
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和2年度）
（単位：円）

福祉対策措
置

高齢者等地域支え合い事業 おおい町 21,287,843 19,000,0003

2
福祉対策措
置

子育て支援・障害者医療費
助成事業

おおい町 21,089,831 14,500,000

交付金事業に要
した経費

869,571,541 732,747,0001
福祉対策措
置

社会福祉施設等運営事業 おおい町

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



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
措置名 交付金事業の名称

福祉対策措置 社会福祉施設等運営事業

番号

1
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

交付金事業の概要

　住民福祉の増進を図るため、町内に設置している社会福祉施設について、その人件費や光熱
水費等に交付金を活用し、適切な施設運営等を行います。

　社会福祉施設等の維持運営経費（人件費、光熱水費等）
①総合町民福祉センター（職員等6名）、②保健・医療・福祉総合施設（保健師等13名）、③児童
福祉施設（保育士等34名）、④生活安全施設（消防士24名）、⑤ケーブルネットワーク施設、⑥学
校教育施設（講師等37名）、⑦社会教育施設（職員等35名）、⑧環境衛生施設、⑨簡易水道施
設、⑩下水処理施設、⑪いきいき長寿村（職員7名）、⑫総合運動公園（職員2名）、⑬フィットネ
スセンター、⑭さぶり川公園、⑮きのこの森（職員7名）、⑯頭巾山青少年旅行村（職員6名）、⑰
社会福祉協議会（職員5名）

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次おおい町総合計画（H29～R8）
重点プロジェクトテーマ　第３のテーマ　－定住の促進－
“住み続けたい”“住んでみたい”町を創造
・子育て環境や教育環境を充実し、安心して子どもを産み、育てることができる施策と、その質の
向上を図ります。

目標：子育て家庭の転入世帯数の増　（R3年度　20世帯　　R8年度　30世帯）

交付金事業実施場所 おおい町　一円

令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度事業開始年度

事業期間の設定理由



732,747,000640,229,000

640,229,000

715,380,000

715,380,000

子育て家庭
の転入世帯
数

13.00
20.00
65.0%

評価年度 令和3年度

100.0% 100.0% 100.0%

交付金を充当している社
会福祉拠点施設数（役割
別）

成果実績
目標値

42 42 42
42

達成度

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。

町内の社会福祉拠点施設運営費の大部分を占める人件費や光熱水費等に交付金を活用する
ことにより、各施設の運営が健全に保たれることで利用者の満足度向上に寄与しました。また、
各種施設は町外の方が利用される施設でもあることから、本町に訪れた方の満足度向上に寄
与し、本町の取り組む他の子育て支援施策と併せて、「子育てしやすい町おおい町」として、子
育て家庭の転入世帯の増加が図られました。

無し

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

単位

子育て家庭
の転入世帯
数 20世帯

交付金事業の総事業費等

成果目標 成果指標

2年度1年度

達成度

世帯
世帯

42 42

30年度 1年度 2年度 備　考

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

総事業費
交付金充当額

うち文部科学省分
うち経済産業省分

30年度単位

活動実績
活動見込

741,236,289 856,778,754 869,571,541

732,747,000

活動指標

施設
施設

交付金事業の活動指標及
び活動実績



農業集落排水処理施設保守点
検整備委託

随意契約
有限会社大飯環境サービス
（おおい町）

14,206,500

電気料金 随意契約（特命） 関西電力株式会社（大阪市） 169,337,610
水道料金 随意契約（特命） おおい町 3,665,200

通信サービス 随意契約（特命）
西日本電信電話株式会社
福井支店（福井市）

46,627,352

大飯浄化センター保守点検整
備委託

指名競争入札
株式会社クリタス　東海支店
（名古屋市）

15,290,000

英語指導助手委託 随意契約
株式会社アルティアセントラ
ル（名古屋市）

8,984,000

学校教育クラウドサービス 指名競争入札
NTTビジネスソリューションズ
株式会社　北陸支店
（福井市）

30,734,000

大飯清掃センター保守点検整
備委託

随意契約 株式会社タクマ（尼崎市） 39,600,000

契約の方法 契約の相手方 契約金額
人件費 雇用 職員・消防署員等（176名） 541,126,879

交付金事業の担当課室
交付金事業の評価課室

総務課
総務課

契約の目的
交付金事業の契約の概要



交付金事業の概要

　子どもの保健向上、児童福祉の増進、障害者が健康で安心して暮らせる住みよいまちづくりを
図るため、県補助金対象者を除く子ども（18歳に達する日以後最初の3月31日まで）と障害者の
医療費について、交付金を活用して助成します。
【子育て支援対象：対象者196人（R2年度実績）】
　16歳～18歳　県費補助金(子ども医療費助成事業費補助金)の対象分を除く、町費助成対象分
のみ
【障害者医療対象　対象者176人（R2年度実績）】
身体障害者手帳を所持する者・療育手帳を所持する者・精神障害保健福祉手帳と自立支援医
療受給者証の両方を所持する者（通院医療費のみ）
(県費補助金の対象者を除く、町費助成対象者のみを対象とする。)

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策とその目標

第２次おおい町総合計画（H29～R8）
「重点プロジェクトテーマ　「第３のテーマ　定住の促進」　基本目標３　「心豊かにいきいきと、育
ちと暮らしを支え合う町」
・子ども・子育て支援と児童福祉の充実
子どもが健やかに育つ仕組みづくりを推進し子育てに積極的に取り組める環境づくりを進める。
・障害者福祉の充実
障害のある人等を地域全体で支え合う仕組みづくりを行い、誰もが安心して生活できる地域社
会を構築する。
子どもがいる世帯の割合 26％（R8年度）【計画上の中間目標 25％（R3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

事業期間の設定理由 第2次おおい町総合計画の中間目標設定期間まで

番号 措置名 交付金事業の名称

2 福祉対策措置 子育て支援・障害者医療費助成事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　一円



医療費助成 補助 助成対象者 21,089,831
交付金事業の担当課室 住民窓口課
交付金事業の評価課室 住民窓口課

うち経済産業省分 19,000,000 19,000,000 14,500,000
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 19,000,000 19,000,000 14,500,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 30年度 １年度 ２年度 備　考

総事業費 25,272,900 22,334,319 21,089,831

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 １年度 ２年度

事業対象者数
活動実績 人 1,321 886 372
活動見込 人 1,321 886 372
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

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3年度

子どもがいる
世帯の割合
25％（R3年度）

子どもがいる
世帯／町内全
世帯×100

成果実績 ％ 22.44
目標値 ％ 25.00
達成度 89.8%

評価年度の設定理由
令和元年度から助成対象を拡大したため制度が浸透した段階で評価を行う

交付金事業の定性的な成果及び評価等

医療費の助成により、子どもの保健向上、障害者等の健康保持および福祉増進が図れ、少子
化対策、子どもの健全育成および障害者の健康で安心な暮らしにより、更なる住民福祉の向上
に寄与しました。また、成果指標について、本事業を含む町の子育て施策により、子育てしやす
い町として一定の認知を得ているものと推察されることから、今後も継続した取組みを実施して
いきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し



交付金事業の概要

　要介護者の介護負担を軽減し、要介護になる恐れのある高齢者や虚弱高齢者が安心して生
活を営むために必要な各種支援に交付金を活用し、更なる高齢者福祉の向上と健康保持を図
ります。
・すこやか介護用品支給者　1,543人
・福祉移送サービス利用者　31人・245回
・高齢者配食サービス配達数　1,223食
・高齢者買い物代行利用者　10人・196回
・給食サービス利用者　31人・930食
・寝具乾燥消毒サービス利用者　123人
・ふれあい入浴利用者　2,093人
・福祉バス運行利用者　258人

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次おおい町総合計画（H29～R8）
基本目標3：心豊かにいきいきと、育ちと暮らしを支え合う町
　（4）高齢者福祉の充実
　町に住む誰もが、住み慣れた地域の中で地域社会の一員として、心身ともに健康で充実した
生活を送ることができる地域社会の実現を図ります。
：目標
おおい町高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画にもとづき、要介護（要支援）認定率の上昇
の抑制を図ります。
（要介護（要支援）認定率　20.2％）

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

番号 措置名 交付金事業の名称

3 福祉対策措置 高齢者地域支え合い事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町一円



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

交付金充当額 19,000,000 19,000,000 19,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 30年度 １年度 ２年度 備　考

総事業費 25,103,031 21,285,906 21,287,843

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 １年度 ２年度

サービス利用対象者数
活動実績 人 5911 5923 6181
活動見込 人 5911 5923 6181
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

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3年度

要介護（要
支援）認定
率 20.2％

要介護（要支
援）認定者数/
第１号介護保
険被保険者数

成果実績 ％ 18.28

目標値 ％ 20.20

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

高齢者が必要とする福祉サービスを提供することにより、要介護認定高齢者や支援を必要とす
る高齢者家族の介護負担や経済的負担の軽減を図り、また高齢者の生活における移動手段を
確保することで、高齢者が住み慣れた地域で安全・安心に自分らしく自立した生活を送れるよう
に支援することで要介護認定の上昇の抑制を図ることに寄与しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し



高齢者の移動手段確保の助成 随意契約（特命）
大和交通株式会社
（おおい町）

3,084,180

交付金事業の担当課室 いきいき福祉課
交付金事業の評価課室 いきいき福祉課

介護高齢者支援助成 随意契約（特命）

イーアス株式会社おおい店
クオール薬局おおい店
くすりや渋谷
有限会社しむら
株式会社カネイチ商店
フレンドリーストア・フジサワ
（おおい町）

13,857,343

高齢者介護予防・地域支え合
い助成

随意契約（特命）
社会福祉法人おおい町社会
福祉協議会

3,038,020

谷口商店（おおい町） 680,400

助成 入浴施設利用者 627,900

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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和2年度）
（単位：円）

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

漁港施設整備事業
（宮留防波堤）

おおい町 327,416,000 290,000,000

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



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

漁港施設整備事業（宮留防波堤）

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次おおい町総合計画（H29～R8）
基本目標２　地域の宝を磨き上げ、産業の活力創出に取り組む町
・町の宝である恵まれた地域資源を活かし、磨き上げることで、農林水産業をはじめとする雇用
を生み出します。
　漁港施設である防波堤等を整備し、漁港利用者の船舶等の財産防護等、漁業環境が向上す
ることにより、新規漁業従事者の増加を図ります。
：目標
若手就漁者数（累計）：40人（R8年度）【計画上の中間目標　35人（R3年度）】
※若手就漁者…45歳以下の就漁者

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 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町 大島

交付金事業の概要

　船舶係留時の安全性、入出航時の操船性の向上を図るため実施する大島漁港内の防波堤の
新設及び延伸工事に交付金を活用し、漁業者の安全確保、及び漁業振興を図ります。
漁港施設整備工事　施工延長　 ΣL=192ｍ
捨石式防波堤　防波堤（Ａ） L=50.0m、防波堤（Ｂ） L=90.0m、防波堤（Ｃ） L=20.0m、
ブロック式混成堤防波堤　防波堤（Ｄ） L=32.0m

事業期間の設定理由 当該工事完了予定年度まで



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3年度

若手就漁者
数（累計）：
35人

若手就漁者
数（累計）

成果実績 人 30.00
目標値 人 35.00
達成度 85.7%

評価年度の設定理由
事業計画改善を図るため、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

　防波堤の漁港施設を整備により、漁業従事者等の漁港利用者の船舶等の安全が一層確保さ
れたことから、漁業環境が向上したため、就漁者数を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
無し

100.00
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

2年度

事業進捗率（累計）
活動実績 ％ 59.58 81.77 100.00
活動見込 ％ 59.58

交付金事業の総事業費等 30年度 1年度 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 30年度 1年度

81.77

総事業費 520,000,000 380,000,000 327,416,000

うち経済産業省分 450,000,000 366,000,000 290,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 450,000,000 366,000,000 290,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 建設課
交付金事業の評価課室 建設課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

漁港施設整備工事
（宮留防波堤）

指名競争入札
株式会社こんどう
（おおい町）

327,416,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和2年度）
（単位：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

学校給食センター施設・設備
更新事業

おおい町 7,167,600 6,000,000

3

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

上下水道遠方監視システム
改良事業

おおい町 88,879,029 85,000,000

62,568,000 55,000,0002

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

成和処理場
汚水処理槽等補修事業

おおい町

備　考

1
地域活性化
措置

藻場造成事業 おおい町 14,410,000 13,000,000

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



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 地域活性化措置 藻場造成事業

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

第2次おおい町総合計画（H29～R8）
重点プロジェクトテーマ　第2のテーマ　－交流の促進－
“地域の宝を磨き上げ”“産業の活力創出する”町を創造
・漁業資源の確保や施設整備等により、水産物の生産環境及び経営力の向上を図ります。

：目標
新規就漁者の確保　16人（R8年度）【計画上の中間目標　11人（R3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 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　大島

交付金事業の概要
　近年の自然環境の変化により、魚類の産卵場や幼稚魚の棲み処、餌場となる当町沿岸域の
アマモが多数減少したため、アマモ場の造成を行います。
       播種基盤材敷設　700m2

事業期間の設定理由



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、成魚の産卵場所や稚魚の成育場所となるアマ藻場７００m2を造成し、
魚介類の生息環境を改善することができました。今後も引き続き水産物の生産環境の向上に努
めるとともに、継続安定した漁獲量が期待できるよう町が水産環境の向上を図っていることにつ
いて、周知を図ることにより、新規就漁者数の増加につなげていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し

700
活動見込 m2

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

新規就漁者
数 11名

新規就漁者
数

成果実績 人 8.00
目標値 人 11.00
達成度 72.7%

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。

交付金事業の総事業費等 30年度 １年度 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 30年度 １年度

700
達成度 100.0%

２年度

藻場造成工事進捗率
活動実績 m2

総事業費 14,410,000

うち経済産業省分 13,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 13,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 農林水産課
交付金事業の評価課室 農林水産課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

藻場造成工事 指名競争入札
東洋建設株式会社
福井営業所（敦賀市）

14,410,000



事業終了（予定）年度 令和3年度

事業期間の設定理由 事業完了予定年度まで

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

成和処理場汚水処理槽等補修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町 成和

交付金事業の概要

成和処理場の施設の長寿命化を図るとともに、老朽化している機械・電気設備も併せて修繕し、
健全な事業運営を図ります。

【工事概要】　汚水処理層等補修 1.0式、機械設備改修 1.0式、電気設備改修 1.0式

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次おおい町総合計画（H29～R8）
環境と調和した暮らしの推進
上下水道の維持管理と改修等の推進
適正な下水処理と施設の改修・統合

目標：適正な下水処理を実施し、河川、海や農地を生活排水等による汚染から守るため、下水
道加入率100％を目指します。

事業開始年度 令和2年度



成和処理場汚水処理槽等
補修工事

指名競争入札
株式会社こんどう
（おおい町）

62,568,000

交付金事業の担当課室 くらし環境課
交付金事業の評価課室 くらし環境課

うち経済産業省分 55,000,000
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

交付金充当額 55,000,000
うち文部科学省分

100.0%

交付金事業の総事業費等 30年度 １年度 ２年度 備　考

総事業費 62,568,000

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
無し

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 １年度 ２年度

成和処理場汚水処理槽等
補修事業の進捗率

活動実績 ％ 58
活動見込 ％ 58
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4年度

下水道
加入率
100％

加入世帯／
区域内対象

世帯数

成果実績
目標値 ％ 100.00
達成度 0.0%

評価年度の設定理由
事業計画改善を図るため、事業終了翌年度早期に評価を実施。



交付金事業の概要

　電波法の改正による、令和4年11月30日のアナログ方式の簡易無線局(以下「アナログ無線」と
いう。）の終了に対応します。
　現在、上下水道施設の遠方監視システムにおいて下水道施設の中継ポンプ場を中心にアナ
ログ無線を使用しており、適切な施設維持管理及び運営をするために、継続して監視する環境
整備として、通信方式を町が敷設している光回線に更新工事を行います。

【工事概要】
　光回線・LTE回線化（106箇所）
　・農集施設　26処理区88箇所（うちLTE　2処理区7箇所）
　・特環施設　1処理区10箇所
　・水道施設　　7箇所
　・システム改修（役場）　1箇所

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次おおい町総合計画（H29～R8）
　〇上下水道の維持管理と改修等の推進
　　　・上水の案手的な供給と施設の改修・統合
　　　・適切な下水処理と施設の改修・統合

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和4年度

事業期間の設定理由 事業完了予定年度まで

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

上下水道遠方監視システム改良事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　一円



交付金事業の評価課室 まちづくり課 ・ くらし環境課

上下水道遠方監視システム光
ケーブル引込工事

随意契約
西日本電信電話株式会社
福井支店（福井市）

23,540,000

遠方監視システム通信方式改
修工事

指名競争入札
ｼﾝｸ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
関西支店（京都府京丹後市）

65,339,029

交付金事業の担当課室 まちづくり課 ・ くらし環境課

うち経済産業省分 85,000,000
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

交付金充当額 85,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 30年度 １年度 ２年度 備　考

総事業費 88,879,029

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 1年度 2年度

遠方監視システム改良事
業の進捗率

活動実績 ％ 43
活動見込 ％ 43
達成度 100.0%

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5年度

下水道
加入率
100％

加入世帯/
区域内世帯

数

成果実績
目標値 ％ 100.00
達成度 0.0%

評価年度の設定理由
事業計画改善を図るため、事業終了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
無し



交付金事業の概要

　平成3年の施設稼働から現在まで改修されていない箇所の改修により長寿命化し、あわせて
安全で衛生的な作業環境への改善を図ります。

【事業概要】
　・厨房機器等更新　（ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ1台、おかず用食缶　1式、ごはん用食缶　1式）

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次おおい町総合計画（H29～R8）
基本目標1　ふるさとへの愛と誇りを育み、豊かな交流で向上する町
（5）学校教育の充実
衛生的な調理環境をもって安全な給食を提供し、児童生徒の体力の向上を図ります。
：目標
学校に行くことが楽しいと思う児童生徒の割合　90％(R8年度)
【計画上の中間目標　80％(R3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

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

学校給食センター施設・設備更新事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　本郷　　おおい町立学校給食センター



うち経済産業省分 6,000,000

交付金充当額 6,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 30年度 １年度 ２年度 備　考

総事業費 7,167,600

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 １年度 ２年度

施設等更新事業の
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

学校に行くこと
が楽しいと思う
児童生徒の割
合 80%(中間目
標)

「楽しい」と回
答した児童・生
徒数/アンケー
ト対象児童・生
徒数×100

成果実績 ％ 92.15

目標値 ％ 80.00

達成度 115.2%

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

購入されてれてから13年近く年数が経過し、機能が低下してきたスチームコンベクションオーブ
ン・食缶を更新することで、安全安心な学校給食の提供ができ、児童生徒の心と体の健全な育
成に寄与しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し



交付金事業の評価課室 学校教育課

スチームコンベクション
オーブン購入

指名競争入札
畑中厨房株式会社
（福井市）

4,510,000

食缶購入 指名競争入札
畑中厨房株式会社
（福井市）

2,657,600

交付金事業の担当課室 学校教育課

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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和2年度）
（単位：円）

35,200,000 34,000,0002

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

漁港施設整備事業
（畑村防波堤）

おおい町

備　考

1
地域活性化
措置

定置漁業・底曳網漁業
振興対策事業

おおい町 36,696,000 18,000,000

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

3

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

小型動力ポンプ付積載車
購入事業（おおい町消防団
第１特別機動分団）

おおい町 19,140,000 16,000,000

4

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

あっとほ～むいきいき館
改修事業

おおい町 23,947,000 20,000,000



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

第2次おおい町総合計画（H29～R8）
重点プロジェクトテーマ　第２のテーマ　－交流の促進－
“地域の宝を磨き上げ”“産業の活力創出する”町を創造
・漁業資源の確保や施設整備等により、水産物の生産環境及び経営力の向上を図ります。

：目標
水産物の販売額　600百万円（R8年度）【計画上の中間目標　570百万円（R3年度）】

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 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　大島

交付金事業の概要
　漁業をめぐる状況の変化に対応し漁家における持続的経営体制を構築する為、漁業経営体
が経営基盤を強化し生産量増加に向けて取組む漁船の建造に係る経費に対し、補助します。

事業期間の設定理由 建造予定期間による。

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 定置漁業・底曳網漁業振興対策事業



交付金事業の契約の概要

交付金充当額 18,000,000
うち文部科学省分

総事業費 36,696,000

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

漁船建造費用の助成 補助 大島漁業協同組合 36,696,000

交付金事業の担当課室 農林水産課
交付金事業の評価課室 農林水産課

18,000,000

交付金事業の総事業費等 30年度 １年度 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 30年度 １年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し

55
達成度 100.0%

２年度

事業進捗率
活動実績 ％ 55
活動見込 ％

目標値 百万円 570
達成度 0.0%

評価年度の設定理由
事業計画改善を図るため、事業終了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
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4年度

水産物の販
売額
570百万円

水産物の販
売額

成果実績 百万円



事業終了（予定）年度 令和3年度

事業期間の設定理由 第2次おおい町総合計画の終期まで

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

漁港施設整備事業（畑村防波堤）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　大島

交付金事業の概要

　護岸に係留する船舶に対し静穏度が確保されず、地域漁業者の安全な漁港利用に支障をき
たしているため、防波堤の整備を行い漁港利用者の船舶防護等、漁業環境の向上を図る。
　漁港施設整備工事　施工延長ΣL＝110.3M
　直立消波ブロック式防波堤　L＝110.3M

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次おおい町総合計画（H29～R8）
基本目標２　地域の宝を磨き上げ、産業の活力創出に取り組む町
・町の宝である恵まれた地域資源を活かし、磨き上げることで、農林水産業をはじめとする雇用
を生み出す。
　漁港施設である防波堤等を整備し、漁港利用者の船舶等の財産防護等、漁業環境が向上す
ることにより、新規漁業従事者の増加を図る。
：目標
若手就漁者数（累計）：40人（R8年度）【計画上の中間目標　35人（R3年度）】
※若手就漁者…45歳以下の就漁者

事業開始年度 令和2年度



漁港施設整備工事
（畑村防波堤）

指名競争入札
株式会社こんどう
（おおい町）

35,200,000

交付金事業の担当課室 建設課
交付金事業の評価課室 建設課

うち経済産業省分 34,000,000
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

交付金充当額 34,000,000
うち文部科学省分

100.0%

交付金事業の総事業費等 30年度 1年度 2年度 備　考

総事業費 35,200,000

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
無し

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 １年度 ２年度

事業進捗率
活動実績 ％ 10.33
活動見込 ％ 10.33
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4年度

若手就漁者
数（累計）：
35人

若手就漁者
数（累計）

成果実績
目標値 人 35.00
達成度 0.0%

評価年度の設定理由
事業計画改善を図るため、事業終了翌年度早期に評価を実施。



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

小型動力ポンプ付積載車購入事業（おおい町消防団第１特別機動分団）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　本郷　おおい消防団　第１特別機動分団（大飯）

交付金事業の概要

　第１特別機動分団の既存車両は平成１２年に導入したもので、若狭消防組合の消防車両等の
更新基準である２０年以上を経過し、経年劣化によりエンジンの出力低下およびシャシ、ホース
カーに錆が発生している等老朽化が進んでいるため、交付金を活用し小型動力ポンプ付積載車
を購入することで、災害・火災出動時の走行等消火活動の改善及び防火意識の高揚が図られ、
地域住民の生活安全の向上に資する。

第１特別機動分団（大飯）
　小型動力ポンプ付積載車（ＣＤ－１）　１台

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次おおい町総合計画（H29～R8）
基本目標４　豊かな自然を大切に、暮らしやすさと安全・安心を進める町
（3）安全・安心な暮らしの確保
（4）地域防災対策の推進
　災害・火災出場時に必要とする車両の更新購入に交付金を活用し、地域住民の生活安全及び
防災意識の向上を図ります。

：目標
自主防災組織数：63地区（R8年度）【計画上の中間目標　40地区（R3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



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

自主防災組
織数40地区
（R3年度）

自主防災組
織数

成果実績 地区数 35
目標値 地区数 40
達成度 87.5%

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

　老朽化により機能低下した小型動力ポンプ付積載車を更新することで、災害・火災出場時の
走行等消火活動の改善及び防火意識の高揚が図られ、地域住民の生活安全の向上に寄与し
ました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し

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 １年度 ２年度

積載車両の購入台数
活動実績 台数 1
活動見込 台数 1
達成度 100.0%

交付金事業の総事業費等 30年度 １年度 ２年度 備　考

うち経済産業省分 16,000,000

総事業費 19,140,000
交付金充当額 16,000,000

交付金事業の担当課室 防災安全課
交付金事業の評価課室 防災安全課

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

消防ポンプ自動車購入 指名競争入札
長野ポンプ株式会社
福井営業所（福井市）

19,140,000

うち文部科学省分



4
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

あっとほ～むいきいき館改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町　名田庄下

交付金事業の概要

　あっとほ～むいきいき館（おおい町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター、同　名田庄
診療所）は、保健・福祉・医療の三位一体の施設として平成11年3月に開館した施設です。
　診療所、歯科、デイサービスセンター、保健センター機能を有しており、年間約26,000人が利用
する施設であるが、整備から19年が経過し老朽化が進んでいます。
　利用者の安全性の確保及び快適に利用していただくために老朽化した施設の修繕等が必要
で、交付金を活用し改修工事を行います。
　あっとほ～むいきいき館屋上防水等改修工事　屋上防水改修　A=1,990m2

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次おおい町総合計画（H29～R8）
基本目標３　心豊かにいきいきと、育ちと暮らしを支え合う町
（２）医療体制の充実
（４）高齢者福祉の充実
乳幼児から高齢者まで住み慣れた地域で安心・安全な生活を継続して営めるよう施設の充実に
交付金を活用し、安心して暮らせる社会の構築を図ります。

目標：子育て家庭の転入世帯数の増　（R3年度　20世帯　　R8年度　30世帯）

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

子育て家庭
の転入世帯
数 20世帯

子育て家庭
の転入世帯
数

成果実績 世帯 13.00
目標値 世帯 20.00
達成度 65.0%

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

当該施設が整備されてから20年近く年数が経過し老朽化が進んでいた屋上防水等の改修工事
を行うことにより、施設の健全性が確保され、利用者の安全性及び利便性が向上しました。
　また、保健・福祉・医療の総合施設は、産まれる前から介護を必要とする年齢まで住民生活と
密接に関係しており、施設の利便性を向上させることにより、子育て家庭の転入世帯の増加に
寄与しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し

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 1年度 2年度

事業進捗状況
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 30年度 1年度 2年度 備　考
総事業費 23,947,000
交付金充当額 20,000,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 20,000,000

交付金事業の担当課室 すこやか健康課
交付金事業の評価課室 すこやか健康課

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

あっとほ～むいきいき館屋上防
水等改修工事

指名競争入札
富士良建設株式会社
（おおい町）

23,947,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和2年度）
（単位：円）

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

教職員用タブレット端末
購入事業

おおい町 21,945,000 13,000,000

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



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都
道府県又は市町村の主要
政策・施策とその目標

第2次おおい町総合計画（H29～R8）
基本目標１　ふるさとへの愛と誇りを育み、豊かな交流で向上する町
（５）学校教育の充実
　児童生徒の情報活用能力の向上を目指し、タブレットや電子黒板等を活用したＩＣＴ教育を推進
するとともに、専門知識を有する教員を育成する。また、ＩＣＴを活用した学校間交流の活性化を
図ります。

目標：ＩＣＴ教育向上に係る研修受講者数　13人（R8年度）【計画上の中間目標：13人（R3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 おおい町
交付金事業実施場所 おおい町立小中学校（おおい町　野尻　地係　外）

交付金事業の概要

　国が進めるＧＩＧＡスクールネット構造による児童生徒1人1台端末の整備に併せて、平成26年
度に整備した教職員用タブレット端末を更新し、学校教育におけるＩＣＴ化の推進を図ります。

■備品概要　教職員用タブレット端末購入
　　　　　　　　　　中学校分（全2校）：34台＋予備2台＝36台
　　　　　　　　　　小学校分（全4校）：68台＋予備4台＝72台　　　　計108台

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

教職員用タブレット端末購入事業



交付金充当額 13,000,000
うち文部科学省分

総事業費 21,945,000

うち経済産業省分 13,000,000

交付金事業の総事業費等 30年度 １年度 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 30年度 １年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

108
達成度 100.0%

２年度

交付金を活用して整備し
たＩＣＴ機器台数

活動実績 台 108
活動見込 台

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

ＩＣＴ教育向上
に係る研修授
業者数（中間
目標）13人

県及び町等が
実施する教職
員向けＩＣＴ研
修受講者数

成果実績 人 67

目標値 人 13

達成度 515.4%

評価年度の設定理由
学校教育現場における教職員のＩＣＴ知識向上を目的とし、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

　国が進めるＧＩＧＡスクールネット構造による児童生徒1人1台端末の整備に併せて、平成26年
度に整備した教職員用タブレット端末を更新し、学校教育におけるＩＣＴ化を推進しました。
　なお、当該端末を用いた遠隔会議のテスト運用をはじめ、新型コロナウィルス等による臨時休
校時における遠隔授業の実施に向け、テスト及び研修を実施し、今後の更なる学校教育ＩＣＴ化
に寄与します。



交付金事業の担当課室 学校教育課
交付金事業の評価課室 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

教職員用タブレット購入 指名競争入札
西日本電信電話株式会社
福井支店（福井市）

21,945,000

交付金事業の契約の概要
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