
別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

、′=口 _

仕ン
~弓~ 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

I

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営措置

市営林道御岳線 (2級 )修
繕工事

甲府市 4,400, 000 4,400,000 総事業費
4,686,000



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

公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営措置 市営林道御岳線 (2級)修繕工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 甲府市

交付金事業実施場所 甲府市 御岳町地内

交付金事業の概要

林道舗装面が、経年劣化によリクラック (ひび割れ)が生 じると共に、陥没箇所が散見され通行に
支障をきたしていることから、通行車両の安全を図るために劣化 した舗装面の修繕工事を実施 しま
す。

また、排水施設の老朽化により、通行に支障をきたしていた箇所についても併せて修繕工事を実施
します。
施工延長 L=147.15m 舗装工 A=898.7ポ  区画線工 L=297.Om

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策 とその 目標

【主要施策・施策】
第六次総合計画 (平成28年度～令和 7年度)

2魅力があふれ人が集う活力あるまちをつくる (活力)

施策の柱 ;産業を振興する
②農業・林業の振興
・林業の活性化を図るため、適正な森林施業をはじめ、林道の整備、林業経営

の安定化などに努めます。また、市営林道及び作業路の適正な維持管理によ
り、林業振興と地域住民の生活道路の確保を図ります。

【目標】
修繕箇所における苦情件数 0件

事業開始年度 平成 28年度 事業終了 (予定)年度 令和 7年度

事業期間の設定理由 第六次総合計画の終期

成果 目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

修繕箇所にお
ける苦情件数

0件

修繕箇所にお
ける苦情件数

0件

倒: ｎ

）

目標値 件
ｎ

）

達成度 % 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、事業翌年度に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等



交付金事業の成果日標及び
成果実績

市営林道御岳線は、地元住民の生活関連林道及びクリスタルラインヘのアクセス道路であり、 1年 を通じ
て往来する車両が多いため舗装面などの劣化が著しく、これに対する補修要望も増加していました。

また、林道改良 11事 (幅員の拡幅)が終 了後、道路の改良 。維持補修については殆ど実施していなかった
ことから、経年劣化が進み当該箇所において舗装面のクラック (ひび割れ)。 陥没等による通行車両への支
障が度々報告されてきました。

本事業で経年劣化した舗装面の修繕及び排水構造物の改修等を行うことにより、生活道路として利用する
地域住民に加え、 11流域へ通行する観光客の車両の安心・安全を確保することが可能となります。

令和 2度においても、地域住民及び観光客から要望が多数寄せられた劣化した舗装及び排水施設の修繕 11

事を実施し、修繕箇所における苦情件数 0件 を達成することができました。
また、平成 6年度から本交付金を活川し、舗装維持修繕 li事等を行っており、平成 6年度から令和 2年度

までの26年間で総延長4168.9 nlの 区間を補修実績として達成しました。
令和 3年度以降についても引き続き、林道及び付属構造物の修繕を行い、修繕箇所における1=情件数 0件

を目指し実施してまいります。

評価に係る第二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1旨標 単位 令和 2年度 令和元年度 平成 30年度

施 li延 長

活動実績 111 115 135
―

”

活動′ι込 111 115 135 42.2

達成度 % 100 100 100

交付金事業の総 j}業 費等 令不|12イ 11度 令和元年度 平成 30年度 111i 考

4. 686,0()0 4.675,000 4,687.200

4,400.000 1.400.000

0

4、 400,000

4,400,000

0

4,400,0004.400,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

市営林道修繕工事 4.686.000

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課

L_型堅堕墜生__上_二望塾壁産巡__



別紙

I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

番 号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備  考

1

二 公共用
施設に係る
整備、維持
補修又は維
持運営措置

天狗社線側溝改修工事 富士吉田市 4,400, 000 4,400,000 総事業費
5,760,7()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

l

二 公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営措置

天狗社線側溝改修工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 富士吉田市

交付金事業実施場所 富士吉田市下吉田地内

交付金事業の概要 市道天狗社線にある側溝の改修工事を行うものです。 (水路工 L=94.2m)

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施策・施策 :第 6次総合計画 (平成30年度～令和 9年度)

4暮 らしの安全性・利便性を高める『都市基盤・防災環境』の整備
③道路・橋梁 (2市内生活道路等の整備)

。整備にあたっては、市民の意見を十分に反映しながら、機能性 。安全性及び災害時の有効性に配慮
し、誰もが利用しやすい道づくりに努めます。

目標  対象道路は、地域の住民の生活道路の一部として利用されています。既存道路に付随している側溝
の改修を行うことで、地域の交通環境を改善し、事故発生件数を0件から0件になるよう事故を未然に防ぎ、
道路利用者の利便性の向上及び安全性の確保を図ります。

事業開始年度 令和 2年度 事業終了 (予定)年度 令和2年度

事業期間の設定理由 単年度で事業が終了するため

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 3年度

事故発生件数
0件

事故発生件数
0件/年

成果実績 ‖=

□標値
卜
ｒ

″
Ｌ

達成度 %

評価年度の設定理由

事業による成果実績の反映に一定期間を要するため、事業実施翌年度に評価を実施していきます。

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る天狗社線側溝改修工事については、車両の円滑な通行の確保及び歩行者の安全確保が
見込まれる。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
１１

ヽ



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

側溝改修の施工延長

活動実績 inl 94.2

活動見込 111 4

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

5,760,700

4,400,000

4,400,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
側泄改修 指名競争入札 有限会社 桑原組土木 5,760,700

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課

交付金充当額

うち文部科学省分

|う ち経済産業省分



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

■,_¨
含 77 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

l

fi 地域活
性化措置

中学校スクールバス運行事
業

都留市 11,029,000 11,029,000 総事業費
14.578,872



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

′[ 地域活性化‖1置 中学校スクールバス運行事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 都留市

交付金事業実施場所 都留市内小中学校

交イヽり金 '「 業の概要
通学川スクールバス運行業務の実施 (委託)

(通行本数 :中学校3本 )

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

交付金事業に関する主要施策 :

①施策・第 6次都留市長期総合計画 (平 成28年 度～令和8年度)

V 安全・安心、コミュニティ分野「紡ぎます 1人 と人のつながりのまち」
施策4 交通安全対策の推進
児童や生徒の通学路安全対策や高齢者障がい者の交通の安全を確保するため、市民、事業所、行政などが協力し、交通安全対

策を進めます。
②「都留市セーフコミュニティ」 (平成30年度～)における安全・安心なまちづくりに係る事業の一環として
【目標】スクールバス運行中の事故発生を0件 とする。

事業開始年度 平成 28年度 事業終 l′ (予定)年度 令和 8年度

事業期間の設定理由 第 6次 都留市長期総合計画の終期

交付金事業の成果日標及び
成果実績

成 果|1標 成 果指標 単位 評価年度 令和 2年度

事故件数0件
事業期間中の
事故発生件数

成果実績 件

|1標 値 件

達成度 % 100%

評価年度の設定理由

交付金事業対象期間に合わせて、1可 年度内の評価とする。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

都留市内の事故発生件数は、2020年 1月 から12月 の間に40件 (う ち死亡l件 )で、前年と比較して減少しており、コロナ禍による外
出自粛も少なからず影響していると思われるが、児童・生徒においては、徒歩や自転車での代稽手段としてスクールバスを利用
していることが、登下校中の安全確保や交通事故防止の要因となった。
またスクールバスの使用区間は、平成26年度から実施している「通学路安全推進協議会」において危険箇所等が指摘されている
が、道路管理者や地権者との協議が難航していること等により、道路改良が難しい状況である。そのためスクールバスを活用す
ることにより、道路状況に左右されない交通安全対策が可能となっている。バスの乗降車には、教員やスクールガー ドが協力し
て安全管理を徹底し、生徒に対する交通安全指導を行うことにより安全な運用を継続して行うことができている。

評価に係る第二者機関等の活用の有無

l



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

スクールバス運行 日数

活動実績 件 230 223 162

活動見込 イ牛 234 234 230

達成度 % 98.3% 95.3% 70.4%
.  ・

I.r    l.r.・ | ! 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 備  考

20,803,910 17,847,058 14,578,872

10,846,000 10,940,000

10,940,000

ll,029,000

ll,029,00010,846,000

交付金事業の契約の概要

約の目的 契約の方法 契約の相手 約金額

通学用スクールバス運行業務の実施
(委託)(通行本数 :中学校3本 )

特命随意契約 富士急バス株式会社
全体72.062,760円

内令和 2年度中学校分
20,826,960111

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課

うち文部科学省分

交付金充当額

うち経済産業省分

EI亜憂∃



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

番 号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備  考

l

l 公共川
施設に係る
整備、維持
補修又は維
持運営‖1置

市道21020号線待避所設置
工事

山梨市 3,()00,000 3,000,000 総事業費
4,950,000



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度 )

番
「

J 措置名 交付金事 業の名称

l

1 公共川施設に係る整備、維
持補修又は維持運営措置

市道21020号 線待避所設置 ll事

交付金事業者名又は間接交付金事業イ名 山梨市

交付金事業実施場所 III,111j4文 IT」‖II山 ||ナ也1勾

交付金事業の概要

現状幅員が狭く、起点の県道との交差部は視距が悪い状況のため、待避所を設置することにより、交通事故
等を未然に防止し、地域住民の安全を図る。

施 Ii延 長 L=25.3m

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその日標

第 2次総合計画 (平成 29年度～令和 4年度)

4 機能性が高く、落ち着いた住環境の山梨市
(4) 生活インフラの充実したまち

・都市計画道路や生活関連道路、環境道路等を整備すること。

国標 :道路改良工事を実施することにより地域住民の安全な通行を確保 し、事故の防止や住民の利便性・福
祉の向 liを 図り、交通事故0件、 1キ情件数を0件を目指 します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了 (予定)年度 令和2年度

事業期間の設定理 ||| 事業終 r年度

交付金事業の成果□標及び
成果実績

サ′え果 |」 標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

交通 lヶ ll女0件及
び |キ情0件

交通事故件数
及び苦情件数

成果実績
●

ｒ

″
―

日標値
″

―

達成度
υ
ん 100%

評価年度の設定理 |||

今ⅢIの 事業の成果を図るため、事業実施の翌年度早期に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用によ り、利用 者が安全に通行できているため、 :キ情等あ りません。

評価に係る第二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1旨標 ti`イ 三ヽ 令和 2年度 年度 年度

道路施 li延 長

活動実績 ｍ

¨

活動見込 ｍ

¨ 25.3

達成度
ν
カ 100%

交付

`〉

事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度
え
フ́

ー
′

4,950,000

3.000,000

3.000,000

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

市道 21020号線待避所設置工事 指名競争人札 (掬関和興業 III梨 市大 li 4.950,000

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度 )

(単位 :円 )

oC.にコ

f)乃
‐ 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

l

l 公共用
施設に係る
整備、維持
補修又は糸fL
持運営措置

市道上柚木馬込線道路改良
(その6)工事

山梨市 3,267,0()0 3,267,000 総事業費
9,383,000



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度)

番 ウナ ||1置名 交付金事業の名称

l

1 公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営措置

市道上柚木馬込線道路改良 (その6)11事

交付金事X者名又は間接交付金事業者名 山梨市

交付金事業実施場所 山梨市三宮上柚木地内

交付金事業の概要

幅員が狭く安全施設もない為、道路拡幅及びガー ドレールの設置により交通事故等を未然に防止し、地域住
民の安全を図る。

施 11延 長 L=18.l皿

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその日標

第 2次総合計 1山i(平成 29年度～令和 4年度 )

4 機能性が高く、落ち着いた住環境の山梨市
(4) ′L活インフラの充実 したまち

・都市計画道路や生活関連道路、環境道路等を整備すること。

日標 :道路改良 li事 を実施することにより、地域住民の安全な通行を確保・事故の防止や住民の利便性・福
祉の向 11を 図り、交通事故0件、 1=情 件数を0件を目指 します。

事業開始年度 令和2年度 事業終 F(予定)年度 令和 2年度
.11業

期間の設定理 ||| 事業終 l′ 年度

交付金事業の成果国標及び
成果実績

成果 |1標 成果指標 単位 評価年度 令和 2年度

交通事故0件及
び苦情0件

交通 事故件数

及び苦情件数

サ」ヽ果実績
″

―

|||;‖ イ1亡 件

達成度 % 100%

評価年度の設定理 |||

今回の事業の成果を図るため、事業実施後から評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活川により、利用者が安全に通行できているため、苦情等ありません。

評価に係る第二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 令和2年度 年度 年度

道路施 [延 長

活動実績

活動見込 18

達成度
ν
カ 100%

交付金事業の総事業費等 令和 2年度 年度 年度 ‖li 考

9,383.000

3.267,000

3. 267.0()()

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

市通 11柚木馬込線道路改良事業 指名競 イ:人札 (抑恩 |‖ 組 山梨市牧 丘町窪 |`′ 9,383.000

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課

一

ｌ
Ｖ

一

ィ

ー

一

】
”

一

‐
一 L__型劃



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

番 号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備  考

|

二 公共川

施設に係る

1終ウ市、 尉仁オ寺
補修又は維
持運↑村 |キ 置

大月市立図書館運営事業 大月市 9,215,000 9,215,000 総事業費
13,080,742



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度 )

番 い
行 措置名 交付金事業の名称

|

l 公共川施設に係る整備、維
持補修又は維持運営措置

大月市 立図 }+館運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大月市

交付金事業実施場所 山梨県大月市駒|`:^丁 |」 5番 1}サ

交付金事業の概要

大月市民の教育文化施設の拠点である大月市立図書館に専門知識・能力を有する司書や補助事務員等を通切に配置する
~2蔓

「
百

に施設の機能充実や維持を図り、魅力ある大月市及び図書館とするため、電源立地地域対策交付金事業を大月市立図書館運営事
業に充当しています。
事業内訳

嘱託職員 (館長)(1名 × 11カ 月)

会計年度任用職員給料 【副館長 (フ ルタイム)】 (1名 × 11カ 月)

会計年度任用職員報酬 (パ ー トタイム)(6名 × 10カ 月)

光熱水費 〈水・ ド水道×8カ 月) 清掃業務委託 (9カ 月)

交付金事 業に関係する都道

府県又は市町村の l:要 政

策・施策 とその 日標

第 7次総合計画 (平成 30年度～令和 9年度)

5豊かな心が育つまちづくり

②図書館の充実
・市民の読書や学習ニーズに対応できるよう蔵書等の拡充や管内環境の整備に努めます。

|1標 人館者 ‐人当たりの貸‖1資 料数 l.1点 (袋 |‖ 点数/人館者数 )

`j「 業開始年度 平成 30年度 事業終 F(予定)年度 令和 9年度

事業期間の設定理 ||| 第 7次総合計画の終期まで

交付金事業の成果日標及び
成果実績

成果 日標 成果指標 単位 評価年度 令和 10年度
入館者一人当た
りの貸出資料数
1.1点 (貸出
点数/入館者
数)

貸出資料数

|′ 果ヽ実績 3.9

11標 値 1.1

達成度 % 354.5%

評価年度の設定理由

第 7次総合計画の終 r後 に検証を行う

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川の有無
ｌｒ

い



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 ノじイI:′襲 2年度

雇川職員人数

活動実績 人 11 10

活動

'こ

込 人 11 10

達成度 % 100.0% 100.0% 100.0%

11ド水道使用料支払月数

活動実績 月 10

活動見込 りi 10

達成度 % 100.0% 100.0% 100.0%

清|′ 業務委託契約月数

活動実績 月 11

活動見込 月 ll

達成度 % 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費等 30年度 ノ七年度 2年度
レ4
/,

11,982.973
Ｏ

υ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
υ

Ｏ

Ｊ 13,080,742

l 0 () 9, 150,000 9,215.000

9.l10,000 9, 150.000 9,215,000

交付金事業の契約の概要

契約の |1的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
嘱託職員、会計年度任川職員人件費 雇 用 11,471,596

11ド水道使用料 競合他社な し 東部広域水道企業団 282.546

清掃業務委託 兄積合わせ 株式会社共和産業 1,326.600

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

番 号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に要
した経費

交付金充当額 備 考

|

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営措置

市道 (円野)3号線道路改良
工事

韮崎市 4,400,000 4,400,000 総事業費
4,488,000円



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度 )

番 ;} ‖1置名 交付金事業の名称

1

公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営措置

市道 (円 野)3)l線道路改良 11事

交付金事 業者名又は間接交付金事業者名 11:崎 市

交付金事業実施場所 11:崎 市円野‖l「 |」
ll井 地内

交付金事業の概要

施 ll延 長 L=1010m
向山勾配側溝 11(B=300 H=300～ 400)L=95.Om
横断川白山勾配側泄 (B=300H=400)L=6.Om
アスファルト舗装 11(4-11-18)A=50.51lf

交付金事 業に関係する都道
府県又は市町村の li要政

策・施策 とその日標

交付金事業に関係する主要政策・施策 :第 7次総合計画 (令和九年度～令和 8年度 )

基本方向 4 安全・安心に暮らせる強いまちづ くり

政策 9 安全・安心なまちづ くり

施策22 道路の整備
・地区か らの要望を考慮 し、計画的な道路整備を進めます。

日標 市道改良率 64%(令 和 4年度 )

事業開始年度 令和元年度 事業終 了 (予定)年度 令和 8年度

事業期間の設定理 ||| 第 7次総合計画の終期まで

交付金事業の成果日標及び
成果実績

成果 |1標 成果指標 単位 「平111iイ 11,■ 令和 4年度

市道改良率
64%

改良済市道一

市道総延長×

100

成果実績

|1標値 % 61

達成度 %

評価年度の設定理由

第 7次総合計画における前期基本計画の終期年度であるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二者機関等の活用の右無

無 し

%



交付金事業の活動指標及び

活動実績

活動指標 単位 令和 2年度 令和九年度 年度

施 11延 長

活動実績 r〕 l 101

活動見込 111 101

達り′え度 % 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和 2年度 令和元年度 年度 備  考

4,488,000 4,554,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

市道 (円 野)3号線通路改良 11事 指名競争入札 有限会社 細田 li務 所 4,488.000

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

番 号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備  考

l

l 公共用
施設に係る
幣|‖ i、  維持
補修又は維
持運営措置

中央橋横断歩道橋修繕事業 南アルプス市 6,423,()00 6,423,()00 総事業費
7,360, 100



Ⅱ.事 業評価個表 (令和 2年度 )

番 号 lrt名 交付金事業の名称

|

1 公共川施設に係る整備、維
持補修又は維持運営措置

中央橋横断歩道橋修繕事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南アルプス市

交付金事業実施場所 南アルプス市 メ十安芦倉 地内

交付金事業の概要 ・橋梁塗装 1l A=230m2

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の l:要 政

策・施策とその日標

南アルプス市過疎地域自立促進計画 (平成 28年度～令和 2年度 )

3 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進
(2)その対策 (今後の取り組み )

◆道路や橋梁の適正な維持管理、落石防止対策、安全施設の設置、冬期間の除雪、
凍結防止対策の強化などを進めるとともに、関係機関との連携を図つていく。

口標  中央橋横断歩道橋における事故発生件数 0件

事業開始年度 平成 29年度 事業終 r(予定)年度 令和 2年度

事 業期間の設定理 |||

平成 29年度に修締工事のための調査点検および測 |:t設 計を実施。
平成 30年度に関係機関との協議 (河川管理者 :山梨県)を実施。
平成 31年度 (令和元年度)～令和 2年度に修締 ll事 を実施。

交付金事業の成果 |」 標及び
成果実績

|′え果 |1標 成果指標 単位 li平イ|‖ iイ liり 雙 令和 3年度

事故発生件数
()件

事故発生件数
件

成果実績 件

国標値
″

―

達成度
υ
わ 100%

評価年度の設定理由

南アルプス市過疎地域 ri、1促進計画の終期

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二者機関等の活用の有無
4‖ r



交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単イ立 令和元年度 令和 2年度 年度

横断歩道 |`t修 締

活動実績 |`i 0.5 0.5

活動見込 |`t 0.5 0.5

達成度
α
カ 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和九年度 令和 2年度 年度 J/

700 100

6.480.000 6,423,000

0

6.:123,0()06.180.000

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

・橋梁塗装 |:A=230m2 指名競

“

:人札 (榊 スギタ建工代表取締役 杉田 宗利 7.360. 100

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課

100.0x



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

番 号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備  考

|

l 公共川

施設に係る

イ幣ウ|li、 

“

|:lキ

補修又は維
持運営措置

ため池個別施設計画作成業
務委託

北杜市 4,389,000 4,389 000 総事業費
4,389,000



Ⅱ.事 業評価個表 (令和 2年度 )

番
「

′ ||1置名 交付金事業の名称

1

1 公共川施設に係る整備、維
持補修又は維持運常措置

ため池個別施設計画作成業務委託

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 北杜市

交付金事業実施場所 北社市内

交付金事業の概要
ため池 21施設
ため池の整備や補修、補強等の長寿命化対策及び防災減災対策を行い、戦略的な保全管理と機能強化をおこ
なうため個別施設計画を作成する。

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の 〕i要政
策・施策とその日標

交付金事業に関する主要施策 :

第2次総合計画 (平成29年度～令和 8年度)

第3章 安全・安心で明るい杜づくり
6.防災対策の充実
主要施策3 治山・治水、河川整備の推進
土地改良施設の現状 を確認 し、地震による被災の影響が大きい施設の耐震性を点検・踏査するとともにハ
ザー ドマップの作成などの対策や地震により施設の損壊のおそれがあるなどの必要な耐震性を有 していない
施設の整備を実施することにより災害の未然防止や被害の軽減を図る。
【口標】ため池等の災害による被災件数 0件を目指す。

事 業開始年度 平成 29年度 事業終 r(予定)年度 令和 8年度

事業期間の設定理由 第 2次総合計画の終期

交付金事業の成果日標及び
成果実績

l,t果 |1標 成果指標 単位 評価年度 令和 3年度

被災件数0件 被災件数

成果実績
″

―

国標値
″

―

達成度 %

評価年度の設定理由

委託業務終 r後 、 IIL期 に事業評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二者機関等の活用の有無

な し



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

委託業務 一式

活動実績
1ヽ

工ヽ

活動 見込
:｀

Jヽ.

達成度 % 100%

交(ヽ1金 l,業の総 事業費等 令和 2年度 年度 年度 備 考

4,389,000

4,389.000

4,389.000

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

道路改良 ll事 |,1意 契約 山梨県土地改良事業団体連合会 4,389,000

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

コ■ ロ
含 万 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

二 公共用
施設に係る
整備、維持
補修又は維
持運営措置

ため池ハザー ドマツプ作絆

業務委託
´´I:い

北杜市 4,004,000 4,004,000 総事業費
4,004,000



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度)

1ヽ,´ : i

`や
「, 措置名 交付金事業の名称

l

1 公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営措置

ため池ハザー ドマップ作成業務委託

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 北杜市

交付金事業実施場所 北杜市内

交付 金事 業の概 要

ハザー ドマップ作成 4施設                              台風等によ
る災害により、ため池が増水又は決壊により水害が発生 した際、避難経路、避難場所の把握 し、迅速な対
応、判断がとれるようハザー ドマップを作成する。

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその日標

交付金事業に関する主要施策 :

第2次総合計画 (平成29年度～令和 8年度)

第3章 安全 。安心で明るい社づくり
6.防災対策の充実
主要施策3 治山 。治水、河川整備の推進
土地改良施設の現状を確認し、地震による被災の影響が大きい施設の耐震性を点検・踏査するとともにハ
ザー ドマップの作成などの対策や地震により施設の損壊のおそれがあるなどの必要な耐震性を有していない
施設の整備を実施することにより災害の米然防止や被害の軽減を図る。
【目標】ため池等の災害による被災件数 0件を目指す。

事業開始年度 平成 29年度 事業終 了 (予定)年度 令和 8年度

l・ 業期 |lllの 設定理 |11 第 2次総合計画の終期

交付金事業の成果口標及び
成果実績

成果 |1標 J′t果 1旨標 単位 評価年度 令和 3年度

被災件数 0件 被災件数

成果実績 件

日標値

達成度 %

評価年度の設定理由

ハザー ドマップ作成後、早期に事業評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二者機関等の活用の有無

な し



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

委託業務一式

活動実績
■ ‐

工ヽ

活動見込
―ト
エヽ

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

4,004,000

4,004,000
（
υ

4,004,000

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
道路改良工事 随意契約 山梨県土地改良事業団体連合会 4,004,000

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度 )

(単位 :円 )

ェ●_にコ
合 万 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

1 公共川
施設に係る
1整備、維持
補修又は維
持運営等措

置

農道須玉穴平 11号線道路改
良工事

北杜市 6, 607,000 6,607,{〕〔)0 総事業費
6, 677,0{〕 0



Ⅱ.事業評価側表 (令和 2年度 )

口2_,~1
fl卜 ● 1苫 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

農道須玉穴平 11号線道路改良 E事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 北杜市

交付金事 業実施場所 北社市須玉町穴平地内

交付金事業の概要 1薙1壁 1l L=691n

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその日標

交付金事業に関する主要施策 :

第 2次北杜市総合計画 (平成 29年度～令和 8年度)

第 2章 産業を興し、高める杜づくり
1.農林業の推進
主要施策 1 農地保全と農業生産基盤の整備
農道や水路等の農業生産基盤について、補修・更新等により長寿命化を図るとともに、地元ニーズを把握し
たうえで、土地改良事業を推進する。
【目標】道路改良工事完成後、本農道でのすれ違い事故等 0件を目指す。 (苦情 0件など)

事業開始年度 令和 2年度 事業終 r(予定)年度 令和 2年度

事業期間の設定理由 第 2次総合計画の計画期間であり、 |)“ 年度に測 |:L及 び設計を実施 したため。

交付金事業の成果□標及び
成果実績

成果 Ll標 l,ヽ果指標 単位 評価年度 令和 3年度

農道通行車両
による事故 0

件
発生事故件数

件

|1標値 件

達成度 %

評価年度の設定理 |||

改良工事が完成 した ĺ・7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

道路改良 ll事 によって、通行者、農耕者の安全を確保できた。また、地域農業の活性化、農業生産の安定を
図ることができた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

な し

成果実績



交付金事業の活動指標及び

活動実績

活動指標 }itイ立 令和 2年度 年度 年度

施行延長

活動実績 ｍ

¨ 69

活動見込 ｍ

¨ 69

達成度 % 100%

交付金事業の総事業費等 令和 2年度 年度 年度 り4

７
‘

Ａ
Ｕ 0 0

6,607,000

6.607.000

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

道路改良 li事 随意契約 株式会社 Чl占 工業所 6.677.000

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

番 号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備  考

l

1 公共川
施設に係る
|`|‖ i、  畜|:|キ

補修又は維
持迎 1111ケ 置

消防署化学消防自動車購入
事業

上野原市 8,267,000 8,267 000 総事業費
75,680,000



Ⅱ.事 業評価個表 (令和 2年度 )

番 号 ||キ 置名 交付金事業の名称

|

1 公共川施設に係る整備、維
持補修又は維持運営措置

消防署化学消防自動 iド購人事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 |』F,(市

交付 金事業実施場所 IIIうtり:t lilF,(rlFI公 ″1511-8

交付金事業の概要 消防署における老朽化 した化学消防自動 ,卜 の更新

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ヒ要政策・施策 :

「第2期 11野原市 まち。ひと。しごと創生総合戦略」 (令和 2年度～令和6年度)

4.時代にあった地域をつくり、快適で安心な暮らしを守るまちづくり
4.地域防災等の整備―②誰もが安全で安心して暮らせる環境の整備

【日標】市民の安全で安心な暮らしを守る地域防災・防犯体制等の充実

事業開始年度 令和 2年度 事業終 r(予定)年度 令和 6年度

事業期間の設定理 |||
「第 2期 li野原市 まち・ひと 。しごと創生総合戦略」の終期まで

交付金事業の成果日標及び
成果実績

成果 |1標 成果指標 単位 評価年度 令和 2年度
消防署における

購入後 2()年以
11経過 した車両
0台

購入後 20年以
上経過した車両
の台数実績
(台 )

成果実績
ユ、
|:

Ll標 1′ 1

ヽ
―

ユ
ー

達成度 % 100%

評価年度の設定理 |||

単年度で評価が可能な成果口標であるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

11野原市において、この交付金事業によって更新配備された化学卓は、消防力整備指針に基づく算定で 1

台以 11の化学卓が必要となる他、地域防災計画で定めている化学消防力の強化とな り、安心 して暮らせるま
ちづくりとしての成果となる。それは、地域住民等の生命や財産を守るだけではなく市内 2箇所の工業団地
の企業の安心安全を守る効果が期待できることに繋がる。この消防 i「 画の特徴は、 15002の 水槽及び 5
000の薬液槽を備え、泡消火薬液混合装置による泡消火業剤を使用することにより危険物施設や車両等の
油脂火災に対応できる。また、消防水利が乏しい場合は、水槽 ;ド としても活躍できる消防車両である。

評価に係る第二者機関等の活川の有無
Ｉ

い



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

,に 両更新台数 (台 )

活動実績 ハ
ー

ユ
ー

活動見込
ツし,、

11

達成度 % 100%

交付金事業の総事業費等 令和 2年度 年度 年度
t′
イラ

75,680,000

8, 267.0()0

8,267,()00

交付金事業の契約の概要

契約の日的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

消防場化学消防 自動 l「購入 ・般競争人札 有限会社 中村ポンプ 11作所 75,680.000

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課

「

~~~百



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

ェ●_rコ
合 77 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

_二  公共川
施設に係る
整備、維持
補修又は維
持運営措置

十二所水路改修工事 甲州市 9,000 000 9,000,000 総事業費
25,276,9〔 )0



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度)

番 )l 措置名 交付金事業の名称

1

二 公共川施設に係る整備、維
持補修又は維持運営措置

十二所水路改修 ll事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 甲州市

交付金事業実施場所 甲州市塩山牛奥地内

交付金事業の概要

施 Il延 長 L=133Ⅲ
白山勾配側溝 (縦断川)L=117.6m (横断川)L=14.Om
集水桝 1基,アスファル ト舗装工 A=169.0ボ
理戻 し材 (再生クラッシャラン)V=135.00耐

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の li要 政
策・施策とその日標

交付金事業に関係する li要政策・施策 :第 2次甲州市総合計画 (平成30年度～令和9年度 )

基本国標 3 快適で安心 して暮らせるまちづくり
基本施策 15 道路・交通網
・ 車両や通行者の利便性はもとより、安全で安心である道路、また、地域景観に配慮 した道路網整備を

進めるとともに、災害時対策の向上に必要なアクセス道路の早期実現に努めます。
日標 :道路の安全対策対応個所数  実績値 3個所 (平成28年 度 )

日標値 5個所 (令和4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

交付金事業の成果日標及び
成果実績

成果 Li標 サ′え果指標 単位 「平1‖ iイ lil隻 令和 2年度

道路の安全対策
対応

当該年度の交通
事故件数

成果実績
″
―

|1標値
″

―

達成度 % 100%

評価年度の設定理由

事業完 了後に実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本事業の実施により、水路に蓋をすることで、転落防止及び |卜の脱輪の 1lf能性が軽減され、学校への通
学、 1ド の通行において地域住民の安全が確保された。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
111



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

|‐ 1所水路における整備延長

活動実績 111 133

活動見込 111

達成度 %

交付金 l}業の総 l}業 費等 令和 2年度 備  み

25,276.1)00

9,000,000

9,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

水路改修 li事 指名競 争人札 株式会社大和 li務店 (所 在地 :甲州 市) 25, 276.900

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課

I toox

133



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

番 号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備 考

1

1 公共川
施設に係る
整備、維持
補修又は維
持運営措置

中山集会所改修事業 市川三郷町 1 361, 158 1,361, 158 総事業費
1,361,158



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

|

二 公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営措置

中山集会所改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 市川三郷町

交付金事業実施場所 市川三郷町中山918

交付金事業の概要

築 37年の集会所で湿気により廊 ドと和室の床の腐食が進行 し、 ‐部では危険な個所もあるため会合などが
開けない状況である。
特に定期的に高齢者向けに 「いきいきサロン」の場として利川されており、地域住民がより快適に集えるよ
うにするためにも施設の修締が急務となっている。

交付金事業に関係する都道

府県又は市町村の 11要 政

策・ 施策 とその 国標

交付金事業に関係する政策等 :

市川三郷町第 2次総合計画 (平成29年 度～令和 8年度 )

【
“
′Jれ るまち 4人 にやさしいまちづくり (1)介護・高齢者福祉の充実】

にて元気な高齢者がいきがいをもって地域社会で活躍できるよう、活動に対する支援を推進している。

日標 :

集会所の改修 II事 を実施することにより、高齢者が快適に利用できる施設を目指す。

事業開始年度 令和 2年度 事業終 r(予定)年度 令和 2年度

事業期間の設定理 ||| 本事業は工事期間が約6か 月を要する事業であり、7月 111ま でに li事 契約を交わ し事業着手する必要があるため

交付金事業の成果日標及び
成果実績

成果 日標 l,ヽ果指標 単位 評価年度 令和 3年度

151口 | 年間利用回数

成果実績 回

|1標値 回 15

達成度 %

評価年度の設定理由

改修工事完成から 1年 間

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二者機関等の活用の有無
ｒ

ヽ



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

床の修繕面積

活動実績 nl
И

■

活動見込 rn ′―
↓

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

1,361,158

1,361, 158

1361,158

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

集会所の老朽化による床修繕 指名競 争人札 株式会社浅間組 1.361,158

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課

%



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

番 号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備  考

1

_1 公共用
施設に係る
整備、維持
補修又は維
持運営等措

置

三珠総合福祉センター トイ
レ改修工事

市川三郷町 3 000 000 3,000,000 総事業費
6,701,963



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度)

番 号 ||1置名 交付 金 '1,業 の名称

|

1 公共川施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等‖キ置

三珠総合福祉センター トイレ改修 11事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 市川三郷町

交付金事業実施場所 市川三郷町 11野 2714-2

交付金事業の概要

i珠総合福祉センターの トイレは、男女別に lFか ら3Fま でにそれぞれ トイレがあり、そのうち洋式 トイレは障害者用 2台のみ
で、 2台以外の便器すべてが和式 トイレが設置されている。そのため、高齢者や子ども達が トイレを使用するのに不使な状況に
ある。災害時の避難施設に指定されているため、多くの住民が避難生活を強いる可能性があり、 トイレの洋式化改修は必要不可
欠であることから、和式 トイレを洋式化するとともに、男女 トイレ間の隔壁 L部に空間があるため、隔壁空間を埋める改修 11事

を実施する。

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の 〕三要政

策・施策 とその 日標

交付金事業に関係する政策等 :

市川三郷町第 2次総合計画 (平成29年度～令和 8年度)

【安全・安心なまち 1災害に強いまちづくり (2)大規模災害を見据えたリスク・対応の検討】
にて災害対策への取り組みの推進とともに、災害時の協力体制等の確立も推進している。

「1標 :

トイレの100%を 洋式化、男女 トイレ間の隔壁を埋めることにより、有事の際も快適に利用できる施設を11指す。

事業開始年度 令和 2年度 事業終 r(予定)年度 令和 2年度

事業期間の設定理由 設備改修による単年度工事のため

交付金事 業の成果 □標及び

成果実績

ナ′t果 日標 成果指標 単位 評価年度 令和 3年度

洋式 トイレ利
用可能率 10

0%

洋式 トイ レ利
用者― トイレ
利用者=1

成果実績 %

口標値 % 100

達成度 %

評価年度の設定理由

事業完 了の )l・2年度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二者機関等の活用の有無
111



交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動1旨標 単位 令和 2年度 年度 年度

洋式 トイレの lFκ 備台数

活動実績
工 、
!1 !0

活動見込
′、
1: 10

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
ｎ
υ

７
１

Ｏ

Ｊ

3,000,000

3,000,000

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
福祉セ ンターの和式 トイレの洋式化改修 (1期 ) 指名競争人札 株式会社 水電社 4,367,000

福祉センターの和式 トイレの洋式化改修 (2期 ) 指名競 71人 札 有限会社 芦沢設備 l:業 2,153.000

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課

業費

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備 考

1

五 地域活
'H:化ケ1午置

小中学校スクールバス等運
行事業

早川町 9,789,501 9,789,501 総事業費
9,789,501



Ⅱ.事 業評価11ヽ 表 (令和 2年度)

番 号 ||1置 名 交付金事業の名称

| ノ〔 力也上父1舌 ‖:化オ|キ 置 小中学校スクールバス等運行事業

交付金事業者名又は間接交付金事 業者名 早川‖ll

交付金事業実施場所 11L川 町内

交付金事業の概要 小中学校スクールバス及び給食卓運行委託

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の l:要 政
策・施策とその日標

交付金事業に関係する主要施策・施策 :早川町過疎地域自立促進計画 (平成 28年度～平成 32年度 )

7教育の振興
児竜・生徒の学習・生活環境の充実を図る

日標 :児 童の交通事故に巻き込まれる件数、犯罪に巻き込まれる件数、食中岸件数を 0か ら0と します。

事業開始年度 平成 28年度 事業終了 (予定)年度 令和 2年度

事業期間の設定理由 |「川町過疎地域 rl、ア促進計画の終期

交付金事業のり′え果 口標及び

成果実績

成果国標 |,1に 果指標 単位 評価年度 令和 3年度

事故件数 0件

事故件数対前年
比 :翌年度事故
件数=前年度事
故件数×100

成果実績 %

日標値 % 100

達成度
0/
/0

評価年度の設定理由

事業期間中の事故等件数をもって評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無



交付金事業の活動指標及び

活動実績

活動指標 単位 令和 2年度 令和九年度 平成 30年度

運行 日数

活動実績 189 ・
１
■

７
１

７

１

活動見込 211
０
０

０
０

達成度
υ

Ю 77.5% 95.8% 95. 1%

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
レ.

イラ

9,789,501
ｎ
υ

７
‘

Ｏ
Ｏ

ｎ
υ 16.601, 172

9,789.501 17,561,642

17.561.642

11,300.000

14,300,000
Ｏ
Ｏ 501

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
スクールバス及び給食 il'運 行業務委託 指名競 争人札 (有)角 瀬タクシー 4.030.057

スクールバス及び給食申運行業務委託 指名競争人札 (榊俵屋観光 5,759.444

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室

メtFir

金充当額

うち文部科学省分

|う ち経済産業省分

総務部 市町村課



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

番 号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備 考

1

五 地域活
性化措置

町民バス整備事業 早川町 17,930,000 17,930,000 総事業費
17,930,000



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

l ノ[ 地域活性化措置 町民バス整備事業

交付金事業者名又は間|`髪 交付金事業者名 り川町

交付金事業実施場所 ll川 町内

交付金事業の概要
住民福祉の向上を目的とし、各種行政委員会の職員及び町の職員の研修や、町及び町の関係団体等が主催す
る行事に住民が参加する場合に使用 している町所有のバスの整備

交イ、1金 事業に関係する都道
府県又は市町村の 〕:要政
策・施策とその |1標

交付金事業に関係する 〕i要施策・施策 :早川町過疎地域自立促進計画 (平成 28年度～平成 32年度 )

3交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進
町民バスの運行等の交通手段の確保が必要となっている

日標 :高齢化が進む本町においては、公共交通の必要性はとても高いものとなっています。さらに、本町は
南アルプス山麓の急峻な地形の中にあり、南北約40kmに 及ぶ細長い地域です。現在使用 している町民バスは
平成 13年 に購入 してから約 19年 が経過 しています。また、走行距離も47万 kmを 超え、 F仁 両の適切な整備を
行っているものの経年劣化により故障の頻度が多くなっています。運行中の故障が生じることもあるため、
安全面も踏まえ買い替える必要があります。町民バス車両を整備することにより、修繕費を、700千 円/年
→490千円/年  に削減することを日標とします。

j}業開始年度 平成 28年度 事業終了 (予定)年度 令和 2年度

事業期間の設定理由 早川町過疎地域自立促進計画の終期まで

交付金事業の成果 L」 標及び
成果実績

成果 日標 成果指標 :キ

`位
評価年度 令和 3年度

修繕費の対前年
比 70%

修繕費対前年
比 :翌年度修繕
費―前年度修繕
費×100

成果実績 %

|1標 値
0/
/0 70

達成度 %

評価年度の設定理由

1年 間の運行をし、l11年度と修繕費を比較するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二者機関等の活用の有無
■1`



交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和 2年度 年度 年度

'「
両の購入台数

活動実績
ヽ
―
・

ユ
ー

活動見込
ユ、
11

達成度 % 100%

交付金事業の総事業費等 令和 2年度 111i 考

17.930.000

17.930,000

17.930,000

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

町民バス整備 事業 指名競争人札 山梨 |1野 自動 l「 株式会社 17.930,000

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

番 号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備  考

1

二 公共用
施設に係る
整備、維持
補修又は維
持運営等措

置

宮下地内水路設置工事 西桂町 4,400,000 4,400,000 総事業費
4,928,000



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度)

番 号 ||十 置名 交付金事業の名称
二 公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

宮下地内水路設置工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 西桂町

交付金事業実施場所 西桂町下暮地地内

交付金事業の概要 施工延長 L=101.47m、 VS側溝300*300～ 400

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施策 :西桂町第 5次長期総合計画 (平成23年度～令和 2年度)

第 3部 後期基本計画 第 3章 安心で快適な住みよいまち 第 2節 道路交通網・公共交通体系の確立
(1)広域的な道路体系の確立

・町内の拠点施設や集落などを接続する道路網の計画的な整備に努めます。
目標は側溝の新設を行い、雨天時の道路状況を改善すると共に施工延長に対するVS側溝の設置を成果目標と
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 毎年度、西桂町が工事の実施を判断しているため。

成果日標 成果指標 Iltイ
14 評価年度 令和 3年度

成果実績 件

口標値
″

― 危険報告数 0件
住民生活の安
全性を確保

雨天時の危険
リスク軽減

達成度 %

評価年度の設定理由

工事完了後の多雨期が翌年から見込まれるため、事業実施翌年に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金によって、側溝の整備が行え、安全な環境を整備することができた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金事業の成果目標及び
成果実績

4111

1



交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和 2年度 年度 年度

VS側溝工

活動実績 rn 101.47

活動見込 rn 101.20

達成度 % 100.27%

交付金事業の総事業費等 令和 2年度 年度 年度 備  考

4,928,000

4,400,000
ｎ

）

4,400,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 約の相手方 契約金額

道路側溝設置 指名競争入札 い原田組 4,928,000

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

番 号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備 考

|

1 公共川
施設に係る
1“ |‖ i、 尉|:|キ

補修又は維
持運営 ||キ 置

村道鷹巣2号線道路補修工
事

忍野村 4,400 000 4 400 000 総事業費
8,246,700



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

二 公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営措置

村道鷹巣2号線道路補修工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 忍野村

交付金事業実施場所 忍野村内野地内

交付金事業の概要
生活道路として使用 している未舗装道路の舗装補修工事
施工延長 L=195.88m

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施策・施策 :第6次忍野村総合計画
度)

第 2章 定常的施策の推進
第 2【インフラ整備】暮らしやすくなる村づくり
1 道路網の整備

(2)歩道の整備 小中学生が安全に歩いて通学でき
くきっかけを提供できるよう、通
めます。

当該工事個所事故件数 0件、苦情件数 0件

基本計画 (平成29年度～令和2年

るよう、また村民が健康のため歩
学路を中心とした歩道の整備に努

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 第6次忍野村総合計画の終期

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

事故件数 0件
苦情件数 0件

事故件数 0件
苦情件数 0件

成果実績 件

目標値 件
ｎ

）

達成度 %
評価年度の設定理由

事業完了翌年度に評価 を実施す る必要があるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二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 Iキtイ1[ 令和2年度 年度 年度

舗装 11

活動実績 in 1066

活動見込 111 1078

達成度 % 98.9%

交付金事業の総、事業費等 令和2年度 年度 年 度 111i 考

′
１
■

０
０ 700

4,400,000

1,400,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

村道鷹 巣2′ J線道路補修 Il事 指名競 争人札 有限会社三浦建材土木 8,246.700

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課



別紙
I.事業評価総括表 (令和 2年度)

(単位 :円 )

番 号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備 考

l

ノ1:  ナ也域活

性化措 置
防災用備品整備事業 早川町 5 273 000 5,273,()()0 総事業費

5,4〔}7,600



Ⅱ.事業評価側表 (令和 2年度 )

番 号 措置名 交付金事業の名称

l ノ1 1也 J成 ,舌
.H:化

||キ i置 防災川備品整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 早り|1町

交付金事業実施場所 早川町内

交付金事業の概要
早川町地域防災計画に規定される防災資機材の整備のため、投光器 ‐式及び避難所川バーテ~ン コンを指定避難所及び役場所有
倉昨に

'1姿
備する。

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の l:要政
策・施策とその日標

交付令事業に関係する l:要施策・施策 :早川町地域防災計画 (平 チ′k27年度改定 )

第 2章  災害予防計画
第 1節  防災施設及び防災機材の整備、拡充 (総務課、消防団)

2 防災資機材の整備・点検

|1標 :投光器 ‐式 指定避難所川 6セ ット、 r・備 4セ ット、計 1()セ ットの整備 (投 光器、発電機、コードリール)

避難所川バーテ~ン 」シ 指定避難所 6簡所×3個 、 1備i21′ 、:計 2()個 の整備

事業開始年度 令和 2年度 事業終 r(予定)年度 令和 2年度

事業期間の設定理 |ll 防災資機材の整備完 了年度

交付金事業の成果日標及び
成果実績

成果日標 成果指標 11イ立 評価年度 令禾|12イ li度

防災資機材の充
実による、災害
‖|における住民

の安全確保

各避難所への

防災資機材の

配備率

l,ヽ 果実績 % 90

|1標 値 % 100

達成度 % 90%

評価年度の設定理由

防災資機材の整備実績をもって評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

購入個数の変更について、担当課内の協議及び近年の災害時における各集落の避難状況を鑑みて、1セ ット
購入数を減らしても目的を十分達成できると判断した。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
1Ir



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

投光器一式

活動実績 個

活動見込 個 10

達成度 % 90.0%

避難用パーテーション

活動実績 個 20

活動見込 個 20

達成度 % 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和 2年度 年度 年度 備 考
ワ
ー

ｎ
υ

ｌ
■

ｎ

ｕ

5,273,000

5.273.000

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

投光器 ‐式及び避難所用
パ~テ ~ン ヨン整備

見積人札 (掬東ポンll`会 5,407,600

交付金事業の担当課室 総務部 市町村課

交付金事業の評価課室 総務部 市町村課




