る。

事業開始年度 令和2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 妙高市
交付金事業実施場所 妙高市内

交付金事業の概要

小型動力ポンプの整備
　効率的な消防資機材の整備による火災時における初期消火体制の強化を図ることを目的とし、消防ポ
ンプ（１台）を整備したことで、消防団の活動エリアの確保をはじめ、初期消火体制の強化が図られま
した。



小型動力ポ
ンプ整備率

100%

小型動力ポ
ンプ整備率
（整備台数
÷整備予定
台数）

交付金事業の担当課室 妙高市総務課危機管理室

交付金事業の評価課室 妙高市総務課、企画政策課、財務課

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

小型動力ポンプの整備 一般競争入札 （株）こうさか妙高 1,672,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 1,600,000

総事業費 1,600,000
交付金充当額 1,600,000

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

活動見込 台 1小型動力ポンプ整備数
活動実績 台 1

達成度 % 100.0%

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

目標値 ％ 100

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

達成度 ％ 100.0%

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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 ％ 100

評価に係る第三者機関等の活用の有無



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

9
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

消防車両整備事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【妙高市】
　○第3次妙高市総合計画（令和２年度～令和６年度）
　・まちづくりの大綱１　快適で安全・安心に暮らせるまちづくり
　　・基本施策２　　　　安全・安心な地域社会づくり【安全・安心】
　　　・主要施策１　　　防災体制の確立

　○妙高市第3期消防施設資機材5カ年整備計画（令和２年度～令和６年度）

　目標：効率的な消防資機材や消火設備等の整備により、消防体制の強化を図る。

事業開始年度 令和2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 妙高市
交付金事業実施場所 妙高市内

交付金事業の概要

消防車両の整備
　効率的な消防資機材の整備による火災時における初期消火体制の強化を図ることを目的とし、消防車
両（２台）を整備したことで、消防団の活動エリアの確保をはじめ、初期消火体制の強化が図られまし
た。

事業期間の設定理由



目標値 ％ 100

達成度 ％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

消火車両整備
率100％

100.0%

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

消防車両整備
率（整備台数
÷整備予定台
数）

成果実績 ％ 100

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

消防車両整備数
活動実績 台 2
活動見込 台 2
達成度 % 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 9,185,000
交付金充当額 9,185,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 9,185,000

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

消防車両の整備 一般競争入札 （株）さがみや自動車商会、（株）妙高安全 9,185,000

交付金事業の担当課室 妙高市総務課危機管理室

交付金事業の評価課室 妙高市総務課、企画政策課、財務課



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由 第２次五泉市総合計画の終期まで

番号 措置名 交付金事業の名称

10
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

村松体育館維持運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

　第2次五泉市総合計画(平成29年度～令和8年度)【基本施策1.いきいきの泉,施策NO.4生涯スポーツの
推進】の基本方針として、子どもから高齢者まで、多くの市民が健康や体力の保持増進に取り組み、
生涯を通じて健康で活力に満ちた生活を送れるよう、いつでも、どこでも気軽に参加できるスポー
ツ・体力づくり活動の機会の提供や教室等の開催、施設環境の整備を進めることとしています。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和８年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 五泉市
交付金事業実施場所 五泉市石曽根地内

交付金事業の概要

　村松体育館は、スポーツを通じて、明るく健康で豊かな生活を実現するための施設であり、明るく
広いアリーナや視野良好なトレーニングルームを備えた施設です。当該施設は市民をはじめ、市内外
から多くの利用者が訪れ、体育施設としても市の代表的な施設の一つとなっています。
　市民をはじめ施設利用者の生涯にわたる健康維持、増進を図る等のため、施設管理業務(清掃・日
直・環境管理)委託費、7カ月分に交付金を充当します。



交付金事業の担当課室 スポーツ推進課　スポーツ施設係

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

体育館清掃業務委託 随意契約
（公社）

五泉市シルバー人材センター
5,290,057

体育館環境管理業務委託 指名競争入札 （株）新潟クリーナー 712,250
体育館日直業務委託 随意契約 五泉市スポーツ協会 1,747,263

うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の評価課室 企画政策課　企画政策係・スポーツ推進課　スポーツ施設係

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000 総事業費
うち文部科学省分 22,000,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000 平成28年度～令和２年度

活動見込 月 7 7 7

達成度 % 100.0% 100.0% 100.0%

人 35,632

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

維持管理経費の充当月数

活動実績 月 7 7 7

目標値 人 46,740
達成度 ％

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

利用者数
46,740人

76.2%
評価年度の設定理由

5年ごとにPDCAサイクルによる事業改善を図るため
交付金事業の定性的な成果及び評価等

　村松体育館の維持運営費に当該交付金を充当することで、高齢者の雇用の拡大が図られるととも
に、安定した事業運営を行うことが可能となりました。
　また平成２６年度から総合型地域スポーツクラブ・ヴィガ(現在は五泉市スポーツ協会)へ日直業務
を委託しており、市民へのさらなるスポーツ振興を図ることができています。
　良好な利用環境が維持されることにより利用者の満足度や利用率の増加へつながります。
　なお、利用者数や大会・イベントの開催数が前年度より減少しているが、新型コロナウイルスによ
る影響が大きいと考えられます。

 利用者数　　           H30年　74,040名　R1年　46,740名　R2年　35,632名
 大会・イベント開催数 　H30年　47回　    R1年　39回　　　R2年　9回

評価に係る第三者機関等の活用の有無

利用者数

成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

11
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

学校維持運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

　【主要政策・施策】
　第二次南魚沼市総合計画（平成28年度～令和７年度）
　基本計画　第２章　教育・文化
　２－１　学校教育の充実

　【目標】
　いきいきと学校生活が送れるよう、南魚沼らしい教育環境の整備・充実を図り、心豊かで　たくま
しい児童・生徒を育成します。

事業開始年度 令和2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 南魚沼市
交付金事業実施場所 南魚沼市六日町地内　ほか７件

交付金事業の概要

　子ども達が安心して学び、豊かな情操をはぐくむためには、それを可能とする学校環境の整備、維
持運営が必要です。
　そのひとつとして校舎内の明るさの維持や冬期間の暖房をはじめとする、電気の安定的な供給が必
要となることから、学校維持運営として、南魚沼市立小学校８校（城内小学校、六日町小学校、五十
沢小学校、上田小学校、中之島小学校、上関小学校、石打小学校、塩沢小学校）の7～12月分の電気料
に充当します。



・子どもの教
育環境の向上
・Q-U調査にお
ける学級生活
に満足してい
るこどもが

60％を超える
学級の増加

ー

交付金事業の担当課室 総務部　企画政策課

交付金事業の評価課室 総務部　企画政策課

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

光熱費 入札（二年契約） 東北電力(株) 11,701,012

うち文部科学省分 36,665,000
うち経済産業省分 7,333,000 7,333,000 7,333,000

総事業費 7,333,000 7,333,000 7,333,000 平成28年度～令和２年度
交付金充当額 7,333,000 7,333,000 7,333,000 総事業費

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 月 6 6 6電気料充当月数
活動実績 月 6 6 6

達成度 % 100.0% 100.0%

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

100.0%

目標値 － －

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

達成度 － －

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルを図るため。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

成果実績 － －

　南魚沼市内には17校の市立小学校があり、約3,000人の児童が通学していますが、その年間電気料は
総額でおよそ4,700万円にのぼります。特に冬期は、消雪施設等の利用により電気料は高額となりま
す。本事業により、交付金対象校８校をはじめとして、17校の市立小学校に電気の安定的な供給を交
付対象期間（６か月間）を含む12か月間継続できました。
　これにより、良好な学校環境の維持管理が可能となり、子どもの教育環境の向上に大きく寄与でき
たと考えます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無



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

12 地域活性化措置 子育て支援事業

交付金事業に関係する市
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
基本政策　子育て・教育・学ぶ
～子供の成長、豊かな心と生きる力を育むまちづくり～
　１．子育て支援
　　　市立保育園事業
　　　保護者の就労や疾病等により、保育の必要性がある児童に対し保育を実施
　　　し、保護者の子育てと就労の両立を支援する。
　　　目標：入園希望者100％受け入れ

事業開始年度 令和2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 胎内市
交付金事業実施場所 胎内市大川町地内

交付金事業の概要
保護者が安心して子供を産み育てられる保育環境の整備が望まれており、保育サービスの充実のため保
育園の円滑な運営が必要であることから、市立保育園（日の出保育園）の保育士人件費（5人×5月分）
に交付金を充当します。

事業期間の設定理由



目標値 ％ 100

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

達成度 ％ 100.0%
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

成果実績 ％ 100

胎内市立日の出保育園（入園者56人）の保育士の人件費に交付金を充当し、事業対象期間（5か月分）
を含む12か月分の保育を実施する体制を整備（交付金充当により保育士5人確保）することで、保育園
の円滑な運営及び胎内市の子育て支援事業に寄与できました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

100.0%

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 人月 25 25 25
保育士の雇用量（雇用人
数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 25 25 25

達成度 % 100.0% 100.0%

総事業費 5,467,000 5,394,000 5,331,000 平成28年度～令和２年度
交付金充当額 5,467,000 5,394,000 5,331,000 総事業費
うち文部科学省分 27,201,000
うち経済産業省分 5,467,000 5,394,000 5,331,000

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
人件費 雇用 保育士5人 7,509,500

交付金事業の担当課室 教育委員会事務局　こども課

交付金事業の評価課室 総務部　財務課

入園希望者
の受け入れ

100％

入園児童/入園
希望者数
（4月1日）



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由 第２次村上市総合計画の終期まで

番号 措置名 交付金事業の名称

13 地域活性化措置 保育園運営事業

交付金事業に関係する市
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
第２次村上市総合計画（平成29年度～令和３年度）
　基本目標１ いきいき元気な笑顔輝く、支え合いのまちづくり
　　政策１－２ 子育て環境の充実
　　２ 保育環境の整備・改善
　　　・３歳未満児保育や延長保育、休日保育の拡充など、保育サービスの充実強化を図り
　　　　ます。
　　　・正規保育士率の向上と研修機会の確保や研修内容の充実を図りながら、保育士の
　　　　資質の向上に取り組みます。
目標：
　要保育児の入園率　100％
　※要保育児の入園率：入園者数÷入園対象人口×100

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 村上市
交付金事業実施場所 村上市下新保、中原地内

交付金事業の概要

市内２保育園保育士・技能員人件費（保育士10名・技能員３名）８ヶ月分。
第２次村上市総合計画に基づき、次世代を担う子どもたちが健やかに成長できる環境の整備（延長保育
等を含む保育園の確実な運営）を図るため、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
に努めます。



要保育児
の入園率
100％

要保育児の
入園率：入
園者数÷入
園対象人口
×100

保育士・技能員人件費 雇用 保育士10名・技能員３名
交付金事業の担当課室 企画財政課 企画政策室
交付金事業の評価課室 企画財政課 企画政策室

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

28,060,248

うち文部科学省分 82,901,000
うち経済産業省分 17,534,000 17,579,000 17,562,000

総事業費 17,534,000 17,579,000 17,562,000 平成28年度～令和２年度
交付金充当額 17,534,000 17,579,000 17,562,000 総事業費

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 人月 117 107 104
保育士・技能員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期
間(月)）

活動実績 人月 117 107 104

達成度 % 100.0% 100.0%

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

100.0%

目標値 ％ 100

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

達成度 ％ 100.0%

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

成果実績 ％ 100

本交付金の活用により、当該２保育園の12ヶ月間（交付対象期間８ヶ月含む）の保育を実施することが
可能となる体制（保育士10名・技能員３名）を確保し、次世代を担う子どもたちが健やかに成長できる
環境の整備（市内２箇所の保育園の園児128名に対する確実な保育の実施）が図られました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由 湯沢町総合戦略の目標年度まで

番号 措置名 交付金事業の名称

14 地域活性化措置 湯沢認定こども園運営事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

湯沢町総合計画基本政策３　「安心して自分らしく暮らせるまちづくり」
湯沢町総合戦略基本目標４　「子どもがすくすく育つまち」
【数値目標】年間出生数：平成25-29年の５年平均44人　→令和２-６年の５年平均48人

事業開始年度 平成28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 湯沢町
交付金事業実施場所 湯沢町大字神立地区内

交付金事業の概要
湯沢認定こども園（保育士15人）の人件費（７ヶ月分）に本交付金を充当することで、保育サービスの
充実を図り、子育て環境の向上による湯沢町域内の年間出生数増加を目指します。



保育士人件費 雇用 保育士15人 31,178,900

うち経済産業省分 27,067,000 27,067,000 27,067,000

交付金事業の担当課室 子育て支援課
交付金事業の評価課室 企画政策課

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 27,067,000 27,067,000 27,067,000 総事業費
うち文部科学省分 135,335,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 27,067,000 27,067,000 27,067,000 平成28年度～令和２年度

活動見込 日 359 360 237

達成度 % 100.0% 100.0% 100.0%

人 －

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

保育園稼働日数
（土日祝含む）

※令和２年度より７～２月で計上

活動実績 日 359 360 237

目標値 人 48

達成度 ％
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６年度

令和２-６年の
５年間の平均
出生数48人

－

評価年度の設定理由
湯沢町総合戦略の目標年度であるため。

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

５年間の平均
出生数

成果実績



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）
（単位：円）

　（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。

1,315,000 1,315,000 1,694,000

交付金事業者名又は間接
交付金事業者名

妙高市

備　考

45,300,000 45,300,000 45,300,0001

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

刈羽村電源立地地域対策交付金事
業基金（維持補修基金）造成事業

刈羽村

小型動力ポンプ整備事業2

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業に要し

た経費
交付金充当額



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

1
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

刈羽村電源立地地域対策交付金事業基金（維持補修基金）造成事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

基本目標3　自律と絆で希望の笑顔
　（4）健全な行財政の運営
　　341　行財政の効率化・健全化
　　　○安定した財政運営の推進
・少子高齢化の加速による人口減少や原子力発電所及び関連施設に関わる固定資産税の逓減などによ
り、将来において財政力の下降基調が見込まれることから、長期的な行政経営の視点に立った持続可能
な財政運営の確立に取り組みます。
・財源確保と投資効率・効果の優れた地域活性化を目指して、ボランティアや専門家、企業団体などの
協力が得られるよう、各種基金の有効運用を進めます。

目標：行政サービスの向上に対する満足度　25％（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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 刈羽村
交付金事業実施場所 刈羽村内一円

交付金事業の概要

　刈羽村は、平成28年度に公共施設等総合管理計画を策定し、施設の重要度や劣化状況等に基づき長期
的な視点で優先度を付けて計画的に維持管理、修繕、更新等を行う方針をとりまとめました。この計画
に基づき、今後概ね10年間において村内公共用施設の維持補修費用に充てるための基金を造成しまし
た。

事業期間の設定理由



目標値 － －

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6年度

達成度 ％ －

評価年度の設定理由

事業実施（基金造成）の4年後に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 － －

　本交付金を活用して基金を造成することにより、令和2年度末の基金残高は137,193,688円となり、公
共用施設の維持補修を実施するための財源を確保することができました。住民サービスを安定的に提供
するために本基金を活用し、公共用施設の計画的な維持補修と長寿命化対策の推進に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

100.0%

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

活動見込 円 40,698,000 7,500,000 45,300,000基金の造成金額
活動実績 円 40,698,000 7,500,000 45,300,000

達成度 % 100.0% 100.0%

総事業費 40,698,000 7,500,000 45,300,000 平成20年度～令和２年度
交付金充当額 40,698,000 7,500,000 45,300,000 総事業費

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

うち文部科学省分 351,805,000
うち経済産業省分 40,698,000 7,500,000 45,300,000

交付金事業の担当課室 産業政策課

交付金事業の評価課室 産業政策課

　公共用施設において住
民サービスを安定的に提
供します。

－基金造成 積立 45,300,000



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

2
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

小型動力ポンプ整備事業

交付金事業に関係する市
町村の主要政策・施策と
その目標

【妙高市】
　○第3次妙高市総合計画（令和２年度～令和６年度）
　・まちづくりの大綱１　快適で安全・安心に暮らせるまちづくり
　　・基本施策２　　　　安全・安心な地域社会づくり【安全・安心】
　　　・主要施策１　　　防災体制の確立

　○妙高市第3期消防施設資機材5カ年整備計画（令和２年度～令和６年度）

　目標：効率的な消防資機材や消火設備等の整備により、消防体制の強化を図る。

事業開始年度 令和2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 妙高市
交付金事業実施場所 妙高市内

交付金事業の概要

小型動力ポンプの整備
　効率的な消防資機材の整備による火災時における初期消火体制の強化を図ることを目的とし、消防ポ
ンプ（１台）を整備したことで、消防団の活動エリアの確保をはじめ、初期消火体制の強化が図られま
した。

事業期間の設定理由



目標値 ％ 100

達成度 ％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

小型動力ポ
ンプ整備率

100%
100.0%

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

小型動力ポ
ンプ整備率
（整備台数
÷整備予定
台数）

成果実績 ％ 100

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

小型動力ポンプ整備数
活動実績 台 1
活動見込 台 1
達成度 % 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 1,315,000
交付金充当額 1,315,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 1,315,000

交付金事業の担当課室 妙高市総務課危機管理室

交付金事業の評価課室 妙高市総務課、企画政策課、財務課

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

小型動力ポンプの整備 一般競争入札 （株）こうさか妙高 1,694,000
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