
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。

Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）
措置名 交付金事業の名称

給付金交付助成措置 原子力立地給付金交付事業

交付金事業に要
した経費

631,735,235 631,735,2351
給付金交
付助成措

置
原子力立地給付金交付事業 石川県

番号 備 考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名

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す
ることで、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ととも
に、地域の振興を図ります。

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石川県

交付金事業の概要

交付金事業実施場所
志賀町（旧志賀町地区、旧富来町地区）、羽咋市、七尾市（旧田鶴浜町地区、旧中島町地
区）、中能登町（旧鳥屋町地区、旧鹿西町地区）



【志賀町】第２次志賀町総合計画（平成２９年度～令和８年度）【抜粋】
基本計画 基本方針３ 雇用創出と産業振興による活力あるまちづくり

３－１ 企業誘致の推進
・本町の工業団地への企業誘致を促進するとともに、既存企業の新増設への支援
や、本社機能の立地促進のための補助や税制の特例措置等を行い、これらの情報
を発信することで、工業振興に向けた継続的な支援の充実を図ります。

目標：工業団地の従業員数（H27：1,432人→R8：1,620人）

【七尾市】第２次七尾市総合計画（令和元年度～令和１０年度）【抜粋】
基本計画 Ⅰ.地域の宝を活かした市民がいきいきと働けるまち

Ⅰ－１ 商工業の振興（１）安心して働ける場の創出
① 新規創業と新規雇用の促進

・創業者及び既存企業の支援を行うことで、地域産業の活性化を図ります。ま
た、新たな雇用の場を生み出すことで、安心して働ける場の確保に努めます。

目標：事業所数 2,100事業所（令和10年度）

【羽咋市】第５次羽咋市総合計画（平成２３年度～令和２年度）【抜粋】
基本計画 第４章 活気と魅力のあふれるまちづくり

４．工業の振興
雇用機会の増大と地域の活性化を図るため､あらゆる機会と制度を用いて企業誘致を

推進します。
・電源開発地域関連助成制度の周知推進

目標：誘致・増設による新規雇用数 ５０人（H28～R2年度）

【中能登町】中能登町まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和２年度～令和６年度）【抜
粋】

目標１ しごとづくり「中能登町における安定した雇用を創出する」
① 企業誘致施策

・企業誘致促進するとともに、地元企業の新増設を支援し、魅力ある雇用の場を創
出することで、地域産業の活性化を図ります。

目標：地元企業による地元雇用採用人数 ６５人（Ｒ2～Ｒ6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

令和２年度令和２年度 事業終了（予定）年度事業開始年度

毎年度、当該市町が給付金交付事業の実施を判断しているため事業期間の設定理由



【志賀町】
工業団地の
従業員数：
1,620人

【羽咋市】
誘致・増設
による新規
雇用数：50
人

工業団地の
従業員数
(R8年度)

1,620

評価年度 令和９年度

成果実績

目標値

地元企業に
よる新規地
元雇用者数
（R2～R6年
度）

成果目標 成果指標

達成度

人

％

件

単位

【中能登
町】地元企
業による新
規地元雇用
者数：６５
人

達成度 ％ 126%

目標値 件 65

達成度 ％

成果実績

【七尾市】
事業所数：
2,100事業所

事業所数
(R10年度)

成果実績 事業所

目標値 事業所 2,100
達成度 ％

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和１１年度

人

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
各市町の総合計画等の評価年度

単位 評価年度 令和３年度

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和７年度

誘致・増設
による新規
雇用数(H28
～R2年度)

成果実績 人 63

目標値 人

成果目標 成果指標

50



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

石川県企画課、志賀町企画財政課、羽咋市企画財政課、七尾市企画財政課、
中能登町企画課

石川県企画課、志賀町企画財政課、羽咋市企画財政課、七尾市企画財政課、
中能登町企画課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

原子力立地給付金交付業務 補助
一般財団法人電源地域振興

センター

644,760,932

うち経済産業省分

624,764 618,393
677,754

令和２年度令和元年度

631,735,235

631,735,235

631,735,235

令和２年度

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費

単位
活動実績
活動見込 677,702 684,358

平成３０年度 令和元年度

644,760,932

642,549,757

642,549,757

交付金事業の契約の概要

交付金充当額

うち文部科学省分

644,760,932 642,549,757 631,735,235

93.3% 92.2% 90.4%
給付金額

632,426

備 考

達成度

活動指標
千円
千円
％

交付金事業の総事業費
等

平成３０年度

原子力立地給付金交付事業を選択した２市２町の地域の電灯需要家（住民）、電力需要
家（企業等）に対し、総額631,735,235円を交付することにより、当該地域の振興を図るこ
とができました。

羽咋市においては、新規の企業誘致件数は少なかったものの、既存の企業に対する設備
投資や事業拡大などへの支援により、既存の企業の新規雇用者数が増加し、目標値に達成
したと考えられます。

既存の工業団地には未売却・未立地の土地があり、今後は更なる企業立地を推進すると
ともに、投資ニーズに対応した新たな企業用地の確保も目指していきます。

無

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



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。
Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

1
地域活性
化措置

温排水影響調査事業 石川県 5,293,105 5,000,000

措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置 温排水影響調査事業

交付金事業に要
した経費

番号 備 考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名

番号

1
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石川県

交付金事業の概要

原子力発電所周辺における海域環境の変化を把握するため調査を年4回（四半期ごとに1
回）実施します。
(1)温排水拡散調査
(2)海域環境調査
(3)海生生物調査

単位

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

「志賀原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」第3条の規定により、発
電所による温排水等の測定を実施します。

令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度事業開始年度

成果目標 成果指標
事業期間の設定理由

評価年度 令和３年度

交付金事業実施場所 石川県志賀町赤住地先



成果実績

目標値

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

原子力発電
所前面海域
への温排水
の影響を調
査・把握す
るととも

に、四半期
毎にまとめ
た結果を、
公開の石川
県原子力環
境安全管理
協議会にお
いて報告

し、地元周
辺市町にお
いて配布さ
れている広
報誌に5回掲
載すること
で、温排水
に対する地
元及び周辺
住民の理解
を促進して
いきます。

達成度



100 100

30 30 30

温排水影響調査（第3、4四半期分）の結果報告は、翌年度となるため。

無

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

調査地点（水温）数

5

令和２年度平成元年度

達成度

活動指標
地点

交付金事業の活動指標
及び活動実績

平成30年度単位
活動実績

活動見込

3
活動見込 地点 3 3 3
達成度 ％ 100 100 100

5地点
％ 100

活動実績 地点 5 5 5

活動見込 地点 3 3 3
達成度 ％ 100 100 100

活動実績 地点 3 3
100

活動実績 地点 3 3 3

活動見込 地点 30 30 30
達成度 ％ 100 100 100

達成度 ％ 100 100 100
活動実績 地点 4

7
活動見込 地点 7 7 7

4
活動見込 地点 4 4 4

4

調査地点（水質）数

調査地点（底質）数

調査地点（イワノリ）数

調査地点（メガロベント
ス）数

調査地点（プランクト
ン）数

活動実績 地点 7 7

達成度 ％ 100 100

5



雑費（消耗品費）YSI
Pro0D0用

交換センサーキャップ他
随意契約（少額等） (株)勝木太郎助商店 109,670

雑費（消耗品費）超純水製
造装置用 イオン交換カー

トリッジ
随意契約（少額等） 丸文通商(株) 49,500

雑費（消耗品費）ピータッ
チテープ

随意契約（少額等） (有)平澤ビジネス 7,040

雑費（消耗品費）ワイドポ
リタンク白他

随意契約（少額等） (株)山口勇商店 7,184

雑費（消耗品費）北原式定
量閉鎖ネット他

随意契約（少額等） 轟産業(株) 375,540

雑費（消耗品費）PP細口瓶
(2L)他

随意契約（少額等） スギモト産業(株) 53,020

雑費（消耗品費）アセトン
5000他

随意契約（少額等） (株)片岡 364,070

5,054,947 5,013,418 5,293,105

人件費 雇用 臨時職員２名 1,148,850

旅費 ─
温排水影響調査従事職員２

名
38,516

5,000,000

0

5,000,000

5,000,000

0

5,000,000

交付金事業の契約の概要

うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

5,000,000

0

5,000,000

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

交付金充当額



賃借料（RINCO-プロファイ
ラー借上げ）

随意契約（少額等） 東京センチュリー（株） 37,620

委託費（プランクトン調査
委託）

随意契約（少額等） （株）日本海洋生物研究所 440,000

委託費（メガロベントス調
査委託）

随意契約（特命） （株）日本海潜水サービス 1,584,000

賃借料（船舶借上げ） 随意契約（少額等） 個人1名 320,000

雑費（水道代） 随意契約（特命） 金沢市 96,239

雑費（燃料代） 随意契約（特命）
石川県石油販売共同組合金

沢支部
5,675

雑費（水質測定装置修繕
費）

随意契約（少額等） JFEアドバンテック（株） 371,800

委託費（イワノリ調査委
託）

随意契約（少額等） （株）日本海洋生物研究所 264,000

5,293,105計

賃借料（海洋観測機専用
プリンター借上げ）

随意契約（少額等） 東京センチュリー（株） 20,381

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

危機管理監室危機対策課原子力安全対策室

危機管理監室危機対策課原子力安全対策室



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。

Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

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

石川県立歴史博物館運
営事業

石川県 32,975,500 17,000,000

番号 措置名

番号 措置名 交付金事業の名称

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

1
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

石川県立歴史博物館運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石川県

交付金事業実施場所 金沢市出羽町

交付金事業の概要
石川県立歴史博物館の職員人件費（正規職員９名、非常勤職員５名）９ヶ月分。

本事業の運営費（人件費）に本交付金を充当することにより、本県の歴史や生活文化の継承、発展や施
設の適正な運営管理を図れる体制を整備します。

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

第２期いしかわ創生総合戦略（令和２年度～令和６年度）
基本目標１ 北陸新幹線金沢開業効果の持続発展と県内全線開業効果の県下全域への波及
（１）誘客の推進と満足度向上による石川ファンの拡大

②石川の優れた文化の活用と継承・発展
・「いしかわ文化振興条例」を拠り所に、様々な文化振興施策を講ずることにより、
本県の個性であり魅力である優れた文化の継承・発展を図るとともに、
「いしかわ県民文化振興基金」を活用した県民の文化活動への支援を図る。

目標：兼六園周辺文化施設の年間入館者数 110万人（H30）→118万人（R6）
現状：458,586人（R2）



事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和６年度

事業期間の設定理由 第２期いしかわ創生総合戦略の終期まで

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

兼六園周辺文化
施設の年間入館
者数118万人

兼六園周辺文
化施設の年間
入館者数

成果実績 人

目標値 人 1,180,000

達成度 ％

評価年度の設定理由

第２期いしかわ創生総合戦略の事業終了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

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

126

令和２年度

正規職員及び非常勤職員の雇用
量

（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 131 126 125

活動見込 人月 135 126

達成度 ％ 97% 100% 99%

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 34,285,560 33,405,600 32,975,500

交付金充当額 22,000,000 19,000,000 17,000,000

うち文部科学省分

雇用 正規職員９名、非常勤職員５名 32,975,500

うち経済産業省分 22,000,000 19,000,000 17,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 文化振興課

交付金事業の評価課室 文化振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

石川県立歴史博物館職員人件
費



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。

Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

114,487,000

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

石川県農林総合研究セン
ター運営事業

石川県 202,521,700

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 石川県農林総合研究センター運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石川県

交付金事業実施場所 石川県金沢市才田町 ほか６件

交付金事業の概要

石川県農林総合研究センターの職員人件費（正規職員６５名）９ケ月分。
石川県では、「いしかわの食と農業・農村ビジョン」に基づき、「農業の成長産業化」と「農村地域の活性
化」を掲げており、交付金を活用することによって、農林業に関する地域のニーズに対応するための体制整
備を行います。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策：
いしかわの食と農業・農村ビジョン２０１６（平成２８年度～令和７年度）

２ ニーズの変化に対応した生産・販路の拡大と海外展開
⑤需要者のニーズに対応した生産・販路の拡大
・マーケットインの考え方の下、需要者のニーズに応じ、農畜産物の生産拡大を

          一層進めます。
⑥特色ある農畜産物のより一層のブランド化の推進
・ルビーロマン等、県が開発等に関与した品目のさらなるブランド価値の向上を図ります。

目標：
ひゃくまん穀の作付面積 1,500ha（令和７年度）
ルビーロマンの商品化率     50％（令和７年度）

番号

1

措置名

企業導入・産業活性化措置



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

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

本交付金の活用により、石川県農林総合研究センターの職員を安定して雇用し、当施設の職員人件費（正規
職員65名）9ヶ月分を確保することができました。
次年度に向けた改善点としては、ひゃくまん穀の単位面積当たりの収量向上（所得向上）による作付け推進
及びルビーロマンの着色向上・裂果防止のため、栽培技術の開発や普及を進め、栽培面積の拡大や商品化率
の向上を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％

50

達成度

ひゃくまん穀の
作付面積
1,500ha

ひゃくまん穀
の作付面積

成果実績 ha 1,453

目標値 ha 1,500

％ 108%

97%

ルビーロマンの
商品化率
50％

房出荷数÷着
房数×１００

成果実績 ％ 54

目標値 ％



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

576

令和２年度

正規職員及び非常勤職員の雇用
量

（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 621 576 585

活動見込 人月 621 585

達成度 ％ 100% 100% 100%

平成30年度 令和元年度 令和２年度 備 考

総事業費 214,685,584 205,028,764 202,521,700

124,905,000 114,487,000

うち文部科学省分

正規職員６５名 202,521,700

うち経済産業省分 130,706,000 124,905,000 114,487,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的

石川県農林総合研究センター
職員人件費

交付金充当額 130,706,000

交付金事業の総事業費等

交付金事業の担当課室 石川県農林総合研究センター

交付金事業の評価課室 石川県農林総合研究センター

契約の方法 契約の相手方 契約金額

雇用



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。

Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

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

石川県立美術館運営事
業

石川県 49,948,420 26,000,000

番号 措置名

番号 措置名 交付金事業の名称

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

1
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

石川県立美術館運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石川県

交付金事業実施場所 金沢市出羽町

交付金事業の概要
石川県立美術館の職員人件費（正規職員１３名、非常勤職員５名）９ヶ月分。

本事業の運営費（人件費）に本交付金を充当することにより、本県の美術文化の継承、発展や施設の適
正な運営管理を図れる体制を整備します。

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

第２期いしかわ創生総合戦略（令和２年度～令和６年度）
基本目標１ 北陸新幹線金沢開業効果の持続発展と県内全線開業効果の県下全域への波及
（１）誘客の推進と満足度向上による石川ファンの拡大

②石川の優れた文化の活用と継承・発展
・「いしかわ文化振興条例」を拠り所に、様々な文化振興施策を講ずることにより、
本県の個性であり魅力である優れた文化の継承・発展を図るとともに、
「いしかわ県民文化振興基金」を活用した県民の文化活動への支援を図る。

目標：兼六園周辺文化施設の年間入館者数 110万人（H30）→118万人（R6）
現状：458,586人（R2）



事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和６年度

事業期間の設定理由 第２期いしかわ創生総合戦略の終期まで

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

兼六園周辺文化
施設の年間入館
者数118万人

兼六園周辺文
化施設の年間
入館者数

成果実績 人

目標値 人 1,180,000

達成度 ％

評価年度の設定理由

第２期いしかわ創生総合戦略の事業終了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

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

162

令和２年度

正規職員及び非常勤職員の雇用
量

（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 162 152 162

活動見込 人月 162 162

達成度 ％ 100% 94% 100%

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 46,509,460 45,137,460 49,948,420

交付金充当額 27,000,000 29,000,000 26,000,000

うち文部科学省分

雇用 正規職員１３名、非常勤職員５名 49,948,420

うち経済産業省分 27,000,000 29,000,000 26,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 文化振興課

交付金事業の評価課室 文化振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

石川県立美術館職員人件費



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。

Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

番号

1

措置名

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】
石川県環境総合計画
第６章 環境を通じた人づくり・地域づくり
３ 環境研究、国際環境協力の推進
・白山地域における高山生態系の長期モニタリングを継続するほか、自然・人文に係る調査研究
を進めます。

・野生鳥獣の科学的・計画的な保護管理のための調査研究を進めます。
【目標】
白山に関する発行物の発行回数（電子発行のみも含む） ３回／年以上

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石川県

交付金事業実施場所 石川県白山市木滑、中宮、白峰、尾添地内

交付金事業の概要
白山自然保護センターの職員１１名に係る人件費、９ヶ月分。
白山自然保護センター（中宮展示館、市ノ瀬ビジターセンター、ブナオ山観察舎の各拠点施設含む）の運
営を行い、県内にある自然公園施設の管理を実施します。

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

白山自然保護センター運営事業

15,000,000

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

白山自然保護センター
運営事業

石川県 29,132,640



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

本交付金の活用により、石川県白山自然保護センターの職員を安定して雇用し、当施設の職員人件費（正
規職員9名、非常勤職員2名）９ヶ月分を確保することができました。
次年度に向けた改善点としては、展示施設来館者数の動向等を踏まえ、各施設の展示の工夫・強化を行
い、加えて各施設において白山に関する発行物を積極的に配布することで、より多くの人へ白山の魅力の
発信を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

発行回数
（回）

成果実績 回 5

目標値 回 3

達成度 ％ 167%

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

白山に関する発
行物の発行回数
（電子発行のみ
も含む）
３回／年以上

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度



交付金事業の担当課室 自然環境課

交付金事業の評価課室 自然環境課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

白山自然保護センター職員人
件費

雇用 正規職員11名 29,132,640

うち経済産業省分 17,000,000 18,000,000 15,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 17,000,000 18,000,000 15,000,000

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 備 考

総事業費 31,502,940 32,086,740 29,132,640

99

達成度 ％ 100% 100% 100%

令和２年度

正規職員及び非常勤職員の雇用
量

（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 108 108 99

活動見込 人月 108

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

108



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。

Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

番号

地域活性化措置
こころの健康センター

運営事業
石川県 23,633,100 12,000,0001

措置名

番号 措置名 交付金事業の名称

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 地域活性化措置 こころの健康センター運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石川県

交付金事業実施場所 石川県金沢市鞍月東

交付金事業の概要

石川県立こころの健康センターの職員人件費（正規職員８名）９ヶ月分。
石川県は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第６条第１項及び石川県こころの健康センター条例
により、こころの健康センターを設置しており、本事業に交付金を活用することによって、精神障害者の
社会復帰や精神障害者に対する偏見の解消を促進する体制整備に努めています。

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

石川県自殺対策計画（平成３０年度～令和４年度）
第３章 施策の基本的な視点と計画の数値目標
１ 施策の基本的な視点
 （2）自殺予防のための相談・支援の充実
・自殺を予防するためには、危険な状態に追い込まれる前に、原因となっている悩みを解消するこ
とが重要で、自殺の要因別や世代別により、専門的できめ細やかな相談・支援の充実を図りま
す。

目標：自殺死亡率 １２．８以下（令和８年）
※自殺死亡率：自殺者数÷人口×１０万



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

自殺死亡率12.8
以下（令和8年）

自殺者数÷人
口×１０万

成果実績 人 16.3

目標値 人 12.8以下

達成度 ％ 79%

評価年度の設定理由

精神保健福祉の更なる充実を図るため、事業実施終了後、すみやかに評価を実施

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、石川県こころの健康センター職員を安定して雇用し、当施設の職員人件費（正規
職員８名）９か月分を確保することができました。
次年度に向けた改善点としては、令和２年度の自殺死亡率16.3を踏まえ、関係機関との連携や自殺防止に
向けた普及啓発の強化を行うことが重要です。そのため、身近な人の心の変調に気づき、専門家への相談
や支援に繋げるゲートキーパーの養成研修を実施し、包括的な相談支援体制づくりを進めていくととも
に、自殺予防街頭キャンペーン等の普及啓発活動を積極的に推進し、自殺死亡率12.8以下（令和８年）の
達成を図ります。

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

81

令和2年度

正規職員及び非常勤職員の雇用
量

（雇用人数（人）×雇用期間（月））

活動実績 人月 90 79 72

活動見込 人月 90 72

達成度 ％ 100% 98% 100%

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 29,113,800 27,109,100 23,633,100

交付金充当額 17,000,000 16,000,000 12,000,000

うち文部科学省分

雇用 正規職員８名 23,633,100

うち経済産業省分 17,000,000 16,000,000 12,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 障害保健福祉課

交付金事業の評価課室 障害保健福祉課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

石川県こころの健康センター
職員人件費



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。

Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

交付金事業の概要

石川県立図書館の職員人件費（正規職員１７名、非常勤職員２１名）９ヶ月分。
石川県立図書館では、石川の教育基本振興計画として、貸出冊数の増加、図書館横断検索システム検索数
の増加を掲げており、電源立地地域対策交付金を活用することにより、県民の学習や調査研究活動に関す
る多様なニーズに対応するため管理運営を行います。

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

石川の教育振興基本計画（平成28年度～平成32年度）
・生涯学習活動を支える環境の整備・充実

県民の多様なニーズに応える資料の収集・保存に努めるほか、県内市町や他県の公共図書館と連携
し、当館に所蔵のない資料の閲覧や貸出を行い、また通常の貸出返却等の図書館業務に加え、企画展
示等の資料展示を行うことで、県民の多様な学習・研究活動の支援に努めます。

・目標：貸出冊数 現状 144,477冊(H26) 目標 150,000冊（H32)
図書館横断検索システム検索件数 現状 163,296件（H26) 目標 188,000件（H32)

1
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

石川県立図書館運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石川県

交付金事業実施場所 石川県金沢市本多町

措置名

番号 措置名 交付金事業の名称

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 備考番号

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

石川県立図書館運営事
業

石川県 74,444,160 39,000,0001



79%

県立図書館にお
ける貸出冊数
150,000冊

県立図書館に
おける貸出冊
数

成果実績 冊 118,748

目標値 冊 150,000

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。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

令和2年度は、4月11日から5月17日までの間、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う県有施設の臨時休館
があったことや、利用者は感染機会を減らすため、図書館の来館者は前年度に比べ半数以下となるなど、
感染拡大による影響が極めて大きかったと考えています。

こうした中、WEB等を活用した非来館型の予約サービス等の利用の伸長などもあり、貸出冊数は目標値の
約8割程度は維持することができました。また非来館型のサービスの一環として活用可能な横断検索システ
ムの検索件数においては、目標値を上回る成果を挙げるなど利用者のニーズに沿った成果が挙げられたも
のと考えています。

令和３年度においても、非来館型のサービスだけでなく、利用者のニーズに沿った取り組みを行ってい
くことが必要と考えています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

図書館横断検
索システム検
索件数

成果実績 件 189,676

目標値 件 188,000

達成度 ％ 101%

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

図書館横断検索
システム検索件
数
188,000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



交付金事業の担当課室 石川県立図書館総務グループ

交付金事業の評価課室 石川県立図書館総務グループ

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

石川県立図書館職員人件費 雇用
正規職員１７名、非常勤職員２

１名
74,444,160

うち経済産業省分 38,000,000 42,000,000 39,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 38,000,000 42,000,000 39,000,000

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 備 考

総事業費 66,311,466 69,145,070 74,444,160

342

達成度 ％ 98% 99% 100%

令和２年度

正規職員及び非常勤職員の雇用
量

（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 291 320 342

活動見込 人月 297

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

324



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。

Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

番号

1

措置名

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

交付金事業に関係する都道府県
又は市町村の主要政策・施策と
その目標

第７次石川県医療計画（平成３０年度～平成３５年度）
第６章 保健・医療機関の充実 ２．関係機関の機能充実 （５）保健環境センター
【対策】①調査研究の充実  エ 研究評価体制の整備による調査研究結果の評価及び県民への研究成果の公
表・ 普及を推進し、調査研究の効率性、実効性の向上等を図る。
②試験検査の充実  ア 遺伝子解析等の専門的かつ高度な技術や設備を要する検査、感染症発生動向等の全
県的な視野を要する検査、精度管理上必要な検査、食品表示の適正を確認する検査等の新たな施策の展開の
ために必要となる検査等を重点として、検査機器の充実、精度管理の充実を行うことにより、試験検査技術
の高度化、試験検査結果の信頼性を確保する体制の充実を図る。
目標：調査研究・試験検査等の報告件数 15件（令和２年度）
研究等の成果は、報告書として発刊するほか、学会等での報告やホームページにて公表を行う。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石川県

交付金事業実施場所 石川県金沢市太陽が丘

交付金事業の概要

石川県保健環境センターの職員人件費（正規６）に係る人件費、９ヶ月分。
石川県は、地域医療計画に基づき、県民の健康と生活環境確保の推進に向け、多様化する調査研究のニーズ
に対応するため、電源立地地域対策交付金を活用し、保健環境センターの調査研究・試験検査等の機能の充
実に努めています。

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、維持補修又は維
持運営等措置

石川県保健環境センター運営事業

10,000,000

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

石川県保健環境センター
運営事業

石川県 19,202,700



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、事業実施終了後すみやかに評価を実施。

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、石川県保健環境センターの職員を安定して雇用し、当施設の職員人件費（正規職
員６名）９ヶ月分を確保することができました。
次年度に向けた改善として、本県における保健・環境に関する科学的かつ技術的中核機関として位置づけ

られていることを踏まえ、検査結果の迅速化や精度の強化を行い、より効果的な調査研究等を実施しその成
果の幅広い公表・普及を行うことで、引き続き本県の公衆衛生・環境保全の推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

調査研究等報
告書の公開件
数

成果実績 件 15

目標値 件 15

達成度 ％ 100%

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

調査研究等の報
告件数１５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



交付金事業の担当課室 厚生政策課（保健環境センター）

交付金事業の評価課室 厚生政策課（保健環境センター）

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

石川県保健環境センター職員
人件費

雇用 正規職員６名 19,202,700

うち経済産業省分 9,000,000 9,000,000 10,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 9,000,000 9,000,000 10,000,000

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 備 考

総事業費 14,907,600 15,789,723 19,202,700

54

達成度 ％ 100% 100% 100%

令和２年度

正規職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月））

活動実績 人月 54 54 54

活動見込 人月 54

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

54



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。

Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

番号

1

措置名

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

交付金事業に関係する都道府県
又は市町村の主要政策・施策と
その目標

第７次石川県医療計画（平成３０年度～令和５年度）
第６章 保健・医療基盤の充実
２ 関係機関の機能充実

（１）保健福祉センター（保健所）
・市町職員等地域保健に携わる専門技術職員や地域住民等に対しての、健康教育及び研修会・講習会
を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を図ります。

目標：健康教育及び研修会・講習会受講者数（人）
２，０００人（延べ人数）（令和２年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石川県

交付金事業実施場所 七尾市本府中町

交付金事業の概要

石川県能登中部保健福祉センターの職員人件費（正規職員２５名、非常勤職員２名）９ヶ月分。
石川県は、石川県医療計画に基づき、保健所機能強化の推進に向け、地域特性や住民のニーズ等に対応す
るため、電源立地地域対策交付金を活用し、公衆衛生の専門的かつ技術的業務や支援、研修機能の充実に
努めています。

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

石川県能登中部保健福祉センター運営事業

35,000,000

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

石川県能登中部保健福祉
センター運営事業

石川県 65,584,410



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

本交付金の活用により、石川県能登中部保健福祉センターの職員を安定して雇用し、当施設の職員人件費
（正規職員２５名、非常勤職員２名）９ヶ月分を確保することができました。
次年度に向けた改善点としては、地域特性や住民のニーズを踏まえ、公衆衛生活動の中心となる行政機関
としての保健所機能の強化を行い、健康教育及び研修会・講習会を行うことで、公衆衛生の向上及び増進
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

健康教育及び
研修会・講習
会受講者数
（人）

成果実績 人 2,556

目標値 人 2,000

達成度 ％ 128%

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

健康教育及び研
修会・講習会受
講者数
２，０００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



交付金事業の担当課室 石川県能登中部保健福祉センター

交付金事業の評価課室 石川県能登中部保健福祉センター

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

石川県能登中部保健福祉セン
ター職員人件費

雇用 正規職員２５名、非常勤職員２名 65,584,410

うち経済産業省分 36,000,000 39,000,000 35,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 36,000,000 39,000,000 35,000,000

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 備 考

総事業費 67,032,200 68,877,750 65,584,410

243

達成度 ％ 96% 100% 96%

令和２年度

正規職員及び非常勤職員の雇用
量

（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 225 234 234

活動見込 人月 234

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

234



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。

Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

11,000,000

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

石川県立保育専門学園
運営事業

石川県 22,743,900

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

石川県立保育専門学園運営事業

いしかわエンゼルプラン２０２０（令和２年度～令和６年度）
第５章 幼児期の教育・保育の量の見込みと確保方策
６ 教育・保育に従事する者の確保及び資質の向上
６－２ 保育教諭・保育士・幼稚園教諭の新規養成・就業促進のための取組
③ 教育・保育従事者の確保のための取組を進めます。

保育所や幼稚園からの認定こども園への移行に伴い必要となる保育教諭の確保のため、国が行う保育
    士資格と幼稚園教諭免許の併有を促進するための特例措置を活用した資格・免許の取得を支援します。

また、保育サ―ビスの安定的な提供と今後の保育を担う人材の確保のため、新卒保育士の確保や新人
    保育士の離職防止、潜在保育士の現場復帰等の取組を進めます。

目標：保育士資格取得者 ６２名（令和２年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石川県

交付金事業実施場所 金沢市泉

交付金事業の概要

石川県立保育専門学園の職員人件費（正規職員７名、非常勤職員２名）９ヶ月分。
石川県立保育専門学園は、県内で唯一の公立保育士養成施設として、約４千名の保育士を県内保育界に送り
出しており、電源立地地域対策交付金を活用することによって、保育士の一層の資質向上と幼保一体化の動
きに合わせ、幼稚園教諭免許も併せ持つ人材の育成に努めています。

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

番号

1

措置名

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置



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

％ 100%

評価年度の設定理由

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

令和３年度

保育士資格取得
者 ６２名

保育士資格取
得者数

成果実績 名 62

目標値 名 62

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

２年制の保育学科に１２２名の学生が在学し、３月に保育学科６２名が専門課程を終え卒業しました。
卒業者６２名のうち４名が進学し、５５名が就職、内５４名が保育士資格を活かした職場（保育園・こど

も園・福祉施設）へ就職しています。卒業することで保育士資格を取得できる本学園において、保育学科２
年生６２名全員の保育士資格取得を目標として努力してきましたが、その成果実績は６２名で、目標を達成
しました。

また、短期大学と提携した取組により卒業生６２名のうち４２名が幼稚園教諭２種免許も取得し、取得率
は昨年の６５.９％から６７.７％にアップしました。

その他、幼稚園免許を有する者が保育士資格を取得するための特例講座を開催し、２名が修了していま
す。なお、保育士のスキルアップを図るための公開講座は、新型コロナウィルスの感染防止のため開催でき
ませんでした。

また１年制の専攻学科は１名在学生がおり、保育士資格を活かした職場（保育園・こども園・福祉施設）
へ就職しています。

今後も引き続き、学生全員が卒業し保育士資格を取得できるよう、学業や学生生活等全般について相談で
きる体制を確保するとともに、大学教授等、教育研究指導力に優れた講師陣により、専門的知識を習得し実
践力を身につける特別講座を開催するなど、教育内容をさらに充実させることで、知識と実践力を備えた卒
業後即戦力となる人材の育成を図っていきます。

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

正規職員及び非常勤職員の雇用
量

（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 81 81 81

活動見込 人月 81 81

達成度 ％ 100% 100% 100%

81

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 20,897,100 21,645,200 22,743,900

交付金充当額 12,000,000 13,000,000 11,000,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 12,000,000 13,000,000 11,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の方法 契約の相手方 契約金額

石川県立保育専門学園職員人
件費

雇用 正規職員７名、非常勤職員２名 22,743,900

交付金事業の担当課室 石川県立保育専門学園

交付金事業の評価課室 石川県立保育専門学園

契約の目的



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。

Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

1 地域活性化措置
石川県リハビリテー
ションセンター運営事

業
石川県 44,868,200 23,000,000

番号 措置名

番号 措置名 交付金事業の名称

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 地域活性化措置 石川県リハビリテーションセンター運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石川県

交付金事業実施場所 石川県金沢市赤土町

交付金事業の概要

石川県リハビリテーションセンター運営にかかる職員人件費 （正規職員１４名）９カ月分。「石川県
長寿社会プラン」及び「いしかわ障害者プラン」、「石川県医療計画」等に基づき、地域におけるリハビ
リテーションシステムの構築の推進に向け、リハビリテーション専門職の育成・研修及び障害者の相談・
支援に対応するため、電源立地地域対策交付金を活用し、管理運営体制の充実に努めていきます。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策（主要事項抜粋）：
石川県長寿社会プラン２０１８（～２０２０）
第2章施策の実施状況 １ 健康づくりと介護予防、生きがいづくりの現状
（２）介護予防の推進と地域リハビリテーション支援体制の現状
地域リハビリテーション推進事業の実施等を通じ、市町や介護保険関係施設等の職員に対する研修等を

行い、高齢者の在宅及び施設における生活の自立を視点においたリハビリテーションの知識・技術の普
及、及びリハビリテーション専門職との身近な関係づくりを進めています。

目標：自立支援に向けた地域ケア会議実施市町数 １３市町(H29)⇒１９市町(2025)



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３年度

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

毎年度、事業改善を図るため、事業実施終了後すみやかに評価を実施。

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、石川県リハビリテーションセンター職員を安定して雇用し、当施設の職員人件
費（正規職員１４名）９カ月分を確保することができました。次年度へ向けた改善点としては、市町レベ
ルでは、リハビリテーション専門職の活用が十分とは言えない箇所もあるので、引き続き教育・育成に努
めたいと思います。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

自立支援に向け
た地域ケア会議
実施市町数（１
９市町）

自立支援に向
けた地域ケア
会議実施市町
数

成果実績 市町 19

目標値 市町 19

達成度 ％ 100%



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

135

令和２年度

正規職員及び非常勤職員の雇用
量

（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 135 130 126

活動見込 人月 135 126

達成度 ％ 100% 96% 100%

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 46,393,560 44,610,900 44,868,200

交付金充当額 26,000,000 27,000,000 23,000,000

うち文部科学省分

石川県リハビリテーション
センター人件費

雇用 正規職員１４名 44,868,200

うち経済産業省分 26,000,000 27,000,000 23,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の評価課室 石川県リハビリテーションセンター

契約の目的

交付金事業の担当課室 石川県リハビリテーションセンター

契約の方法 契約の相手方 契約金額



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。

Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

番号

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

石川県立総合看護専門
学校運営事業

石川県 94,888,900 53,000,0001

措置名

番号 措置名 交付金事業の名称

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

石川県立総合看護専門学校運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石川県

交付金事業実施場所 石川県金沢市鞍月東

交付金事業の概要
石川県立総合看護専門学校の職員人件費（正規職員２６名、非常勤職員６名）９ヶ月分。
石川県では、石川県医療計画に基づき、「看護職員養成の強化」を掲げており、電源立地地域対策交付金
を活用し、看護師・准看護師養成に関するニーズに対応するための体制整備に努めています。

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

石川県医療計画（平成３０年度～令和４年度） 第６章 保健・医療基盤の充実
１．保健・医療従事者の確保と資質向上 【保健師・助産師・看護師・准看護師】
（2）対策

・病院等医療施設や介護保険分野、福祉分野等における看護職員を確保する。
目標：卒業生の看護師免許試験及び准看護師免許試験の合格率１００％



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

卒業生の看護師
免許試験及び准
看護師免許試験
の合格率100％

卒業生の看護
師免許試験及
び准看護師免
許試験の合格
率

成果実績 ％ 98.7

目標値 ％ 100

達成度 ％ 99%

評価年度の設定理由

令和２年度卒業生の看護師免許試験及び准看護師免許試験の結果を評価。

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、石川県立総合看護専門学校職員を安定して雇用し、当施設の職員人件費（正規職
員２６名、非常勤職員６名）９か月分を確保することができました。
次年度に向けた改善点としては、令和２年度の合格率を踏まえ、学生の学習環境の強化を行い、支援体制
の充実を図ることで、目標の１００％達成を目指していきます。

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

279

令和２年度

正規職員及び非常勤職員の雇用
量

（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 297 279 285

活動見込 人月 297 288

達成度 ％ 100% 100% 99%

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 102,153,700 92,164,000 94,888,900

交付金充当額 55,000,000 58,000,000 53,000,000

うち文部科学省分

雇用
正規職員２６名、非常勤職員６

名
94,888,900

うち経済産業省分 55,000,000 58,000,000 53,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 医療対策課

交付金事業の評価課室 医療対策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

石川県立総合看護専門学校職
員人件費









Ⅰ. 事業評価総括表

　
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

スカイ獅子吼ゴンドラリフ
ト握索機更新事業

白山市 8,000,000 8,000,000
総事業費

8,646,000円

2
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

白山市営スキー場小型除雪
機購入事業

白山市 3,200,000 3,200,000
総事業費

3,590,400円

3
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

コミュニティバス購入事業 白山市 22,000,000 22,000,000
総事業費

22,880,000円

4
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

スクールバス購入事業 白山市 16,000,000 16,000,000
総事業費

18,095,000円

5
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

白峰スキー競技場スノー
モービル購入事業

白山市 1,800,000 1,800,000
総事業費

2,552,000円

6
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

吉野谷公民館備品購入事業 白山市 2,274,800 2,274,800
総事業費

2,274,800円

7
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

小型動力消防ポンプ購入事
業

白山市 1,200,000 1,200,000
総事業費

1,334,300円

8
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

白山市立保育所運営事業 白山市 28,104,000 28,104,000
総事業費

32,603,200円

別紙

（単位：円）



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

スカイ獅子吼ゴンドラリフト握索機更新事業

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

【主要政策・施策】
　第２期白山市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和２年度～令和６年度）
　　２　白山から日本海の豊かな自然と歴史・文化を活かした「観光・交流」創生戦略
　　　⑵　山・川・海の魅力を活かした交流人口の拡大
　　　　②　交流拠点となる施設の整備及び利活用の促進
　　　　　　・交流拠点となる観光・文化施設の整備・充実を図るとともに、その魅力を広く
　　　　　　　発信することで、交流人口の拡大及び地域の活性化を図ります。
　

【目標】
　観光入込客数　５，２００，０００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 白山市

交付金事業実施場所 白山市八幡町

交付金事業の概要

スカイ獅子吼ゴンドラリフトは平成８年の建設以来２４年が経過しており、機械器具等の経年による老
朽化が進んでいることから、ゴンドラリフト握索機３台の更新を行いました。

・ゴンドラリフトの握索機３台の更新

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

獅子吼高原
来場者数
178,800人/年

獅子吼高原
来場者数

成果実績 人 126,599

目標値 人 178,800

達成度 ％ 70.8

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

評価年度の設定理由

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

　本交付金を活用により、老朽化したゴンドラリフトの握索機３台を更新し、ゴンドラリフトの安全性
及び利便性の向上を図ることができました。今年度は新型コロナウィルス感染症に起因する緊急事態宣
言の影響により、営業日数が前年度より４２日減少するなどし、獅子吼高原来場者数は１２６，５９９
人に止まり成果目標を満たすことはできませんでしたが、ゴンドラリフトの安全性の向上により、地域
の主要産業である観光産業の振興を図るための体制を整えることができました。次年度以降も獅子吼高
原の魅力を広報紙やホームページ、パンフレット等でＰＲするとともに、市民を対象としたゴンドラリ
フトの無料乗車期間を設け、山頂エリアの魅力に触れる機会を創出するなど誘客に努め、交流人口の拡
大と地域の活性化を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

3

達成度 ％ 100 100 100

令和２年度

ゴンドラリフト
握索機更新台数

活動実績 台 2 3 3

活動見込 台 2



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 8,251,200 8,690,000 8,646,000

交付金充当額 7,500,000 8,100,000 8,000,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 7,500,000 8,100,000 8,000,000

交付金事業の担当課室 観光文化スポーツ部施設管理課

交付金事業の評価課室 観光文化スポーツ部施設管理課

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

設備工事 随意契約 安全索道株式会社 8,646,000



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

白山市営スキー場小型除雪機購入事業

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２次白山市総合計画（平成２９年度～令和８年度)
　　第６章　自然・歴史・文化と人が交わり元気に輝くまちづくり
　　　１節　自然・歴史・文化等の多様な魅力を活かした観光の振興を推進します
　　　　１　観光客を呼び込むための環境の整備
　　　　　　・誘客力の向上に向け、本市が有するスキー場や温泉施設、海水浴場などの観光拠点
　　　　　　　について、利用状況やニーズを勘案しながら整備・拡充を図ります。

【目標】
　スキー場利用者数　１５９，０００人（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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 白山市

交付金事業実施場所 白山市河内町内尾ほか1件

交付金事業の概要

白山市営スキー場で使用している小型除雪機が、購入以来１６年から１７年が経過し、老朽化が著し
く、作業効率の低下と機械の部品等の供給が困難な状況にあることから、小型除雪機を購入しました。

・白山市営スキー場の小型除雪機（22馬力、2段オーガ）　２台購入

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

スキー場利用者
数
103,310人/年

スキー場利用
者数

成果実績 人 129,842

目標値 人 103,310

達成度 ％ 125.7

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

評価年度の設定理由

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、老朽化した小型除雪機２台を購入し、安定した冬季スキー場運営を確保するこ
とができました。今シーズンは新型コロナウイルスの影響はありましたが、冬季営業をするにあたり十
分な積雪量があったため、スキー場利用者数は129,842人と成果目標を達成することができ、地域の主
要産業である観光産業の振興を図ることができました。冬季スキー場運営については気象条件に大きく
左右されますが、次年度以降もスキー場の魅力を広報紙やホームページ、ポスター・パンフレット、テ
レビＣＭ等でＰＲすることで誘客に努め、交流人口の拡大と地域の活性化を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

2

達成度 ％ 100 100 100

令和２年度

小型除雪機購入台数
（22馬力、2段オーガ）

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

総事業費 5,832,000 6,098,400 3,590,400

交付金充当額 4,800,000 4,800,000 3,200,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 4,800,000 4,800,000 3,200,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 観光文化スポーツ部施設管理課

交付金事業の評価課室 観光文化スポーツ部施設管理課

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 千代田機電株式会社 3,590,400



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

コミュニティバス購入事業

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２期白山市　まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和２年度～令和６年度）
　　４　平野部と白山ろく地域の安全・安心な暮らしを守りつなぐ「都市・地域」創生戦略
　　　⑴　生活基盤の充実と老朽化対策による長寿命化の推進
　　　　①　公共交通の利便性の向上
　　　　　　・市民の生活の足である公共交通のさらなる利便性の向上と利用促進を図り、持続
　　　　　　　可能な運行を確立します。
　

【目標】
　コミュニティバスの利用者数　１８７，０００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 白山市

交付金事業実施場所 白山市倉光二丁目

交付金事業の概要

現在、白山ろく地域を運行している車両は、購入後１１年が経過し、走行距離も５０万㎞を超え、頻繁
に修繕するなど老朽化が激しく、安全な運行の確保に支障が生じていることから、コミュニティバスを
購入しました。

・コミュニティバス（日野ポンチョ　ロングボデー　5AT　32人乗り）　１台購入

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

白山ろく地域コ
ミュニティバス
利用者数
32,000人／年

白山ろく地域
コミュニティ
バス利用者数

成果実績 人 31,943

目標値 人 32,000

達成度 ％ 99.8

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 令和２年度 年度

評価年度の設定理由

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

今年度は、コロナウイルス感染症拡大の影響により前年に比べ利用者が減少し成果目標を満たすことは
できませんでしたが、本交付金の活用により利用者の安全性、快適性の確保を図ることができました。
次年度以降も利便性を確保しつつ、効率的な運行による持続可能な公共交通を維持し、地域住民の足と
して福祉の向上を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100

年度

コミュニティバス購入台数

活動実績 台 1

活動見込 台 1



交付金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 備　考

総事業費 22,880,000

うち経済産業省分 22,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 22,000,000

うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 白山市企画振興部交通対策課

交付金事業の評価課室 白山市企画振興部交通対策課

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 白山農業協同組合 22,880,000



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
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

スクールバス購入事業

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】
　本市では、市の所有するスクールバスを登下校のほか、学校行事や部活動等の送迎にも利用
　しており、経年による劣化や耐用年数等を考慮し、購入後１５年以上かつ走行距離２０万㎞
　以上の更新基準に基づき、スクールバスを計画的に購入しています。現在、松南小学校で利
　用しているスクールバスのうち１台は、購入後１６年が経過し、さらに走行距離も２５万㎞
　を超えており、老朽化が進んでいることから、当該スクールバスを購入し、学校行事等での
　利用拡大を図るとともに、児童生徒の安全で快適な学校環境づくりに努めます。

【目標】
　登下校のほか学校行事や部活動等の送迎における安全の確保

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 白山市

交付金事業実施場所 白山市菅波町

交付金事業の概要

現在使用している松南小学校のスクールバス２台のうち１台は、平成１５年８月の購入後１６年が経過
し、走行距離は２５万㎞を超えており、老朽化が進んでいます。登下校時には、スクールバスを２つの
ルートに分けて送迎しており、購入するバスのルートは、１度に乗車する児童が５０名程度いることか
ら、座席数が４５席ある中型スクールバスの購入を行いました。

・スクールバス（中型バス、駆動方式2-4D、6速AMT、45席）　１台の購入

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

部活動・学校行
事でのスクール
バス利用回数
（市全体）
1,500回/年

部活動・学校
行事でのス
クールバス利
用回数
（市全体）

成果実績 回 1,011

目標値 回 1,500

達成度 ％ 67.0

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

1

評価年度の設定理由

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

老朽化したスクールバスの更新により、登下校だけでなく、学校行事や部活動における児童生徒の送迎
を安全に行うことができるようになりました。しかし、今年度は、新型コロナウイルス感染症予防のた
め、部活動や学校行事そのものが制限されたため、校外に出向くためのスクールバス利用の回数も抑え
られることとなりました。次年度も引き続き、感染予防策を講じながら、運行していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100 100

年度

スクールバス購入台数

活動実績 台 1 1

活動見込 台 1



交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 年度 備　考

総事業費 16,775,000 18,095,000 34,870,000

うち経済産業省分 16,500,000 16,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 16,500,000 16,000,000

うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 白山市教育委員会事務局学校教育課

交付金事業の評価課室 白山市教育委員会事務局学校教育課

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 有限会社城田自動車 18,095,000



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

5
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

白峰スキー競技場スノーモービル購入事業

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２次白山市総合計画（平成２９年度～令和８年度)
　　第２章　地域ぐるみで豊かな心と体を育み健康で活躍できるまちづくり
　　　２節　健康な心身を育む生涯学習・スポーツを推進します
　　　　２　スポーツ活動を推進する環境の整備
　　　　　　・市民や競技者が快適に施設を利用できるよう、施設の整備・充実を図るとともに、
　　　　　　　利用申込方法の見直しや利用案内等の情報発信による効率的な運営に努めます。
　　　　　　　また、公共スポーツ施設の利用を促進するとともに、安全対策の充実を図ります。

【目標】
　体育施設利用人数　１，１５０千人（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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 白山市

交付金事業実施場所 白山市白峰

交付金事業の概要

現在白峰スキー競技場で使用しているスノーモービルは、老朽化が著しく、機械の部品等の供給が困難な
状況にあることから、スノーモービルを購入しました。

・白峰スキー競技場のスノーモービル購入（水冷・４ストローク・直列２気筒）　２台購入

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

白峰スキー競技
場
利用人数
7,600人/年

白峰スキー競
技場利用人数

成果実績 人 7,615

目標値 人 7,600

達成度 ％ 100.2

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

評価年度の設定理由

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、老朽化したスノーモービルを２台購入し、白峰スキー競技場の運営における緊急
時の救護など迅速な対応が可能となりました。今年度開催された各種大会において、会場設営における荷
物運搬や救護体制の充実など、円滑で安心安全な大会運営を行うことができました。次年度以降も利用者
および競技者が安心して利用できるよう、競技場の安全対策を徹底し、地域のスポーツ推進を図っていき
ます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100

スノーモービル購入台数

活動実績 台 2

活動見込 台 2



交付金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 備　考

総事業費 2,552,000

交付金充当額 1,800,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 1,800,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 観光文化スポーツ部スポーツ課

交付金事業の評価課室 観光文化スポーツ部スポーツ課

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 有限会社白峰自動車 2,552,000



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

6
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

吉野谷公民館備品購入事業

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２次白山市総合計画（平成２９年度 ～令和８年度）
　　第２章　地域ぐるみで豊かな心と体を育み健康で活躍できるまちづくり
　　　２節　健康な心身を育む生涯学習・スポーツを推進します
　　　　１　生涯学習を推進する環境の整備
　　　　　　・公民館を生涯学習ネットワークの根幹に位置づけ、地域・地区と市民との連携を
　　　　　　　強化し、年齢層に応じた社会参加や各世代間の交流活動を促進します。

【目標】
　公民館利用人数　４００，０００人（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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 白山市

交付金事業実施場所 白山市佐良

交付金事業の概要

吉野谷公民館１階の和室を洋式化する改修に伴い、和室用から洋室用の備品に買い替えの必要があるこ
とから、会議用テーブルをはじめとした備品を購入しました。

・吉野谷公民館備品購入
　（会議用テーブル40台、会議用イス120脚、会議用イス台車4台、ホワイトボード1台、演台1台）

事業期間の設定理由 ―



交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３年度

吉野谷公民館
利用人数
3,300人/年

評価年度の設定理由

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、洋室化された会議室のテーブル等の備品を購入し、利便性の向上を図ることが
できました。コロナウイルス感染拡大防止のため、各部屋の収容可能人数を50％に制限している影響か
ら公民館利用者数は２，２４７人と成果目標を満たすことはできませんでした。しかし、１階部分に靴
を脱がずに利用できる会議室ができたことで足腰の弱い方も気軽に公民館を利用できるようになりまし
た。次年度以降も公民館報やホームページなどを利用して、生涯学習の機会をより多く提供し地域の活
性化を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

吉野谷公民館
利用人数

成果実績 人 2,247

目標値 人 3,300

達成度 ％ 68.1



年度

会議用テーブル購入数

活動実績 台 40

活動見込 台 40

活動指標 単位 令和２年度 年度

120

活動見込 脚 120

達成度 ％ 100

活動実績 脚

達成度 ％ 100

会議用イス台車購入数

活動実績 台 4

会議用イス購入数

ホワイトボード購入数

活動実績 台 1

活動見込 台 4

活動見込 台 1

達成度 ％ 100

活動見込 台 1

達成度 ％ 100

活動実績 台 1

達成度 ％ 100

交付金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 備　考

演台購入数

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 2,274,800

交付金充当額 2,274,800

うち文部科学省分

うち経済産業省分 2,274,800



交付金事業の担当課室 教育委員会事務局生涯学習課

交付金事業の評価課室 教育委員会事務局生涯学習課

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 有限会社　堀吉 2,274,800



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

7
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

小型動力消防ポンプ購入事業

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２次白山市総合計画（平成２９年度～令和８年度）
　　第４章　市民の暮らしを支える快適で笑顔あふれる安全なまちづくり
　　　３節　災害に強く安全・安心なまちづくりを推進します
　　　　３　消防体制の充実
　　　　　　・消防団員の確保に向けた啓発活動を推進するとともに、操法大会をはじめとする
　　　　　　　様々な訓練等を通して、団員の資質向上に努め、消防団の強化を図ります。また、
　　　　　　　消防団員活動の向上を図るため、各種装備品の充実に努めるとともに、消防車両
　　　　　　　等の整備を計画的に推進します。

【目標】
　消防団員の確保　５６０人（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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 白山市

交付金事業実施場所 白山市市原

交付金事業の概要

平成２９年に発足した南消防団の女性分団には、広報活動を行うための車両が配備されていますが、小
型動力消防ポンプは積載されておらず、万一の初期消火の際には小型動力消防ポンプが必要であること
から、女性でも扱いやすい小型で軽量である小型動力消防ポンプを購入しました。

・小型動力消防ポンプ（Ｃ－１級）　１台購入

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

南消防団女性分
団の団員数
20人

南消防団女性
分団の団員数

成果実績 人 16

目標値 人 20

達成度 ％ 80.0

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 令和２年度 年度

評価年度の設定理由

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、女性分団に小型動力消防ポンプを新規に導入することができました。団員の
確保に向け、訓練の広報活動等を行ってまいりましたが、認知度が不足し目標の20人には至りませんで
した。しかしながら、4月に新入団員を1人迎える予定をしており、団員数の確保をこれからも進めてま
いります。また、次年度以降も継続して女性分団の認知度向上を図り、いつ起きるか分からない災害に
備えるため、日頃から訓練に励み、活動の維持・充実を図るとともに、地域の安全・安心なまちづくり
の推進に向け取り組んでまいります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100

年度

小型動力消防ポンプ購入台数

活動実績 台 1

活動見込 台 1



交付金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 備　考

総事業費 1,334,300

うち経済産業省分 1,200,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 1,200,000

うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 鶴来支所総務課

交付金事業の評価課室 鶴来支所総務課

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 株式会社本田商会 1,334,300



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

白山市立保育所運営事業

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

【主要政策・施策】
　第２次白山市総合計画（平成２９年度～令和８年度）
　　第１章　誰もが健康でいきいきと暮らし続けられるまちづくり
　　　２節　安心して子育てができる環境をつくります
　　　　１　子育てがしやすい環境づくり
　　　　　　・多様なニーズに応えた保育サービスの充実や子どもを受け入れる施設の整備
　　　　　　　などの支援により、安心して仕事と子育てを両立できる環境づくりを推進し
　　　　　　　ます。
　

【目標】
　多様なニーズに応えた保育サービスの充実

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 白山市

交付金事業実施場所 白山市道法寺町ほか１件

交付金事業の概要

白山市では、総合計画において「質の高い保育・教育の充実」を掲げており、交付金を活用することに
より、多様化する子育てに関するニーズに対応するための体制整備を行いました。

・双葉保育所及び双葉保育所分園の保育士等１４名、７ヶ月分の人件費。
　（双葉保育所１１名、双葉保育所分園３名）

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

延長保育を行う
保育所数
３５か所

延長保育を行
う保育所数

成果実績 か所 35

目標値 か所 35

達成度 ％ 100

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

112

評価年度の設定理由

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

交付金の活用により、双葉保育所及び双葉保育所分園の保育士１４名の７ヶ月分の人件費を確保し、保
育サービスの充実を図ることができました。延長保育を行う保育所数は３５か所と成果目標を達成する
ことができましたが、次年度以降も保育士の安定的な雇用により、多様化する子育てニーズに対応する
事業を推進することで、良好で充実した運営管理を図るとともに、地域住民の福祉の向上に努めていき
ます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

98

達成度 ％ 100 100 100

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 119 112 98

活動見込 人月 119



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 37,696,530 36,742,800 32,603,200

うち経済産業省分 35,470,000 35,058,000 28,104,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 35,470,000 35,058,000 28,104,000

うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 企画振興部企画課

交付金事業の評価課室 企画振興部企画課

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 保育士１４名 32,603,200



Ⅰ. 事業評価総括表

　
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

中海小学校グラウンド改
修事業

小松市 4,400,000 4,400,000
総事業費

13,860,000円

別紙

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

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

【主要政策・施策】
NEXT10年ビジョン（平成27年度～令和7年度）
　４　日本一「はつらつ」としたひととまちに
　　「智仁勇」をモットーに、子どもたちは大好きな学校で元気に楽しく学びます
【目標】
児童が満足できる（安全で安心できる）環境を整備

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 小松市

交付金事業実施場所 中海小学校（小松市中海町）

交付金事業の概要
中海小学校のグラウンドにおいては、穴、陥没等が非常に広範囲に分布しており、児童の安全を守る
ためにも、改修し、環境整備をすることが求められています。児童に対し、安全で安心できるグラウ
ンドを提供し、学校の活性化を図るため、中海小学校グラウンドの改修を行います。

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

中海小学校グラウンド改修事業



交付金充当額 4,400,000

うち文部科学省分

総事業費 13,860,000

うち経済産業省分 4,400,000

交付金事業の総事業費等 令和２年度 年度 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 年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100

年度

中海小学校グラウンドの改修

活動実績 ㎡ 3,130

活動見込 ㎡ 3,130

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

利用者の満足度
70%以上

利用者の満足
度（％）

（満足と回答
した人数／調
査対象者数）

成果実績 ％ 100.0

目標値 ％ 70.0

達成度 ％ 142.9

評価年度の設定理由

グラウンド改修後に満足度調査を行うことから報告が事業実施翌年度となるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

―



交付金事業の担当課室 教育委員会教育庶務課

交付金事業の評価課室 教育委員会教育庶務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

改修工事 一般入札 石川舗道株式会社 13,860,000

交付金事業の契約の概要



Ⅰ. 事業評価総括表

　
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

市道中橋・八日市線歩道
修繕事業

金沢市 4,680,000 4,680,000
総事業費

5,535,200円

2
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

市道粟崎町１丁目線歩道
整備事業

金沢市 4,489,000 4,489,000
総事業費

5,511,000円

別紙

（単位：円）



別紙
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

市道中橋・八日市線歩道修繕事業

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】
　　金沢市の歩けるまちづくり基本方針（平成16年3月）
　　Ⅱ．基本的な方針
　　　１．歩く人にやさしい交通環境
　　　　①歩行者に配慮した交通環境の整備
　　　　・道路形態及び地域の特性などに応じて、通過交通の抑制、カラー舗装化等による
　　　　歩行環境の改善、交通安全、公共交通の利便性向上など、歩く人にやさしい交通環境を
　　　　整備していきます。
　【目標】
　　市民の誰もが安心して歩けるまちづくりに向けた歩行環境の整備

事業開始年度 令和２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 金沢市

交付金事業実施場所 金沢市元菊町地内

交付金事業の概要

市道中橋・八日市線の歩道修繕（令和２年度～令和３年度）
植樹帯及び舗装の整備により、快適な歩行空間を確保します。
　施工延長　  L=67m
（平板ブロック工　A=158㎡、誘導ブロック工　A=21㎡）

事業期間の設定理由 地元と調整を行い、予算の範囲内で施工していく必要があるため



交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

令和２年度
歩道整備延長

67m

令和２年度に
施工した歩道
整備延長

成果実績 ｍ 67

目標値 ｍ 67

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

事業実施後、速やかに事業の評価を行うことで、次年度以降の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

目標の整備延長を達成することができました。定期的な事業の評価を行い改善を図ることで、次年度も
引き続き、基本方針に基づき、市民の誰もが安心して歩けるまちづくりに向けた歩行環境の整備を計画
的に行います。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100

市道中橋・八日市線の
歩道整備延長

活動実績 ｍ 67

活動見込 ｍ 67

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

総事業費 5,535,200

うち経済産業省分 4,680,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,680,000

うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 土木局道路管理課

交付金事業の評価課室 土木局道路管理課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

歩道の修繕 制約付き一般競争入札 ㈱共進建設（金沢市） 5,535,200



別紙
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

市道粟崎町１丁目線歩道整備事業

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

　【主要政策・施策】
　　金沢市の歩けるまちづくり基本方針（平成16年3月）
　　Ⅱ．基本的な方針
　　　１．歩く人にやさしい交通環境
　　　　①歩行者に配慮した交通環境の整備
　　　　・道路形態及び地域の特性などに応じて、通過交通の抑制、カラー舗装化等による
　　　　歩行環境の改善、交通安全、公共交通の利便性向上など、歩く人にやさしい交通環境を
　　　　整備していきます。
　【目標】
　　市民の誰もが安心して歩けるまちづくりに向けた歩行環境の整備

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和７年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 金沢市

交付金事業実施場所 金沢市粟崎町１丁目ほか２町地内

交付金事業の概要
市道粟崎町１丁目線の歩道整備（令和２年度～令和７年度）
車道部及び歩車道部を改良します。
　道路詳細設計　L=800m

事業期間の設定理由 地元と調整を行い、予算の範囲内で施工していく必要があるため



交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

令和２年度
歩道及び車道道
路詳細設計

800m

令和２年度に
設計した歩道
及び車道道路
詳細設計

成果実績 ｍ 800

目標値 ｍ 800

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

事業実施後、速やかに事業の評価を行うことで、次年度以降の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

目標の道路詳細設計を達成することができました。設計結果に基づき速やかに事業の評価を行い、今後
の改善を図ることで、次年度以降も基本方針に基づき、市民の誰もが安心して歩けるまちづくりに向け
た歩行環境の整備を計画的に行います。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100

市道粟崎町1丁目線の
歩道道路詳細設計

活動実績 ｍ 800

活動見込 ｍ 800

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

総事業費 5,511,000

うち経済産業省分 4,489,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,489,000

うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 土木局道路管理課

交付金事業の評価課室 土木局道路管理課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

道路整備の詳細設計 制約付き一般競争入札 ㈱共同設計（金沢市） 5,511,000



Ⅰ. 事業評価総括表（令和2年度）

　
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

市道Ｄ第205号線外1路線
側溝整備事業

加賀市 4,400,000 4,400,000
総事業費
4,730,000

別紙

（単位：円）



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Ｄ第205号線外1路線側溝整備事業

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

【主要政策・施策】
第２次加賀市総合計画（平成29年度～令和8年度）
　基本方針７：将来を見据えた、効率的な行財政で支えるまちづくり
　　③公共施設の適正な維持管理

目標：側溝整備率　現状 　  53%（平成30年度）
　　　　　　　　　中間目標 55%（令和 4年度）
　　　　　　　　　最終目標 57%（令和 8年度）

事業開始年度 平成２９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 加賀市

交付金事業実施場所 加賀市山中温泉下谷町　地内

交付金事業の概要

市道Ｄ第205号線外1路線　側溝整備工事
　今回、事業を実施する市道Ｄ第２０５号線外１路線は加賀市山中温泉西谷地区の道路であり、周辺
地域には観光名所の”鶴仙渓”や”こおろぎ橋”、多くの宿泊施設があり地域住民をはじめ観光客が
利用する道路である。当路線の側溝（L=114m）は、老朽化が著しく、地域住民をはじめ道路利用者か
らも多くの苦情が寄せられている。
　側溝整備事業は、既存の老朽化した側溝を新しく整備することにより、有蓋化による有効幅員の拡
幅から良好な住環境を確保することができる。よって、歩行者等の安全性を確保するために必要な事
業である。



事業期間の設定理由 第２次加賀市総合計画（平成29年度～令和8年度）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

側溝整備率
53.28%

％ 100

達成度100％であり十分な整備が行えた。引き続き計画通り施工する。

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

複数年度事業であるが、側溝整備率に関して毎年度数値表記できるため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

整備済み延長
／整備予定延

長

成果実績 ％ 53.28

目標値 ％ 53.28

達成度

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 ３０年度 令和元年度 ２年度

114

達成度 ％ 100 100 100

各年度の側溝整備延長（m）

活動実績 ｍ 69 108 114

活動見込 ｍ 69 108

交付金事業の総事業費等 ３０年度 令和元年度 ２年度 備　考

総事業費 4,536,000 4,587,000 4,730,000

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

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000

うち文部科学省分



交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 加賀市建設部土木課

交付金事業の評価課室 加賀市建設部土木課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

工事請負契約 指名競争入札 西山建設株式会社 4,730,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

（単位：円）

番号 措置名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額

44,362,000

事業開始年度 平成２８年度 事業終了（予定）年度 令和７年度

交付金事業の概要

中能登町立保育園の保育士・調理員の人件費（5保育園：保育士67名、調理員8名）3ヶ
月分。
中能登町では、第２次総合計画に基づき、安心して子どもを産み育てられるように、総
合的な子育て支援を推進するため、電源立地地域対策交付金を活用し、保育サービスの
充実に努めます。

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２次中能登町総合計画（平成２８年度～平成３７年度）
　将来像2 健康でいきいきと暮らせるまちづくり
　　３ 子育て支援の充実　　３）子育て支援の推進　　（１）保育サービスの充実
　　・女性の社会進出に適合した保育園として、住民ニーズに的確に対応するため、
　　　ファミリーサポート事業、子育て短期支援事業などの保育サービス事業の充実
　　　に努めます。
目標：
　要保育児の入所率　100％（令和2年度）
※要保育児の入所率：入所者数÷入所申込者数×100

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 中能登町

交付金事業実施場所 中能登町良川、春木、二宮、水白、能登部下 地内

1 地域活性化措置 中能登町保育園運営事業

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 44,362,000

事業期間の設定理由 第２次中能登町総合計画の終期まで

交付金事業の名称

中能登町
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

中能登町

備 考

総事業費
59,013,600



評価年度 令和2年度

うち文部科学省分

うち経済産業省分

要保育児の
入所率　100％

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標

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、中能登町立保育園の保育士・調理員人件費（5保育園：保育
士67名、調理員8名）3ヶ月分を確保することができました。
　次年度に向けた改善としては、家庭からのニーズを踏まえ、夏季のプール活動による
体力向上、キッズエアロビや５歳児を対象とした鼓笛指導によるリズム感の育成、お話
し会やお茶会による文化的な保育カリキュラムの強化を行うことで、保育の質の向上を
図っていきます。

無

100

100

100

成果指標

要保育児の入所
率：入所者数÷入
所申込者数×100

成果実績

目標値

達成度

単位

％

％

％

評価に係る第三者機関等の活用の有無

保育士・調理員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期間

(月)）

活動実績 人月 211 213 225

活動見込
交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標

人月 222 216 225

達成度 ％ 95.0 98.0 100.0

単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

総事業費 52,199,600 54,670,500 59,013,600

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

交付金充当額 44,441,000 44,693,000 44,362,000

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

保育士・調理員人件費 雇用

0

44,441,000 44,693,000 44,362,000

保育士67名、調理員8名 59,013,600

交付金事業の担当課室 企画課

交付金事業の評価課室 企画課
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（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。

Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

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5次羽咋市総合計画(平成23年度～令和2年度)
　基本計画 第1章 みんなが元気に暮らせるまちづくり
　　３ 次世代に向けた子育て支援の充実
　　　・保育サービスは、子育てと仕事を両立させるために最も重要な支援であることから、
　　　　保育所を計画的に総合整備するとともに、指定管理者制度を導入し、延長保育や病後
　　　　一時などの特別保育の充実に努め、すべての子育て家庭に対して、ニーズにあったき
　　　　め細やかな支援を行う。

交付金事業の概要

　羽咋市の3保育所（粟ノ保保育所、余喜保育所、西北台保育所）の保育士16名の人件費（令和2年
7月から令和3年1月の7か月分）に交付金を充当します。
　羽咋市は、第5次羽咋市総合計画に基づき、次世代に向けた子育て支援の充実に向け、電源立地
地域対策交付金を活用し、延長保育や病後一時などの特別保育の充実に努め、ニーズにあったきめ
細やかな支援を行うこととしています。

1 地域活性化措置 羽咋市保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 羽咋市

交付金事業実施場所 羽咋市兵庫町、大町、一ノ宮町

22,181,000 22,181,000
総事業費
30,944,000

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 羽咋市保育所運営事業 羽咋市

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備考交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

番号 措置名



令和2年度令和元年度平成３０年度

112

161

交付金事業の活動指標
及び活動実績

単位活動指標

活動実績

活動見込

今後も引き続き、途中入所の受入に対応するなど、ニーズにあった保育支援を実施します。

目標値

達成度

成果目標 成果指標

対象期間中の
途中入所の受

入人数

　育休明けの保
護者の希望や里
帰り出産に伴う
保育希望などの
多様化するニー
ズに対応した、
途中入所の受入
人数：5人
(対象期間：令
和2年7月～令和
3年1月）

人

人

評価に係る第三者機関等の活用の有無

令和2年度令和2年度

-事業期間の設定理由

達成度

羽咋市の3保育所（粟ノ保保育
所、余喜保育所、西北台保育
所）における雇用量
（雇用人数×期間）

人×７か月

人×７か月

％

事業開始年度

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

157

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果指標を交付金対象期間中の受入人数としているため

単位

117

119 112

98% 98% 100%

無

評価年度 令和2年度

成果実績

事業終了（予定）年度

％

6

5

120%



22,222,000 22,347,000 22,181,000

備　考交付金事業の総事業費等

総事業費

うち文部科学省分

交付金充当額

令和２年度

22,222,000 22,347,000

令和元年度平成３０年度

22,181,000

30,944,00030,200,65233,990,120

交付金事業の契約の概要

正規職員10名
会計年度任用職員6名

契約の目的 契約の方法

うち経済産業省分

交付金事業の評価課室

30,944,000

交付金事業の担当課室 市民福祉部健康福祉課

市民福祉部健康福祉課

人件費 雇用

契約の相手方 契約金額










