
別紙

Ⅰ．事業評価総括表 

　（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。

子ども医療助成事業 26,957,477 18,000,000

地域活性化措置

合計 329,495,926 244,507,000

6

7 地域活性化措置 オンデマンドバス運行事業

16,005,000 15,000,000

3

外国人英語指導人材配置事業

（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 福祉対策措置 40,077,926 36,107,000

2

地域医療サービス提供事業

高浜町

67,000,000

86,400,000

7,000,000

85,069,659

101,913,980

8,940,124

50,531,760 15,000,000

福祉対策措置

地域活性化措置

4

福祉対策措置 地域福祉サービス提供事業

5

観光振興・地域情報発信事業

住民サービス情報提供・発信事業

地域活性化措置



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 福祉対策措置 地域医療サービス提供事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　１　医療、保健、福祉が連携し、安心して暮らせるまち
　　　　　　１　住民一人ひとりの健康寿命を延ばします

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 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円
交付金事業の概要 住民の健康増進、子ども・高齢者・障害者等が安心して暮らしを送ることを可能とするため、地域

医療・福祉に係る以下の事業を実施しました。

〇予防接種事業（BCG・麻疹・風疹・三種・二種混合他）
・予防接種法に基づく乳幼児・学童が受ける定期予防接種を実施しました（延べ１,９７９件）

〇予防接種事業（高齢者インフルエンザ・肺炎球菌）
・６５歳以上の高齢者に対し、インフルエンザ予防接種を実施しました（延べ２，５６３件）

〇ガン検診事業
・胃がん、子宮がん、肺がん、乳がん、大腸がんの集団検診を実施しました（延べ４，２７８件）

〇妊婦・乳児健診
・母子保健法に基づく健康診査を実施しました（延べ１,３８６件）

〇在宅当番医制運営事業
・休日（日曜・祝日等）に発生する町民の急患対応について、地元の医療機関において初期診療を
受けられる体制を整えました。



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

‐ －

成果実績 ％

目標値 ％

達成度

評価年度の設定理由
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

本交付金の活用により、住民の健康増進及び障害者福祉等に役立てることができました。
○乳幼児・学童が受ける予防接種は多くの疾病の流行防止に役立ちました。今後も引き続き積極的
に接種を勧奨し、地域全体としての一定の接種率を確保することにより、免疫水準の維持確保を図
りたいと思います。
○高齢者が受けるインフルエンザおよび肺炎球菌予防接種事業を実施することにより、疾病の重症
化や重篤な合併症の併発を防止し、高齢者の健康維持を図ることができました。
○がん検診の集団検診実施することができました。がんを早期に発見し治療をするために、より多
くの住民にがん検診を受診してもらう等、今後も受診率を向上させ受診環境を改善していくことに
より、がんによる死亡率の減少にもつなげることができると考えられます。
○妊婦および乳児の健康診査受診に必要な経費を助成、交付することにより、妊婦・乳児の健康管
理の充実ならびに経済的負担の軽減を図ることができました。当町の子育て支援策の向上、また少
子化対策の一助として役立ちました。
〇日曜・祝日の休日診療を実施することにより、救急の初期診療が可能となり、住民の安心が確保
されました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



うち経済産業省分 36,107,000

総事業費 40,077,926

1,489 1,386

活動見込 件 1,797 1,578 1,362

達成度 98.7% 94.4% 101.8%

休日における緊急医療体制
の確保

活動実績 件 73 76 72

活動見込

交付金充当額 36,107,000
うち文部科学省分

件 73 76 72

達成度 100.0% 100.0% 100.0%

妊婦乳幼児健診受診者数

活動実績 件 1,774

2,149

達成度 77.3% 95.4% 92.1%

令和２年度

乳幼児予防接種者数

活動実績 件 2,216 2,116 1,979

活動見込 件 2,867

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度

2,218

2,120 2,351

達成度 95.6% 99.9% 109.0%

がん検診受診者数

活動実績 件 5,220 5,322 4,278

活動見込

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

高齢者予防接種者数

活動実績 件 2,015 2,117

件 5,800 5,450 5,070

達成度 90.0% 97.7% 84.4%

2,563

活動見込 件 2,108



交付金事業の評価課室 高浜町　保健福祉課

妊婦・乳児健診 助成
福井県医師会（福井市）
舞鶴医師会（京都府舞鶴市）

7,355,800

在宅当番医制運営事業 随意契約（特命）
大飯郡在宅当番医組合
（高浜町）

2,046,339

交付金事業の担当課室 高浜町　保健福祉課

予防接種（乳幼児・学童） 助成

小浜医師会（小浜市）
公立小浜病院（小浜市）
常藤内科医院（高浜町）
舞鶴医師会（京都府舞鶴市）
福井県医師会（福井市）

15,844,782

予防接種（高齢者） 助成

小浜医師会（小浜市）
公立小浜病院（小浜市）
常藤内科医院（高浜町）
かどかわクリニック（高浜
町）
舞鶴医師会（京都府舞鶴市）
福井県医師会（福井市）
舞鶴医療センター（京都府舞
鶴市）

5,592,719

ガン検診 助成
公益財団法人福井県予防医学
協会（福井市）

9,238,286

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



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

2 福祉対策措置 子ども医療助成事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　１　医療、保健、福祉が連携し、安心して暮らせるまち
　　　　　　１　住民一人ひとりの健康寿命を延ばします

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 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円
交付金事業の概要

子ども医療費の助成事業を実施しました。

〇子ども医療費助成事業
・出生から高校卒業までの子どもに係る医療費を助成しました。



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

13,000

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

12,000

達成度 115.1% 112.6% 95.2%

令和２年度

対象医療費の支給件数

活動実績 件 13,806 14,639 11,422

活動見込 件 12,000

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３年度

‐ －

成果実績 件

目標値 件

達成度

評価年度の設定理由
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

本交付金の活用により、住民の健康増進及び障害者福祉等に役立てることができました。

○医療費の自己負担金を助成することができました。このことにより保護者の経済的負担を軽減し
必要な医療を安心して受けることができ、子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりができたと思い
ます。



交付金事業の担当課室 高浜町　住民生活課
交付金事業の評価課室 高浜町　住民生活課

子ども医療費助成 助成 住民 26,957,477

うち文部科学省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち経済産業省分 18,000,000
交付金事業の契約の概要

総事業費 26,957,477
交付金充当額 18,000,000

交付金事業の総事業費等 令和２年度 備　考



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

交付金事業の概要

住民の健康増進、子ども・高齢者・障害者等が安心して暮らしを送ることを可能とするため、地域
医療・福祉に係る以下の事業を実施しました。
〇障害者雇用支援業務委託事業
・町内在住の障害者（精神障害、知的障害、身体障害）の雇用の場および就労訓練の場を確保し、
障害者の雇用支援及び社会復帰支援を目的に、高浜町リサイクルセンターで再資源化物の分別、圧
縮梱包、修理等の業務を委託しました。

〇地域型在宅介護支援センター運営事業
・在宅の要援護高齢者及び、要援護となる可能性のある高齢者並びに、その家族等の福祉向上を図
るために、町内２箇所に地域型在宅介護支援センターを開設しています。

〇介護用品支援事業
・在宅で６５歳以上の要介護者に安らかで快適な生活が慣れ親しんだ家庭や地域で保持できるよう
に、また介護者の負担軽減を図るために、おむつや防水シーツなどの介護用品の支給を行いまし
た。

〇地域福祉活動運営費補助事業
・高浜町社会福祉協議会が行う高齢者向けの健康体操や介護予防事業などに係る職員の人件費等に
対して補助金を交付しました。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円

番号 措置名 交付金事業の名称

3 福祉対策措置 地域福祉サービス提供事業



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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　１　医療、保健、福祉が連携し、安心して暮らせるまち
　　　　　　１　住民一人ひとりの健康寿命を延ばします

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　２　支え愛・助け愛で、人にやさしい福祉サービスが得られるまち
　　　　　　１　生きがいづくりや自己実現を支援します

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　２　支え愛・助け愛で、人にやさしい福祉サービスが得られるまち
　　　　　　３　地域ケア体制を構築します

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度



無

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、住民の健康増進及び障害者福祉等に役立てることができました。
〇障害者の雇用支援や自立支援が促進され、障害者福祉の向上につながりました。
〇本事業により、地域の要援護高齢者やその家族が、各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等
について情報を得ることができようになりました。また、要援護状態になる恐れのある住民の把握
が可能になり、介護家族の会を支援する事により、在宅での介護の負担軽減に結びつけることがで
きました。
〇介護用品支給事業を継続することができ、在宅介護家族の負担を軽減することができました。
〇地域福祉活動部門の人件費を確保することができ、事業の安定的な運営が図られ、今後ますます
必要と予想される介護や子育てなどの環境整備や、住民自らが主体的に地域を支えていく基盤作り
の推進につながりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

目標値

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

― ―

成果実績

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施。



91.2% 90.4%

交付金事業の活動指標及
び活動実績 令和元年度 令和２年度

介護用品利用者数

活動実績 件 323 228 244

活動見込 件 400 250 270

達成度 80.8%

活動指標 単位 平成３０年度

箇所 32

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

地域ふれあいサロン開催数

活動実績 箇所 42 43 32

活動見込 44 44

達成度 131.3% 97.7% 72.7%

令和元年度 令和２年度

障害者雇用実績人数

活動実績 人 9 8 9

活動見込 人 10 10 10

達成度 90.0%

活動指標 単位 平成３０年度

80.0% 90.0%

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度

2,1002,070 2,000

達成度 107.6% 122.5% 141.5%

令和２年度

福祉サービス実施回数

活動実績 回 2,228 2,573 2,830

活動見込 回



交付金事業の評価課室 高浜町　保健福祉課
交付金事業の担当課室 高浜町　保健福祉課

地域型在宅介護支援センター
運営事業（青郷地区）

随意契約（特命）
社会福祉法人高浜町社会福祉
協議会（高浜町）

3,000,000

介護用品支援 助成

三和薬品株式会社（福井市）
佐々木薬局高浜店（高浜町）
ドラッグユタカ若狭高浜店
（高浜町）
ゲンキー株式会社（坂井市）

7,450,152

地域福祉活動事業補助 補助金交付
社会福祉法人高浜町社会福祉
協議会（高浜町）

54,051,000

地域型在宅介護支援センター
運営事業（和田地区）

随意契約（特命）
社会福祉法人 友興会 高浜け
いあいの里（高浜町）

3,000,000

障害者雇用支援業務委託事業 随意契約（特命）
社会福祉法人高浜町社会福祉
協議会（高浜町）

17,568,507

交付金充当額 67,000,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち経済産業省分 67,000,000
交付金事業の契約の概要

うち文部科学省分

備　考交付金事業の総事業費等 令和２年度

総事業費 85,069,659



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 地域活性化措置 観光振興・地域情報発信事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円
交付金事業の概要

通年型・着地型観光への転換を図り、観光活性化による入込客数の増加や観光消費の増加による地域
経済の活性化を目的として、観光振興・地域情報発信に係る以下の事業を実施しました。

○観光振興施設運営事業（指定管理料、清掃業務委託料）
・通年型観光地として観光振興施設の適正な運営管理を達成し、基幹産業である観光産業の振興
　を図るため、町内５施設の維持運営を実施しました。
○公園管理運営事業（公衆トイレ・公園清掃業務）
・公園施設の維持管理・清掃業務を委託し、安全で快適に公園が利用できるような環境を整備し
　ました。
○旧京都電燈施設活用事業
・国の伝統的建築物に指定されている「旧京都電燈」を活用した住民企画イベントやまち歩きツ
　アーの造成を委託し、着地型観光の推進を図りました。
○青葉山健康長寿の里体験イベント推進事業　（ハーバルビレッジ来訪者数４，３０９人/年間）
・青葉山健康長寿の里を拠点として体験型観光を推進し、青葉山麓に生息する貴重な動植物を活
　用しながら、観光客を誘致できるイベントの開催や観光メニューの充実を図りました。
○若狭高浜観光協会運営費補助事業　（年間観光客数837,334人）
・高浜町が夏期観光の町から転換し、通年型観光の町として再生するため、（一社）若狭高浜観
　光協会の運営費として補助金を支給し、観光協会の組織強化と、適正な協会の運営管理を実施
　しました。
○観光産業活性化事業補助金
・高浜町の自然や歴史的な地域資源を活かした観光事業の活性化を目的に、新たな観光メニュー
 の実施に補助金を交付し、町内の観光事業者を支援しました。



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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標4　豊かな自然を守り、地球環境に貢献するまち
　　　　　１　自然環境を再認識・再発見し見える化します
　　　　　　1　自然環境の再認識・再発見の取組みを、継続的に実施・支援します

基本目標２　いきいきと働くことができるまち
　　　　　２　ブランド化を推進し、選ばれるための魅力を創出するまち
　　　　　　４　ブランド化と観光集客の相乗効果を実現します

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度
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
年間観光客数の
増加（目標：
950,000人）

年間観光客数
成果実績 人 252,780
目標値 人 950,000
達成度 26.6%

評価年度の設定理由
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

・青葉山健康長寿の里は、平成30年4月から薬草に特化したし施設にリニューアルし、「薬草」「健
康長寿」に関した体験イベント等を実施することができました。町内の小中学校を対象に体験学習な
どの受け入れも積極的に実施することで、子どもたにち高浜町の自然の豊かさや、魅力を再認識する
きっかけづくりになりました。
・旧京都電燈施設を活用し、今年もさまざまな企画を検討し実施することができました。『高浜まち
歩きツアー』は、恒例イベントとして実施している『若狭高浜ひなまつり』に合わせて実施すること
で、町内外の各種団体からも参加していただくことができました。このような着地型観光の企画運営
や、ツアー造成を委託することで、今後もさらなる推進を図れると思います。
・本交付金の活用により、花火大会・漁火想・ふぐまつりなど各種イベントを開催することができま
した。これらのイベントにおいて、おおむね例年通りの誘客数を維持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



達成度 95% 102% 2%

5,000

達成度 86%

10,000 9,400 9,500

96%

開設日数
まちの駅「ぷらっとHome高
浜」

活動実績 日 296 295 255

活動見込 日 296 295 255

達成度 100% 100% 100%

300,000

達成度 93% 98% 43%

令和２年度

施設利用者数
道の駅「シーサイド高浜」

活動実績 人 280,070 275,474 130,132

活動見込 人 300,000

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度

280,000

交付金事業の活動指標及
び活動実績

施設利用者数
駅併設観光振興施設JR青郷
駅・若狭和田駅・三松駅

活動実績 人 674 675 673

活動見込 人 700 700 700

達成度 96% 96%

公園施設管理の延べ出務時
間

活動実績 時間 2,178 2,178 7,008

活動見込 時間 2,170 2,170 7,646

五色山公園入込数

活動実績 人 9,453 9,566 156

活動見込 人

達成度 100% 100% 92%

施設利用者数
青葉山健康長寿の里

活動実績 人 4,309

活動見込 人



うち経済産業省分 101,900,000 106,288,000 86,400,000

交付金充当額 101,900,000 106,288,000 86,400,000
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 備　考

総事業費 125,702,326 114,147,048 101,913,980

観光産業活性化事業利用者
数

活動実績 人 3,700 3,838 608

活動見込 人 4,100 3,700 907

達成度 90.2% 103.7% 67.0%

観光協会の補助事業・受託
事業数

活動実績 本 9 6 13

活動見込 本 9 6 13

達成度 100.0% 100.0% 100.0%

旧京都電燈施設開館日数

活動実績 日 237 237 238

活動見込 日 237 232 210

達成度 100.0% 102.2% 113.3%

脇坂公園入込数

活動実績 人 6,355 6,520 3,460

活動見込 人 6,100 6,300 6,300

達成度 104% 103% 55%

交付金事業の活動指標及
び活動実績



交付金事業の評価課室 高浜町　総合政策課　産業振興課

若狭高浜観光協会運営費補助 補助金
一般社団法人若狭高浜観光協

会（高浜町）
16,000,000

観光産業活性化事業補助 補助金
一般社団法人若狭高浜観光協

会（高浜町）
4,016,172

交付金事業の担当課室 高浜町　総合政策課　産業振興課

公園管理運営事業（五色山） 随意契約（特命）
広瀬山自然公園管理組合（高

浜町）
1,276,000

旧京都電燈施設活用事業 随意契約（特命）
高浜町まちづくりネットワー

ク（高浜町）
2,409,000

公園管理運営事業（公衆トイ
レ・公園清掃業務）

随意契約（特命）
公益社団法人高浜町シルバー
人材センター（高浜町）

7,295,808

青葉山健康長寿の里
（指定管理料）

委託契約 青葉山麓研究所（高浜町） 14,750,000

公園管理運営事業（脇坂） 随意契約（特命） 西三松区長 2,717,000

道の駅（指定管理料） 委託契約
中日本エクシス株式会社

（名古屋市中区）
19,350,000

駅併設観光振興施設（指定管
理料）

委託契約
公益社団法人高浜町シルバー
人材センター（高浜町）

7,100,000

まちの駅（指定管理料） 委託契約
一般社団法人若狭高浜観光協

会（高浜町）
27,000,000

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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

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
配布地区数
（区・班・そ

の他）
―

成果実績 箇所 64
目標値 箇所 64
達成度 100.0%

評価年度の設定理由
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

各種広報文書や回覧文書の配布を各地区の区長へ依頼することにより、必要数の把握が容易にな
り、町民への配布漏れを無くすことができました。このことにより町民が必要とする行政情報を効
率的に配布し、町民の各種施策や行事等への関心を喚起することができました。

番号 措置名 交付金事業の名称
5 地域活性化措置 住民サービス情報提供・発信事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　３　情報提供および情報基盤の整備を推進します

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 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円

交付金事業の概要
町民に対し行政からの様々な情報やお知らせ等の提供を行うため、自治会長を通じて、広報誌等文
書の各戸配布及び回覧を実施しました。



交付金事業の担当課室 高浜町　総務課
交付金事業の評価課室 高浜町　総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

広報誌配布 補助 区長 8,910,124

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 7,000,000 7,000,000 7,000,000
うち文部科学省分

総事業費 8,420,877 8,775,165 8,940,124

うち経済産業省分 7,000,000 7,000,000 7,000,000

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

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

23 23
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

年間配布回数
活動実績 回 23 23 23
活動見込 回 23



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 地域活性化措置 外国人英語指導人材配置事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標５　学びあい・教えあい、そして、人を育むまち
　　　　　３　生涯を通じて、多様な活動が気軽に楽しめるまち
　　　　　　４　国際社会に対応できるまちづくり・ひとづくりを推進します

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 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円

交付金事業の概要

町内の児童・生徒が外国語や外国文化に触れる機会を設け、国際感覚豊かな人材の育成を目的に、
以下の事業を実施しました。

○外国人英語指導業務委託料
・グローバルな人材の育成を企図し、ネイティブ・スピーカーと触れ合うことで、児童に授業やそ
の他の面から英語に慣れ親しませることを目的に、小学校、保育所にＡＬＴを派遣しました。（Ａ
ＬＴ３名を町内４校に派遣）

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

児童を英語に
親しませる

英検準２級合
格者数

成果実績 人 6
目標値 人 5

達成度 120.0%

評価年度の設定理由
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

町内すべての小学校にALTを派遣し、外国語活動の時間だけではなく休み時間や行事のなかでもALT
と触れ合い、「文化や習慣の違いを学ぶことができた」「英語をもっと勉強したい、様々なことに
挑戦したいと強く思った」等の感想があり、異文化体験や国際理解を深めるだけでなく、コミュニ
ケーション能力や積極性について養うことができました。

交付金事業の総事業費等

活動指標 単位 令和３０年度 令和元年度

4

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

4
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

ALT活動学校数
活動実績 校 4 4 4
活動見込 校

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 4

交付金事業の担当課室 高浜町　教育委員会
交付金事業の評価課室 高浜町　教育委員会

うち文部科学省分
うち経済産業省分 15,000,000 15,000,000 15,000,000

総事業費 15,234,480 15,859,500 16,005,000

外国人英語指導助手（ALT）
配置業務委託料

随意契約（特命）
株式会社アルティアセントラ
ル（愛知県名古屋市）

16,005,000

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

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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

番号 措置名 交付金事業の名称
7 地域活性化措置 オンデマンドバス運行事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　３　地域交通ネットワークが整備され、利便性の高いまち
　　　　　　１　地域交通ネットワークを再構築します

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 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円

交付金事業の概要
高浜町内全域における、公共交通空白地区の住民の交通手段の確保及び交通弱者と、運転免許証自
主返納者の交通移動手段を維持・確保することを目的に、オンデマンドバスの運行事業を実施しま
した。

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

地域交通ネット
ワークの再構築

年間利用者数

成果実績 人 18,171
目標値 人 22,000

達成度 82.6%

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
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

本交付金の活用により、継続的に安定して本事業を実施する事ができます。その結果、赤ふんバス
は交通手段を超えた、地域全体の「安心・安全・快適に利用できるサービスインフラ」として地域
に密着した「利用者にやさしい交通システム」の確立が期待できます。



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 令和２年度

運転手活動量
（雇用人数（人）×稼働日

数（日）） 活動実績
 活動見込　達成度

活動実績 人日 1,074 1,077 1,074

活動見込 人日 1,074 1,074 1,074

達成度 100.3% 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 43,038,300 40,768,000 50,531,760

100.0%

交付金充当額 8,000,000 8,000,000 15,000,000
うち文部科学省分

オンデマンドバスの運行 補助金
高浜交通株式会社

（高浜町）
50,531,760

交付金事業の担当課室 高浜町　総合政策課
交付金事業の評価課室 高浜町　総合政策課

うち経済産業省分 8,000,000 8,000,000 15,000,000
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



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 

　（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。

合計 1,500,078,277 1,088,334,000

3,000,00011
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

まちなか交流館維持運営事業 3,041,610

（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

643,012,552 524,652,000

5
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

区有外灯電気料支援事業 2,760,760 1,788,000

1
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

消防施設維持運営事業 253,207,000 80,000,000

高浜町6
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

学校教育施設維持運営事業 47,739,368 42,000,000

3
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

4
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

公共施設運営事業

テレビ再放送サービス事業 166,617,000 130,000,000

2
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

通信施設維持運営事業 3,739,775 3,450,000

7
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

町立図書館維持運営事業 7,509,459 7,160,000

8
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

下水道施設維持運営事業 50,349,355 39,600,000

9
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

生活衛生施設維持運営事業 290,609,770 233,784,000

10
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

保健福祉施設施設維持運営事業 31,491,628 22,900,000



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

1
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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　３　地域の人々が協働で築く、安全安心なまち
　　　　　　１　平常時の備えを充実します

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要

安全・安心に暮らせる豊かで潤いのある町の実現に向け、消防防災・救急体制の充実強化を図るた
め、若狭消防組合分担金の以下の費目に交付金を充当しました。

・若狭消防組合高浜分署の職員人件費（１６名）
・高浜消防団の消防団員の報酬（１６９名）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名



100.0% 100.0%

令和元年度 令和２年度

若狭消防組合高浜分署の職
員の確保

活動実績 人 18 20 16

活動見込 人 17 20 16

達成度 105.9%

活動指標 単位 平成３０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

本交付金の活用により、消防職員数16名分、消防団員数169名の財源を確保した結果、消防防災体制
の充実、消防・救急体制の計画的な整備を推進していくことが可能となり、安全で安心なまちづくり
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

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

消防防災・救急
体制の充実強化

消防団指導員研
修の受講回数

成果実績 回 1
目標値 回

交付金事業の活動指標及
び活動実績

3
達成度 33.3%

評価年度の設定理由

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

高浜消防団の消防団員の確
保

活動実績 人 155 160 169

活動見込 人 155 160 169

達成度 100.0% 100.0% 100.0%



交付金事業の評価課室 高浜町　防災安全課

高浜分署運営費（うち人件
費）

負担金 消防職員 250,028,000

交付金事業の担当課室 高浜町　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

高浜消防団の消防団員 報酬 消防団員 3,179,000

うち経済産業省分 80,000,000 80,000,000 80,000,000
うち文部科学省分

交付金充当額 80,000,000 80,000,000 80,000,000
総事業費 253,983,000 261,590,330 253,207,000

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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施

100.0%
評価年度の設定理由

災害時等の住民への情報提供機能や通信機能の維持を目的に、通信施設について以下の保守点検等の
業務を実施しました。

○防災行政無線　屋外拡声器電気料
○防災行政無線設備等保守点検業務委託料
○衛星携帯電話使用料（12ヶ月）

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

情報伝達手段
の確立

情報伝達訓練
の実施回数

成果実績 回 5
目標値 回

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

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、情報伝達手段を確立し点検や災害を想定した訓練等を実施し、いつ発生する
か予測できない災害に備え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

5
達成度

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 通信施設維持運営事業

交付金事業に関係する都 交付金事業に関係する主要政策・施策
事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要



備　考令和２年度令和元年度平成３０年度交付金事業の総事業費等

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

衛星携帯電話の使用料充当
期間

活動実績 月 10 12
活動見込 月 10 12 12
達成度 0.0%

活動指標

100.0%

単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

防災行政無線設備等保守点
検業務委託料

活動実績 式 1 1 1
活動見込 式 1 1 1
達成度 100.0% 100.0%

単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

防災行政無線　屋外拡声器
電気料

活動実績 式 1 1 1
活動見込 式 1 1 1

交付金事業の評価課室 高浜町　防災安全課

うち経済産業省分 2,650,000 5,450,000 3,450,000
うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 高浜町　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

防災行政無線　屋外拡声器電気料 随意契約（特命） 関西電力　株式会社 304,321

衛星携帯電話使用料 随意契約（特命）
株式会社NTTドコモ
（東京都千代田区） 652,454

総事業費 3,314,740 6,650,027 3,739,775

防災行政無線設備等保守点検
業務委託料

随意契約（特命）
パナソニックシステムソリューショ

ンズジャパン株式会社北陸社
（石川県金沢市）

2,783,000

達成度 100.0% 100.0% 100.0%

交付金充当額

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

2,650,000 5,450,000 3,450,000

100.0%100.0%



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

テレビ再放送サービス事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　３　情報提供および情報基盤の整備を推進します

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 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要
民間事業者の光ケーブル網を利用し、難視聴対策として町内全域で希望する世帯に対し、行政チャン
ネルを含む民間テレビ放送を提供するとともに、防災対策として個別受信機が利用できる環境を提供
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

全戸の設備加
入

設備加入率
成果実績 ％ 94.1
目標値 ％ 100
達成度 94.1%

評価年度の設定理由
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

本交付金の活用により、民設民営で整備された堅牢性、安定性の高い設備により、災害に強く24時間
365日の故障対応が可能となり、災害に強いまちづくりに寄与しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 143.3% 120.0%

年度

再送信テレビ申込件数
活動実績 件 43 36
活動見込 件 30

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 令和３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

30

総事業費 164,964,600 166,617,000
交付金充当額 120,000,000 130,000,000

うち文部科学省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち経済産業省分 120,000,000 130,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金事業の評価課室 高浜町　総合政策課
交付金事業の担当課室 高浜町　総合政策課

テレビ再放送サービス等利用
料

随意契約（特命）
株式会社　オプテージ

（大阪府大阪市）
166,617,000



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

4
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

公共施設運営事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円
交付金事業者名又は間接交付金事業者名

交付金事業の概要

住民サービスの基盤をなす公共施設の安全で適正な運営管理を達成するため、各施設の以下の運営
経費に交付金を充当しました。
○人件費（延べ１６８名、１２ヶ月分）
○電気料（２５施設、１１ヶ月分）
○機械警備委託業務（２１施設、１２ヶ月分）
○エレベーター保守業務（９施設、１２ヶ月分）
○施設管理業務（６施設、１２ヶ月分）



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
公共施設の安
全で適正な運

営管理

公共施設の開
館率

成果実績 ％ 100
目標値 ％

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

無

住民サービスの基盤をなす公共施設の安全で適正な運営管理を達成するため、維持運営に伴う人件
費・電気料・機械警備業務・エレベーター保守業務・施設管理業務・施設管理運転業務に電源立地
地域対策交付金を活用しました。

○人件費168名（12ヶ月分）
　保健福祉センター、児童センター、保育所、集落排水、公共下水道、簡易水道、体育施設、郷土
資料館、図書館、文化会館、公民館、学校給食センター、小中学校用務員、小中学校臨時講師、小
中学校相談員・支援員、小中学校医、小中学校歯科医
○電気料（11ヶ月分）
　保健福祉センター、児童センター、保育所、浄化センター、不燃物処分地、五色山公園、集落排
水、公共下水道、簡易水道、体育施設、郷土資料館、図書館、文化会館、公民館、学校給食セン
ター、小中学校、雨水調整池
○機械警備業務
　保健福祉センター、保育所、内浦診療所、リサイクルセンター、不燃物処分地、浄化センター、
せせらぎランド、五色山公園、郷土資料館、図書館、文化会館、公民館、学校給食センター、小中
学校、中央体育館、雨水調整池
○エレベーター保守業務
　保健福祉センター、郷土資料館、公民館、小中学校、中央体育館
○施設管理業務
　保健福祉センター、公民館、体育施設

100
達成度 100.0%

評価年度の設定理由



169 187

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

達成度 100.0%

機械警備委託
（対象施設数）

活動実績 ヵ所

ヵ所

達成度

活動実績 月 11

6

16 20
達成度 100.0% 100.0% 105.0%

17 16 21
活動見込

活動実績 ヵ所

100.0% 100.0%

3 3
達成度 100.0%

100.0% 89.8%
単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

公共施設雇用者数
活動実績 人 168 169 168
活動見込 人 168

活動指標

電気料充当期間
100.0%

令和２年度

交付金事業の活動指標及
び活動実績

100.0% 100.0%

施設管理
（対象施設数）

活動見込
活動実績 ヵ所 3 3 6

4 4 9
達成度

11 11
活動見込 月 11 11 11

単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

ヵ所 17

100.0% 100.0%
活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

活動指標

エレベーター保守
（対象施設数）

4 4 9
活動見込 ヵ所

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度
100.0%



11,058,960

電気料 随意契約（特命）
関西電力株式会社
（大阪市北区）

107,043,846

うち経済産業省分 782,950,000 821,755,000 524,652,000
うち文部科学省分

交付金充当額 782,950,000 821,755,000 524,652,000

エレベーター保守
（保健福祉センター）

随意契約（特命）
日本オーチス・エレベーター
株式会社京都支店
（京都市下京区）

539,880

エレベーター保守
（青郷公民館）

随意契約（特命）
日本オーチス・エレベーター
株式会社京都支店
（京都市下京区）

215,160

エレベーター保守
（内浦公民館）

随意契約（特命）
三菱電機ビルテクノサービス
株式会社北陸支社福井支店
（福井市）

184,800

エレベーター保守
（郷土資料館）

随意契約（特命）
三菱電機ビルテクノサービス
株式会社北陸支社福井支店
（福井市）

462,000

エレベーター保守
（高浜公民館）

随意契約（特命）
株式会社日立ビルシステム
北陸支社（石川県金沢市）

369,600

人件費

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

総事業費 945,488,201 897,916,762 643,012,552

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

機械警備委託 随意契約（特命）
株式会社アイビックス
（福井県小浜市）

雇用 施設職員 506,027,211



交付金事業の担当課室 高浜町　総務課
交付金事業の評価課室 高浜町　総務課

公益財団法人高浜町シルバー
人材センター（高浜町）

9,496,726

公益財団法人高浜町シルバー
人材センター（高浜町）

2,453,639

エレベーター保守
（和田公民館）

随意契約（特命）
株式会社日立ビルシステム
北陸支社（石川県金沢市）

施設管理
（保健福祉センター）

随意契約（特命）
公益財団法人高浜町シルバー
人材センター（高浜町）

2,085,130

エレベーター保守
（小中学校）

随意契約（特命）
三菱電機ビルテクノサービス
株式会社北陸支社福井支店
（福井市）

2,046,000

エレベーター保守
（中央体育館）

施設管理
（公民館）

随意契約（特命）

随意契約（特命）
三菱電機ビルテクノサービス
株式会社北陸支社福井支店
（福井市）

462,000

施設管理
（体育施設）

随意契約（特命）

567,600



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

5
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

区有外灯電気料支援事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

高浜町
交付金事業実施場所 高浜町東三松地係

交付金事業の概要 地区が所有する外灯の電気料を支援しています。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名



交付金事業の担当課室 高浜町　総務課
交付金事業の評価課室 高浜町　総務課

区有外灯電気料支援 補助金 区長 2,760,760

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

うち経済産業省分 2,000,000 1,788,000
うち文部科学省分

交付金充当額 2,000,000 1,788,000
総事業費 3,370,155 2,760,760

100.0% 91.2%

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

交付金事業の活動指標及
び活動実績

評価年度の設定理由

令和元年度 令和２年度

支援行政区数
活動実績 区 57 57 52
活動見込 区 57 57 57
達成度 100.0%

活動指標 単位 平成３０年度

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

― ―
成果実績 ― ―
目標値 ―

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

当交付金を充当することにより、区有外灯電気料を支援することができました。ことにより交通安
全、犯罪発生予防のための、地区の財源確保にもなり、誰もが安全で安心して暮らすまちづくりに貢
献できました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

―
達成度



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

学校教育施設維持運営事業

高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要

学校教育施設の維持管理や教育環境の整備を目的に以下の業務を実施しました。
　○学校情報教育システム備品リース業務
　　・効果的な授業を実践し学力の向上を図るため、小学校のＩＣＴ情報機器を整備しました。
　　　小学校情報教育システム備品
　　　（タブレットPC：高浜小学校50台、和田小学校36台、青郷小学校40台）
　　　小学校コンピューター室機器
　　　（タブレットPC：高浜小学校39台、和田小学校36台、青郷小学校36台
　　　　　　　　　　　内浦小中学校26台）
　　　その他、PC機器、ネットワーク機器、ソフトウェア類、設定費、無線LANAP等
　○通学バス運行事業
　　・学校統廃合のあった内浦地区の児童生徒を対象に、安全で安心した通学手段確保のため
　　　高浜町が所有する車両２台（音海線）(上瀬線）を運行しました。（１，８３５便／年）
　○情報教育サポーター派遣事業
　　・小中学校における情報教育を推進するため、ＩＣＴ機器の利活用等に関する知識を有する
　　　ＩＣＴ支援員を各校に派遣して、教職員・児童生徒のＩＣＴ利活用の向上等を図ります。
　　　（派遣回数４８回）
　○遠距離通学費助成事業
　　・通学に要する経費負担の地域格差を解消するため、中学校に電車等で通学する生徒の保護
　　　者に対して、その経費の一部を助成しました。（中学生３６名　高校生２５３名）
　〇給食センター空調設備リース事業
　　・給食センター施設の内、調理室、洗浄室に設置された空調機器の使用料に充当しました。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名



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

― 目標値―
成果実績

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

〇本交付金の活用により、町内４小学校のPC関係機器等を充実することができました。
〇通学バスを運行させることができ、児童生徒が安全に安心して通学できる手段を確保することがで
きました。
〇交付金を活用して情報教育サポーターを派遣することができました。以前より整備しているICT機
器等を教員、児童生徒が機能的にも効率的にも、上手く利用出来るに環境を整えることが出来まし
た。
〇交付金を利用して、JRやバス等の通学に要する経費の一部を助成をすることができ、通学に係る家
計負担の軽減に繋がりました。
〇調理環境では高温多湿となる夏場の調理環境が改善されたこと、換気風量や給排気バランスが取れ
たことで、空気・臭気の換気や温度湿度の管理が一定に保たれるなど、適切で快適な調理環境の改善
に取り組むことができました。

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標５　学びあい・教えあい、そして、人を育むまち
　　　　　２　学校・家庭・地域が連携し、社会に求められる人材を育成するまち
　　　　　　３　学ぶ場としての環境を整備します

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

達成度
評価年度の設定理由



給食センター空調設備リー
ス

活動実績 式 1 1 1
活動見込 式 1 1 1
達成度

人 274 287 254
活動見込

96% 88%
単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

人 346 299 289

48

96% 89% 86%
活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

遠距離通学費助成実施者数
活動実績

うち経済産業省分 43,800,000 50,278,000

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

通学バス運行回数
活動実績 回 1,829 1,686 1,574
活動見込 回 1,900

42,000,000
うち文部科学省分

情報教育サポーター派遣回
数

活動実績

交付金充当額 43,800,000 50,278,000 42,000,000
総事業費 48,613,172 50,952,000 47,739,368

達成度 100% 100% 188%

100.0% 100.0% 100.0%

達成度 79%

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

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

令和元年度 令和２年度

学校情報教育システム機器
（タブレット）リース数

活動実績 台 126 126 126
活動見込 台 126 126 126
達成度 100%

活動指標

回 48 48 90
活動見込 回 48

単位 平成３０年度

48

1,900 1,835
達成度

100% 100%



給食センター空調設備リース
業務

長期継続契約
三菱電機クレジット株式会社
北陸支店（石川県金沢市）

6,509,808

遠距離通学費助成事業 助成 中・高校生徒の保護者 9,162,410

交付金事業の担当課室 高浜町　教育委員会

情報教育サポーター派遣事業

内浦地区児童生徒通学バス運
行事業

交付金事業の評価課室 高浜町　教育委員会

随意契約（特命）
株式会社ラボ
（小浜市）

2,178,000

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

小学校情報教育システム備品
（タブレットPC機器他）リー
ス業務

長期継続契約
株式会社ラボ（小浜市）
富士通リース株式会社
福井営業所（福井市）

2,623,320

小学校情報教育システム備品
（ICTカート他）リース業務

長期継続契約
株式会社ラボ（小浜市）
富士通リース株式会社
福井営業所（福井市）

196,560

小学校情報教育システムサー
バー機器リース業務

長期継続契約
株式会社ラボ（小浜市）
富士通リース株式会社
福井営業所（福井市）

4,328,640

小学校コンピューター室機器
リース業務

随意契約（特命）
たかはま観光サービス

（高浜町）
9,482,550

長期継続契約
株式会社ラボ（小浜市）
富士通リース株式会社
福井営業所（福井市）

8,968,320

小学校無線システム他リース
業務

長期継続契約
株式会社ラボ（小浜市）
富士通リース株式会社
福井営業所（福井市）

4,289,760



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

町立図書館維持運営事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標５　学びあい・教えあい、そして、人を育むまち
　　　　　２　学校・家庭・地域が連携し、社会に求められる人材を育成するまち
　　　　　　３　学ぶ場としての環境を整備します

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　立石地係

交付金事業の概要

高浜町立図書館において、年々増加する利用者の蔵書ニーズに応え、また利用者の利便性向上を図
り、もって住民が生涯を通じて学び活動できる環境を整備するため、以下の事業を実施しました。

○図書館図書購入事業
・幼児から高齢者まで幅広い利用者のニーズに応えるため、３,３１６冊（一般書２，０３１冊、児
童書１，２８５冊）の図書を購入しました。

○図書館システムリース料への充当
・図書館情報（資料情報、利用者情報など）の一元管理を行い、携帯電話やインターネットからの検
索や予約を受けられるように環境を整備するとともに、職員の業務最適化を推進し、サービス向上を
図るための図書館システムリース料（１２ヶ月分）に交付金を充当しました。



うち経済産業省分 5,940,000 7,233,000 7,160,000
うち文部科学省分

交付金充当額 5,940,000 7,233,000 7,160,000
総事業費 5,946,928 7,233,142 7,509,459

125.3% 82.8%

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

令和元年度 令和２年度

延入館者数
活動実績 人 32,214 32,578 22,369
活動見込 人 26,000 26,000 27,000
達成度 123.9%

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

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

○本交付金の活用により、図書資料を常に新鮮で有効な利用状態に維持・整備できます。加えて一層
の幅広いジャンルの図書の整備により年齢層に関係なく図書館を利用する事ができ、地域住民が生涯
を通じて学び活動できる環境整備が図れ、いきいきと活動する人づくりに寄与しました。
○本交付金の活用により、町民に快適な図書館の利用をして頂くことができ、円滑な図書館運営を行
うに当たって、なくてはならいものとなっています。今後もレファレンスサービス（図書に関する問
い合わせ）や子どもの読書推進への対応なども増加する事が見込まれ、幅広い図書館運営に寄与しま
した。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

18,000
達成度 124.3%

評価年度の設定理由

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

中央図書館の入
館者数

中央図書館及び
分館の延貸出人

数

成果実績 人 22,369
目標値 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



交付金事業の評価課室 高浜町　教育委員会

図書館システムリース料 随意契約（特命）
株式会社ラボ（小浜市）
株式会社福銀リース（福井

市）
2,574,000

交付金事業の担当課室 高浜町　教育委員会

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

図書館図書購入 随意契約（特命） 高浜書店組合（高浜町） 4,935,459



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

下水道施設維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要

公共下水道施設の整備により、年々下水道への加入率が増加し、それに伴い維持管理費も増加してい
ます。このため、適正かつ効率的な管理運営を推進するため以下の維持管理・保守点検事業を実施し
ました。

○下水道台帳システム構築業務
　・下水道の管路及び処理施設等の電子台帳の保守及びデータ追加業務
○電気計装設備保守点検業務
　・汚水中継ポンプ場及び終末処理場における下水処理状況を監視する装置や機器状態を瞬時に確認
し、その設備の機能維持を図ると共にシステムの信頼性を確保するための、電気計装設備保守点検
○マンホールポンプ機器電気保守点検業務
　・マンホールポンプ場の保守点検業務
○排出汚泥処理業務
 ・せゝらぎランド（処理場）から、下水処理の過程で発生する汚泥を処分施設まで運搬及び処分を
委託する業務
○遠方監視装置機器更新工事
　・導入から8年以上が経ち、耐用年数も経過していたため、遠方監視装置機器の更新工事を行いま
した。



交付金事業の成果目標及
び成果実績

公共下水道施設
の適切な維持管

理

公共下水道区域
内ポンプ場施設

数

一般的に下水道
施設から発生す
る臭気を基準値
(下限値）未満

にする。

硫化水素、メチル
メルカプタン、硫
化メチル、二硫化
メチル、アンモニ
アの測定をし基準
値未満とする。

6
6

100.0%
目標値 社
達成度

137
目標値 箇所 137
達成度 100.0%

汚泥の定期的な
運搬・処分の委
託先の確保

運搬・処分の委
託業者数

下水道施設の適
切な維持管理

マンホールポン
プ箇所数

2.5未満

目標値 悪臭強度 2.5未満

達成度 100.0%

成果実績 悪臭強度

成果実績 社

成果実績 箇所

成果実績 施設 3
目標値 施設 3
達成度 100.0%

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３年度

下水道資産の適
正な管理

下水道台帳保守
及びデータ構築

の実施数

成果実績 業務 2
目標値 業務 2
達成度 100.0%

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

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



総事業費 116,040,095 59,751,063 50,349,355

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

本交付金の活用により、下水道電子台帳のデータ追加等の業務が完了しました。また、電気計装設
備、マンホールポンプ機器等の点検を行う等、各公共下水道施設の適正な管理を行うことができまし
た。今後も町民の安全安心して衛生的な生活環境を確保することが可能となりました。

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

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

下水道台帳
追加公共桝データ数

活動実績 業務 24 18 25
活動見込 業務 10 10 10
達成度 240.0% 180.0% 250.0%

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

電気計装設備点検箇所数
活動実績 箇所 3 3 3
活動見込 箇所 3 3 3
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

マンホールポンプ清掃点検
箇所数

活動実績 箇所 33 36 29
活動見込 箇所 33 36 29
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

汚泥処分量
活動実績 ｔ 690 690 689
活動見込 ｔ 667 739 674
達成度 103.4% 93.4% 102.2%

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

遠方監視装置機器更新工事
個所数

活動実績 箇所 31 21 12
活動見込 箇所 31 21 12
達成度 100.0% 100.0% 100.0%



交付金事業の契約の概要

下水道台帳システムデータ構
築業務

随意契約（特命）
株式会社中央設計技術研究所
福井事務所　(福井市)

5,610,000

高浜ポンプ場電気計装設備保
守点検業務

随意契約（特命）
向洋電機株式会社若狭事業所
(小浜市)

847,000

下水道台帳システム構築業務 随意契約（技術提案）
株式会社中央設計技術研究所
福井事務所　(福井市)

495,000

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 102,200,000 44,150,000 39,600,000

交付金充当額 102,200,000 44,150,000 39,600,000



交付金事業の担当課室 高浜町　上下水道課
交付金事業の評価課室 高浜町　上下水道課

排出汚泥処理業務 随意契約（特命）
株式会社フクヤ
（福井市）

491,568

排出汚泥処理業務 随意契約（特命） 株式会社福井エコグリーン（坂井市） 2,150,378

遠方監視装置機器更新工事 随意契約（特命）
荏原商事株式会社福井支店
（福井市）

5,995,000

遠方監視装置機器更新工事 随意契約（特命）
荏原商事株式会社福井支店
（福井市）

5,830,000

排出汚泥処理業務 随意契約（特命）
敦賀セメント株式会社
（敦賀市）

10,794,960

排出汚泥処理業務 随意契約（特命）
敦賀セメント運輸株式会社
（敦賀市）

2,806,686

排出汚泥処理業務 随意契約（特命）
株式会社トータルクリーンセ
ンター福屋（福井市）

1,650,263

和田ポンプ場電気計装設備保
守点検業務

随意契約（特命）
寿美工業株式会社北陸営業所
（福井市）

808,500

せせらぎランド電気計装設備
保守点検業務

随意契約（特命）
向洋電機株式会社若狭事業所
（小浜市）

5,445,000

マンホールポンプ機器電気保
守点検業務

随意契約（特命）
荏原商事株式会社福井支店
（福井市）

3,896,200

排出汚泥処理業務 随意契約（特命）
荏原商事株式会社福井支店
（福井市）

3,528,800



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

9
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

生活衛生施設維持運営事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要

住民サービスの基盤をなす生活衛生施設の安全で適正な運営管理を達成するため、各施設の以下の運
営経費に交付金を充当しました。
○施設運転管理業務（４施設、１２ヶ月分）
　・清掃センター
　・浄化センター
　・不燃物処分地
　・リサイクルセンター
○ゴミ収集業務（１施設、１２ヶ月分）
　・清掃センター
○資源ごみ分別収集業務（１施設、１２ヶ月分）
　・リサイクルセンター



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
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

交付金を活用し、町内の各衛生施設の安心で安全な運営が行えました。
このことにより施設の維持運営管理のみならず、周辺生活環境の保全、地域住民がいきいきと生活で
きる環境づくりが進められます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

―
成果実績
目標値
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 平成３０年度 令和元年度

4 4
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

施設運転管理
（対象施設数）

活動実績 施設 4 4 4
活動見込 施設 4

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 193,687,088 290,609,770

うち経済産業省分 178,000,000 233,784,000

交付金充当額 178,000,000 233,784,000
うち文部科学省分



交付金事業の評価課室 高浜町　住民生活課

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

施設運転管理
（リサイクルセンター）

随意契約（特命）
高浜清掃株式会社

（高浜町）

施設運転管理
（浄化センター）

随意契約（特命）
有限会社伸光産業

（高浜町）
施設運転管理

（不燃物処分地）
随意契約（特命）

有限会社伸光産業
（高浜町）

ごみ収集委託業務
（清掃センター）

76,472,000

5,874,000

施設運転管理
（清掃センター）

随意契約（特命）
高浜清掃株式会社

（高浜町）
40,700,000

手数料
（清掃センター）

随意契約（特命）
三重中央開発株式会社

（三重県伊賀市）
60,247,770

交付金事業の担当課室 高浜町　住民生活課

33,462,000

43,120,000

随意契約（特命）
高浜清掃株式会社

（高浜町）

資源ごみ分別収集業務
（リサイクルセンター）

随意契約（特命）
高浜清掃株式会社

（高浜町）
30,734,000



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

10
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

保健福祉施設施設維持運営事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　１　医療、保健、福祉が連携し、安心して暮らせるまち
　　　　　　１　住民一人ひとりの健康寿命を延ばします
基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　２　支え愛・助け愛で、人にやさしい福祉サービスが得られるまち
　　　　　　１　生きがいづくりや自己実現を支援します
基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　２　支え愛・助け愛で、人にやさしい福祉サービスが得られるまち
　　　　　　３　地域ケア体制を構築します

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要

住民の健康増進、子ども・高齢者・障害者等が安心して暮らしを送ることを可能とするため、地域福
祉に係る以下の事業を実施しました。
〇青郷保育所給食調理委託業務
〇瑞祥苑指定管理料
〇高齢者生活福祉センター指定管理料
〇社会福祉センター指定管理料
〇保育所事務機器リース料



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

公共施設の開
館率

評価年度の設定理由
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

〇本交付金の活用により、保育所給食の衛生管理の強化と食育活動の充実を図り、安心、安全な保育
所給食提供を実施することができました。

〇本交付金の活用により、施設の維持管理をより一層充実したものにしていくことで、高齢者が健康
で生きがいを持ち心豊かに暮らせる環境づくりを図ることができました。

〇本交付金の活用により、高齢者生活福祉センター入居者の生活介助をする援助員と夜間管理をする
宿直の配置ができ、施設の安定した維持管理と入居者の安心・安全の確保ができました。

〇本交付金の活用により、総合福祉施設である社会福祉センターのニーズに即した活用と安定した維
持管理を行うことができました。

〇本交付金を利用し、保育所事務機器をリースすることが出来ました。事務機器を使用することによ
り、事務の効率化が図れ、保育に係る時間を確保することに繋げ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

-
成果実績 ％ 100
目標値 ％ 100
達成度 100.0%



活動指標 単位 令和元年度 令和２年度 年度

活動指標 単位 令和元年度 令和２年度 年度

瑞祥苑利用者数
活動実績 人 17477 10500

活動指標 単位
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

233

活動指標 単位

社会福祉センター
利用者数

活動実績 人 560 426

活動見込 人 25000 25000
42.0%

達成度 100.0% 100.0%

達成度 69.9%

年度

給食提供日数
活動実績 回 229 233
活動見込 回 229

令和元年度 令和２年度 年度

月 12 12

達成度 133.3% 166.7%

活動見込 人 1000 1000
達成度 56.0% 42.6%

高齢者生活福祉センター
入居者数

活動実績 人 4 5
活動見込 人

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

3 3

総事業費 27,200,252 31,491,628

令和元年度 令和２年度 年度

保育所事務機器リース料
活動実績 月 12 12
活動見込
達成度 100.0% 100.0%

うち経済産業省分 22,600,000 22,900,000

交付金充当額 22,600,000 22,900,000
うち文部科学省分



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

瑞祥苑指定管理料 随意契約（特命）
公益財団法人高浜町シルバー

人材センター（高浜町）
6,560,000

高齢者生活福祉センター
指定管理料

随意契約（特命）
社会福祉法人高浜町社会福祉

協議会（高浜町）
9,528,000

青郷保育所給食調理
委託業務

随意契約（特命）
株式会社　メフォス
（東京都港区）

11,880,000

交付金事業の評価課室 高浜町　保健福祉課

社会福祉センター指定管理料 随意契約（特命）
社会福祉法人高浜町社会福祉

協議会（高浜町）
3,035,000

保育所事務機器リース料 長期継続契約 ユアサ商事株式会社（高浜町） 285,120

交付金事業の担当課室 高浜町　保健福祉課

保育所事務機器リース料 長期継続契約
イワイ株式会社（福井市）

日通商事株式会社福井営業センター
（福井市）

138,708

保育所事務機器リース料 長期継続契約
イワイ株式会社（福井市）

日通商事株式会社福井営業センター
（福井市）

64,800



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

11
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

まちなか交流館維持運営事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

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 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要
まちなか交流館の管理運営を委託することにより、交流館の設置目的である交流促進及び地域コミュ
ニティの再生図りました。

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
交流促進及び地
域コミュニティ

の再生

評価年度の設定理由
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

本交付金を活用することにより、施設を安定して開館することができ、利用者にも計画的に活用して
もらうことができました。このことにより、新たな人の流れを創り出し、まちなか賑わいの創出と地
域コュミニティ再生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

開館日数
成果実績 ％ 86.4
目標値 ％ 100
達成度 86.4%



交付金事業の評価課室 建設整備課

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

250
達成度 119.6% 86.4%

年度

施設の開館日数
活動実績 回 299 216
活動見込 回 250

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 2,700,797 3,041,610

うち経済産業省分 2,700,000 3,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 2,700,000 3,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 建設整備課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

高浜まちなか交流館運営委託 随意契約（特命）
合同会社cowork&education

（高浜町）
2,952,400

高浜まちなか交流館夜間管理等委託 随意契約（特命）
公益財団法人高浜町シルバー

人材センター（高浜町）
89,210



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（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。

（単位：円）

備 考

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

衛生施設維持修繕事業 高浜町 33,172,700 29,500,0002

高浜町 36,234,000

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

1
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

防災対策事業 高浜町 5,489,000 5,000,000

31,000,0003
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

上下水道施設維持運営事業

4

5

合計 166,790,442 142,885,000

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

社会教育施設維持補修事業 高浜町 87,842,313 73,985,000

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

学校教育施設維持補修事業 高浜町 4,052,429 3,400,000



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

防災対策事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　３　地域の人々が協働で築く、安全安心なまち
　　　　　　１　平常時の備えを充実します

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　難波江地係

交付金事業の概要

防災対策事業として以下の事業を実施しました。

〇J-ALERT自動起動装置更新工事　同報防災無線連動自動起動装置１台
〇国土強靭化地域計画策定業務　一式



活動指標 単位 令和２年度 年度
交付金事業の活動指標及
び活動実績

回 12
活動見込 回 12
達成度 100.0%

達成度 100.0%

年度

住民への計画の公表
活動実績 世帯 4,325
活動見込 世帯 4,325

評価年度の設定理由
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

〇交付金を活用し、J-ALERT自動起動装置更新工事を行いました。防災行政無線設備の定期的な点検
を実施することができ、早期に設備等の問題点や故障箇所を把握することができるとともに、停電
時などでも確実に防災情報を住民に情報伝達することが可能となりました。
また防災訓練や国民保護訓練などにも対応可能となり、防災力の向上を図ることができます。

〇交付金を活用し、国土強靭化地域計画策定しました。これにより武力攻撃事態等において武力攻
撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、町の責務、住民の避難に関する措置、避難住民
等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置、住民の協力その他事項を定めること
ができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

J-ALERT自動起動装置
保守点検回数

活動実績

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

活動指標 単位 令和２年度 年度 年度

単位 評価年度 令和３年度

― ―

成果実績
目標値
達成度



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

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

国土強靭化地域計画策定業務 指名競争入札
株式会社ぎょうせい東海支社

（愛知県名古屋市） 3,267,000

J-ALERT用自動起動装置更新工
事

随意契約（第2号）
パナソニックシステムソリューショ

ンズジャパン株式会社北陸社
（石川県金沢市）

2,222,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 5,000,000
うち文部科学省分

総事業費 5,489,000

うち経済産業省分 5,000,000

交付金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 備　考



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

2
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

衛生施設維持修繕事業 

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

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 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町

交付金事業の概要

衛生施設維持修繕事業 として以下の事業を実施しました。

〇不燃物処分地施設修繕点検　一式
〇リサイクルセンター施設修繕　一式
〇高浜斎苑施設修繕料　一式



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

― ―

達成度

無

成果実績
目標値

評価年度の設定理由
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

不燃物処分地施設修繕点検業務、リサイクルセンター施設修繕工事、高浜斎苑施設修繕工事に当交
付金を充当することにより、長期展望をもった施設修繕点検業務が可能となりました。その結果、
より充実した施設の維持運営管理や周辺生活環境の保全、地域住民がいきいきと生活できる環境づ
くりが進められます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

令和２年度 年度 年度 備　考交付金事業の総事業費等

うち文部科学省分

総事業費 33,172,700
29,500,000交付金充当額

交付金事業の活動指標及
び活動実績

うち経済産業省分 29,500,000

活動指標 単位 令和２年度 年度 年度

修繕施設（対象施設数）
活動実績 ヶ所 3
活動見込 ヶ所 3
達成度 100.0%



8,499,700

交付金事業の評価課室 高浜町　住民生活課
交付金事業の担当課室 高浜町　住民生活課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

施設修繕（高浜斎苑） 随意契約（特命）
株式会社　宮本工業所
（富山県富山市）

3,663,000

施設修繕
（不燃物処分地）

随意契約（特命）
株式会社クリタス西日本支社
（大阪府高槻市）

21,010,000

施設修繕
（リサイクルセンター）

随意契約（特命）
クボタ環境サービス株式会社
大阪支社（兵庫県尼崎市）



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

上下水道施設維持運営事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

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 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　東三松　地係

交付金事業の概要

上下水道施設維持運営事業として以下の事業を実施しました。

　〇上水道事業配水管布設工事　一式
　〇下水道管布設替工事実施設計業務委託料
　〇浄化センター施設修繕　一式

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

― ―
成果実績
目標値
達成度

評価年度の設定理由
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

交付金を活用して、高浜町上水道区域内において、配水管網の強靭化及び信頼性を確保することが
できました。毎月実施する水道水質検査において、水質基準を満たすことができます。
交付金を活用して、高浜町農業集落排水区域(難波江、神野)において、下水道施設の整備を推進
し、公共水域にて実施する水質検査の水質基準を満たすことができました。
浄化センター施設修繕工事に当交付金を充当することにより、長期展望をもった施設修繕工事が可
能となりました。その結果、より充実した施設の維持運転管理が実現され、生活環境の保全、地域
住民がいきいきと生活できる環境づくりが進められます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 101.4%

年度

上水道事業配水管計画路線
延長全ての配水管布設工事

活動実績 ｍ 199
活動見込 ｍ 196

活動指標 単位 令和２年度 年度

活動指標 単位 令和２年度 年度 年度
下水道管布設替計画路線(難
波江171 ｍ神野130ｍ）布設
替工事

活動実績 ｍ 301
活動見込 ｍ

交付金事業の活動指標及
び活動実績 活動指標 単位 令和２年度 年度 年度

下水道管布設替計画路線(難
波江)の管路地質調査

活動実績 ｍ 15
活動見込 ｍ 15
達成度 100.0%

活動指標 単位 令和２年度 年度 年度

301
達成度 100.0%

浄化センター施設修繕
活動実績 式 1
活動見込 式 1
達成度 100.0%



西原環境（株）中部支店
（愛知県名古屋市）

15,730,000

交付金事業の評価課室 高浜町　上下水道課

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 36,234,000

うち経済産業省分 31,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 31,000,000

うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 高浜町　上下水道課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

地質調査業務委託料 指名競争入札
京福コンサルタント㈱

（小浜市）
3,146,000

下水道管布設替工事実施設計業務委
託料（難波江地係） 指名競争入札

㈱ＮＪＳ福井出張所
（福井市）

6,710,000

上水道事業配水管布設工事 指名競争入札 ㈲池上商店（高浜町） 6,743,000

下水道管布設替工事実施設計業務委託料（神野地係） 指名競争入札
㈱ＮＪＳ福井出張所

（福井市）
3,905,000

施設修繕（浄化センター） 随意契約（特命）



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

学校教育施設維持補修事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標５　学びあい・教えあい、そして、人を育むまち
　　　　　２　学校・家庭・地域が連携し、社会に求められる人材を育成するまち
　　　　　　３　学ぶ場としての環境を整備します

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 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要

学校教育施設の維持管理や教育環境の整備を目的に以下の業務を実施しました。

○小学校除草業務
　・町内小学校（４校）の除草を実施しました

○給食センター調理設備リース料
　・耐用年数を超過した調理機器を中心に突発的な修繕が頻発し、給食提供業務に支障をきたし
　　ていました。
　　調理環境の安全性と、給食の衛生管理について確保するために調理設備をリースしました。

事業期間の設定理由



給食センター調理設備リース
料

指名競争入札
三菱電機クレジット株式会社

北陸支店（金沢市）
2,528,295

交付金事業の担当課室 高浜町　教育委員会
交付金事業の評価課室 高浜町　教育委員会

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

小学校除草業務 随意契約（特命）
公営社団法人高浜町シルバー
人材センター（高浜町）

1,524,134

うち文部科学省分
うち経済産業省分 3,400,000

総事業費 4,052,429
交付金充当額 3,400,000

交付金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 備　考

活動見込 式 1
達成度 100.0%

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 年度

給食センター調理設備リー
ス

評価年度の設定理由
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

単位 平成３０年度 令和元年度

9

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

町内小学校の
除草

小学校数
成果実績 校 4
目標値 校 4
達成度 100.0%

活動実績 式 1

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% 133.3%

令和２年度
除草回数　４小学校×２回
※高野分校１回

活動実績 回 9 9 12
活動見込 回 9

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

5
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

社会教育施設維持補修事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標５　学びあい・教えあい、そして、人を育むまち
　　　　２　学校・家庭・地域が連携し、社会に求められる人材を育成するまち
　　　　３　学ぶ場としての環境を整備します

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町

交付金事業の概要

以下の社会教育施設について、社会教育施設維持補修事業を実施しました。

○青郷公民館床タイル改修工事
　・経年劣化により外壁タイルに汚れが確認され、部分的に外壁タイルの浮きやクラックが発生
  　しているため、外壁修繕工事を実施しました。
〇文化会館音響設備更新工事
　・大ホールおよび小ホールの音響機器の劣化が著しく、舞台内容の演出に支障をきたす恐れが
　　あっため、音響機器一式の取替工事を実施しました。
○青葉総合グランド管理事務所長寿命化改修工事
　・青葉総合グランド管理事務所の長寿命化改修工事を実施しました。
〇文化会館直流電源装置蓄電池交換業務
　・直流電源装置の蓄電池の交換時期が終了して約２年が経過していたため、交換しました。
○高浜町立中央体育館ガラス清掃業務
　・施設のガラス清掃を実施しました。



事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度
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

― ―

成果実績

目標値

達成度
評価年度の設定理由

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

交付金を活用し以下の成果がありました。
・当修繕工事を実施することにより、青郷公民館の来館者が安心・安全に活動することができる
　ようになり、その結果、より充実した公民館講座や教室の実施、また、地域交流、活動組織づくり
等の地域文化の向上につながりました。
・講演会や舞台の演目に支障をきたすことなく、舞台発表、町内行事、講演会などがスムーズに
　進行でき、住民の文化芸術活動促進に大きな役割を果たすことができるようになりました。
・急な停電にも対応できるようになり、演者および観客の安全を確保することができます。
・体育施設の長寿命化改修工事を実施することにより、老朽化を解消し、今後も長期にわたり維持管
理できるようになりました。その結果、利用者が安心・安全に施設を利用できるようになり、スポー
ツを通した地域交流の推進につながりました。
・体育施設のガラス清掃により、利用者により快適な環境を提供することができます。
　その結果、施設全体の魅力向上に繋がり、地域交流、生涯スポーツの場として更なる施設活用
　ができるようになりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



うち経済産業省分 73,985,000

交付金充当額 73,985,000
うち文部科学省分

交付金事業の活動指標及
び活動実績

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 87,842,313

活動指標 単位 令和２年度

活動指標 単位 令和２年度 年度 年度

青郷公民館利用者数

達成度 88.1%
年間体育館開館日数

活動実績 回 281
活動見込 回 319

達成度 63.0%

活動実績 人 11,975
活動見込 人 19,000

単位 令和２年度 年度

95.6%

活動指標 年度

文化会館イベント開催数
活動実績 回 11
活動見込 回 11
達成度 100.0%

活動指標 単位 令和２年度 年度 年度

文化会館利用者数
活動実績 人 6,695
活動見込 人 7,000
達成度



交付金事業の担当課室 高浜町　教育委員会
交付金事業の評価課室 高浜町　教育委員会

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

青郷公民館床タイル改修工事 指名競争入札
株式会社平川
（高浜町）

8,577,800

文化会館音響設備更新工事 随意契約（公募）
株式会社ほくつう敦賀営業所

（敦賀市）
63,800,000

郷土資料館空調機器設置工事 指名競争入札
株式会社中地冷熱

（高浜町）
7,085,100

青葉総合グランド管理事務所
長寿命化改修工事

指名競争入札
有限会社濱田美装社

（高浜町）
3,918,200

中央体育館ガラス清掃業務 随意契約（特命）
公営社団法人高浜町シルバー

人材センター（高浜町）
187,713

文化会館直流電源装置蓄電池
交換業務

指名競争入札
京都電業株式会社

（京都市）
4,273,500



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

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営措置

除雪機購入事業 高浜町 1,905,750 1,500,000

交付金充当額 備　考番号 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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

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

達成度

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

事業実施後の地域での活用状況等により評価をし、翌年度以降の事業改善等に努めるため

交付金事業実施場所 事代区ほか２件

交付金事業の概要 災害が冬季に発生した際の住民の避難対策として、中型除雪機（3台）を配備しました。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

単位

災害時の安全な
避難経路の確保
及び自主防災意
識の向上

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町

評価年度 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

高浜町総合計画
基本計画：誰もが安心して暮らせるまちづくり
　　　　　・平常時の備えを充実する
　　　　　　　地域防災計画等の定期的な見直しと、住民への的確な周知を行います
　　　　　　　地域コミュニティの構築を支援します
　
除雪機を配備し、地域住民による緊急の住民が避難するための安全な避難経路が確保
地域の自主防災組織活動の意識向上、活性化が図られる

成果実績

目標値

措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営措置

除雪機購入事業



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

平成30年度単位

活動実績

活動見込

達成度

活動指標

台

台

1,000,000

1,500,000

1,500,000

1,185,840 1,834,470 1,905,750

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等

令和２年度令和元年度

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 備　考

交付金事業の成果目標及び
成果実績

交付金を活用し、新たに３つの行政区に除雪機を配備することができました。これにより、事代区・塩土
区・下区の住民約500人の冬季災害発生時に住民が緊急避難するための安全な避難経路の確保が可能とな
り、地域住民の自助並びに共助の意識向上が図れました。

3

無

評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

100.0% 100.0% 100.0%

除雪機購入台数

2 3 3

2 3

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

防災安全課

防災安全課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

除雪機購入 指名競争入札
株式会社　上林商会
（京都府舞鶴市）

1,905,750

1,500,000

1,500,000

1,000,000



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。

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

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

高浜町立保育所整備基金造成事業 高浜町 538,174,000 538,174,000

18,000,0001

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

道路維持管理事業 高浜町 20,020,000



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

交付金事業の概要
南区・中央区付近の浸水対策を図るため、町道宮ノ内線（佐伎治神社～子生川間）の新設排水路整備
に係る詳細設計に、電源立地地域対策交付金を活用しました。

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

高浜町総合計画（平成２３年度～令和２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

道路維持管理事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　宮崎地係

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

― ―

成果実績 ― ―
目標値 ― ―
達成度

評価年度の設定理由
基金造成目的の事業実施後早期に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金を活用し排水路（樋門）の詳細設計業務を実施することができました。このことにより汐入
川へ流れ込む一部流域の雨水排水を子生川の上流部で排出することができ、浸水被害が大幅に軽減で
きます。また先行して設計業務を実施している町道宮ノ内線道路改良工事と一体的に事業進捗を図る
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

達成度 100.0%

年度

樋門詳細設計業務
活動実績 式 1
活動見込 式 1

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

総事業費 20,020,000

うち経済産業省分 18,000,000

交付金充当額 18,000,000

うち文部科学省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

道路改良に伴う
排水路設計業務

指名競争入札 株式会社　サンワコン 20,020,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 高浜町　建設整備課

交付金事業の評価課室 高浜町　建設整備課



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

交付金事業の概要
老朽化の進行、また、社会情勢の変化により多様化した－ニーズに対応できなくなった町立保育所を
改築し、子ども達の安全と健全な成長を促す環境を整備するための事業費を確保するための基金造成
費に電源立地地域対策交付金を活用しました。

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

総合計画後期実施計画（平成２８年度～平成３２年度）

　基本目標  ５　学びあい、教えあい、そして、人を育むまち
　　　　　　２）高浜・和田保育所整備事業
　　　　　　②　保育所の移転、改築

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

2
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

高浜町立保育所整備基金造成事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

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９年度

子育てに対する
幸せ度の向上

(就学時前児童)

子育てに対する
幸せ度

(就学時前児童)

成果実績 ％
目標値 ％ 60
達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
高浜保育所整備工事完了後早期に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金により基金の積立てができたことで、高浜保育所整備工事を計画的に進めることができまし
た。次年度も基金を活用し予定どおり高浜保育所の整備工事・備品工事・外構工事等を実施します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

538,174,000
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

基金造成額
活動実績 円 407,715,000 365,338,000 538,174,000
活動見込 円 407,715,000

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

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

365,338,000

総事業費 407,715,000 365,338,000 538,174,000

うち経済産業省分 407,715,000 365,338,000 538,174,000

交付金充当額 407,715,000 365,338,000 538,174,000

うち文部科学省分

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 ― 538,174,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 高浜町　総務課

交付金事業の評価課室 高浜町　総務課




