


Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （長野市）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1
(公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置)

篠ノ井北374号線＜一般＞舗装事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 長野市

成果実績

評価年度の設定理由

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

長野市篠ノ井布施五明

交付金事業の概要

L=343m　W=10.9m(平均)　A=3,740㎡　t=5cm
　本路線は、主要地方道戸隠篠ノ井線及び県道犀口下居返線に接しているため、通勤時間帯は通過
車両も多く、沿線には、多数の商業施設が立地し、物資運搬路として重要な路線で、今後も交通量
の増加が見込まれます。現状は、舗装盤の破損等が多数見受けられ、路面の平坦性が著しく損なわ
れており、社会資本としての機能低下が顕著な状況となっていることから、地元からも早期に舗装
を修繕してほしいとの要望が出ています。
　このため、本交付金を活用し、路上路盤再生工を行い地盤支持力を確保したうえ、アスファルト
舗装を行うことで、市民が安全に通行できる主要な市道の整備を進めるものです。

目標値 ％ 3.5

達成度 ％ 100

（単年度事業のため記載不要）

R2施工延長
（343m）/要修繕
延長9,684m×100
≒3.5%

第五次長野市総合計画前期基本計画（平成29年度～平成38年度）
【都市整備分野】快適に暮らし活動できるコンパクトなまち「ながの」
【政策】いきいきと暮らせる魅力あるまちづくりの推進
　施策２：暮らしを支える生活機能の維持
　目指す状態：市民の暮らしを支える都市基盤や日常生活に必要な機能が維持されている。
　主な取り組み：都市基盤を支える生活道路などを適切に維持・管理します。

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

老朽化した市道
の改善率　3.5％

舗装の損傷状況は常に変化しており、改善率の算定に用いる路線延長は毎年見直す必要があること
から、年度ごとに評価を実施

本交付金を活用し、篠ノ井北374号線線のひび割れ率30％以上の区間343ｍの路上路盤再生工及びア
スファルト舗装工事を実施したことにより、安全で円滑な交通が確保された。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 3.5



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

篠ノ井北374号線の修繕距離
活動実績 ｍ 343
活動見込 ｍ 343
達成度

交付金事業の評価課室 建設部維持課
交付金事業の担当課室 建設部維持課

契約の目的
道路工事 総合評価落札方式 川中島建設㈱ 30,800,000

％ 100

交付金充当額 30,200,000

単位 年度 年度

総事業費 30,800,000

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 令和２年度

30,200,000







Ⅱ．事業評価個表（令和　２　年度） （上田市）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1
(公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置)

鵜ノ脇地区排水路整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 上田市

施工延長（ｍ）
活動実績 ｍ 12.4 20.0 16.8
活動見込 ｍ 12.9 20.0 16.8
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

長野県上田市生田

交付金事業の概要 水路工　Ｌ＝12.4ｍ

目標値 ％ 30

達成度 ％ 100

％ 96 100

[（今年度安定
供給率/前年度
供給率）－1]

×100

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
上田市生田に位置する鵜ノ脇地区排水路は上流に34.5haの流域を持つ排水路です。従前の流域内は
主に山林と農地で構成されておりましたが、平成8年に6.4haが住宅団地として宅地造成され、降雨
時の排水量が増加したことに伴い既存の排水路は現形をとどめないほど荒廃が進んでいます。つき
ましては、対象となる流域に対応する排水能力を有す排水路を整備することにより、安定的に排水
可能な水路環境の確保、また周辺地の荒廃化の防止により、住民の維持管理が可能な環境が確保さ
れます。
【目標】
かんがい水田（1.97ha）への安定供給率（前年比較）　30％
※上記安定率：[（今年度安定供給率/前年度供給率）－1]×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

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

かんがい水田
への安定供給

率
（前年比較）

30％

単年度毎に工事区間を設定し毎年度継続して実施しているため

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 30

本交付金の活用により、全体延長50mのうち令和2年度は施工延長12.4mの排水路改修工事を行い、
対象流域の安定的な排水施設の確保を図ることができました。

単位 令和元年度 平成30年度

100

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



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

交付金事業の評価課室 丸子地域自治センター建設課
交付金事業の担当課室 丸子地域自治センター建設課

契約の目的
排水路改修 一般競争入札 ㈱高樹 3,509,000

交付金充当額 3,000,000 3,000,000 3,000,000

総事業費 3,509,000 3,586,000 3,261,600

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 備考

0 0 0
3,000,000 3,000,000 3,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （飯田市）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

校舎屋根改修事業＜一般＞

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 飯田市

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

飯田市高羽町

交付金事業の概要
飯田東中学校の管理教室棟は、昭和54年建築であり、屋根は40年以上も使用している。特に屋根の
劣化は、建物の躯体に直接影響するため、建築基準法による３年に１度の法定点検で、劣悪な状況
であることが確認された屋根のため、塗装による改修を行う。

事業開始年度

第2次飯田市教育振興計画の前期（4年間）

第2次飯田市教育振興計画（平成29年度～平成40年度）
　方針6　行政の「総合力」を発揮して市民とともに教育の事業を進めます
　　取組12　教育関連施設マネージメントの取組を進める
　　　飯田市公共施設等総合管理計画及び飯田市公共施設マネージメント基本方針に基づき、教育
　　関連施設の将来方針を明らかにし、実施可能な施設から具体的な取組を進めます。
　　　（１）学校施設の整備・充実
　
　目標：
　　飯田市公共施設等総合管理計画及び飯田市公共施設マネージメント基本方針に基づき、教育
　　関連施設の将来方針決定

平成29年度 事業終了（予定）年度 令和2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2年度

校舎屋根の整
備

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年度中に評価を実施

〔１〕屋根の劣化による躯体への影響を軽減
　劣悪な状況であることが確認された屋根について、塗装工事を行うことにより、躯体への影響を
防ぐことができました。
〔２〕雨漏りによる内装、設備に対する安全確保
　屋根の塗装工事を行うことにより、雨漏り等の予防につながり、内装の落下や電気設備の漏電
等、危険防止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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100成果実績

評価年度の設定理由

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

対象校の校舎屋
根整備率：整備
校数÷対象１校

×100



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

劣悪な状況であることが確認
された屋根のため、塗装によ

る改修をした校数

活動実績 校 1
活動見込 校 1
達成度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

無
年度 年度

総事業費 4,402,846

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 令和２年度

％ 100%

4,000,000

交付金充当額 4,000,000

単位

飯田東中学校屋根外壁改修工事 一般競争入札 吉川建設（株） 101,585,000

交付金事業の評価課室 飯田市教育委員会事務局　学校教育課
交付金事業の担当課室 飯田市教育委員会事務局　学校教育課

契約の目的



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （飯田市）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

学校地下タンク改修事業＜一般＞

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 飯田市

成果実績

評価年度の設定理由

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

飯田市北方ほか２箇所

交付金事業の概要

地下貯蔵灯油タンクの設置年について、伊賀良小学校と旭ヶ丘中学校、緑ヶ丘中学校は、昭和53
年、58年、平成8年となっている。平成22年の消防法改正省令「危険物の規制に関する規則等の一
部を改正する省令」により、「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」については、対策が義務付け
られているため、対象となる３校の地下貯蔵灯油タンクを廃止し、貯蔵灯油タンクを地上式に置き
換えます。

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

第2次飯田市教育振興計画の前期（4年間）

対象校の灯油タ
ンク整備率：整
備校数÷対象３

校×100

第2次飯田市教育振興計画（平成29年度～平成40年度）
　方針6　行政の「総合力」を発揮して市民とともに教育の事業を進めます
　　取組12　教育関連施設マネージメントの取組を進める
　　　飯田市公共施設等総合管理計画及び飯田市公共施設マネージメント基本方針に基づき、教育
　　関連施設の将来方針を明らかにし、実施可能な施設から具体的な取組を進めます。
　　　（１）学校施設の整備・充実
　
　目標：
　　飯田市公共施設等総合管理計画及び飯田市公共施設マネージメント基本方針に基づき、教育
　　関連施設の将来方針決定

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

灯油タンクの
整備

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年度中に評価を実施

〔１〕腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクの安全確保
　腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクを廃止することで、タンクの亀裂等による土壌汚染を防ぐこ
とができました。
〔２〕地上式灯油タンクの設置の安全確保
　灯油タンクをタンクハウスに収納することで、タンクの耐久性の向上・施錠による防犯対策・ハ
ウス内の防油堤による危険防止などか可能となりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

腐食のおそれが高い地下貯蔵
タンクを廃止し、地上タンク

に改修した校数

活動実績 校 3
活動見込 校 3
達成度

交付金事業の評価課室 飯田市教育委員会事務局　学校教育課
交付金事業の担当課室 飯田市教育委員会事務局　学校教育課

契約の目的

6,644,000

％ 100%

交付金事業の成果目標
及び成果実績

無

交付金充当額 5,700,000

単位 年度 年度

総事業費 6,644,000

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 令和２年度

5,700,000

計
旭ヶ丘中学校地下タンク改修工事 一般競争入札 （株）東設 2,233,000

伊賀良小学校地下タンク改修工事 一般競争入札 協和設備（有） 2,211,000
緑ヶ丘中学校地下タンク改修工事 一般競争入札 （株）飯田ボイラー 2,200,000







Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （伊那市）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 市道美篶手良線＜１＞舗装維持工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 伊那市

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

舗装工事の実施延長
(実施延長()ｍ÷目標延長

(220ｍ))

活動実績 ｍ 46 64 98
活動見込 ｍ 48 64 98
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

交付金事業の評価課室 建設部建設課
交付金事業の担当課室 建設部建設課

契約の目的

伊那市　美篶　上原区

交付金事業の概要
　本事業で、当該路線の舗装維持工事を実施することにより、緊急的な舗装補修の頻度の減少、
また通行車両による周辺住民への騒音・振動の減少の効果が期待できます。

目標値 ％ 90％以上

達成度 ％

舗装維持工事 一般競争入札 池田建設株式会社 5,423,000

％ 46/220＝21 110/220＝50

完成までに3年を要するため。

住民満足度

　急峻な河岸段丘地形の箇所において、当該路線の線形がS字形、急勾配となっており、路盤下の
地盤のCBR値も低く、舗装の傷みが顕著にみられる。本事業で、緊急的な舗装補修の頻度の減少、
また通行車両による周辺住民への騒音・振動の減少を目標として当該路線の舗装維持工事を実施

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 令和2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

住民満足度
90％以上

事業完了翌年度に住民満足度を測定し、評価を実施。

　本事業で、当該路線の舗装維持工事を実施することにより、緊急的な舗装補修の頻度の減少、
また通行車両による周辺住民への騒音・振動の減少効果が期待できます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％

交付金充当額 4,067,000 3,267,000 3,267,000

単位 令和元年度 令和2年度

総事業費 5,464,800 5,071,000 5,423,000

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
208/220＝95

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度

4,067,000 3,267,000 3,267,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （伊那市）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 市道黒河内線＜１＞道路防災工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 伊那市

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

防災工事の実施延長
活動実績 m 30 28 21
活動見込 m 30 28 21
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

交付金事業の評価課室 伊那市建設部建設課
交付金事業の担当課室 伊那市建設部建設課

契約の目的

伊那市長谷黒河内

交付金事業の概要
市道黒河内線は落石が頻繁に起こることから、安全対策が急務である。落石が特に多い箇所（施
工延長L=21m、落石防止網工A=210m2）の対策工事をすることにより、落石を未然に防ぎ、通行車
両の安全を確保する。

目標値 件/年 5件/年　以下

達成度 %

道路防災工事 一般競争入札 コウリョウ建設（株） 3,740,000

% 100 100

完成するまでに1年間を要するため。

落石除去対応件数：
市道黒河内線における
職員・地域住民による
落石除去対応件数。

市道黒河内線は、南アルプスへの入山路線として多くの観光客及び登山者のための林道バスが通行する路線である。道
路沿線は急峻な地形で岩盤がむき出しの箇所も多く、落石等がみられるが、安全施設が未整備であるため、危険な状況
となっている。通行者及び林道バス管理者から安全対策工事の要望もあることから、落石防止網設置工事を実施し、通
行車両の安全を確保する。

【目標】
落石が頻繁におこる事業箇所を対策することにより、市道黒河内線の落石除去対応件数を5（件/年)以下に抑える。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業の成果目標
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

落石除去対応件数
5件/年以下

事業実施翌年度に落石除去件数を測定し、評価を実施する。

本交付金を活用することにより、落石が頻繁に起こる箇所の対策工事を行え、通行車両の安全を確保することができま
した。引き続き落石除去件数の確認や、当路線の安全管理を行い、住民の安全を確保していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

件/年

交付金充当額 3,200,000 3,300,000 3,500,000

単位 令和元年度 令和2年度

総事業費 5,022,000 4,400,000 3,740,000

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
100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度

3,200,000 3,300,000 3,500,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （伊那市）

うち文部科学省分
うち経済産業省分 3,700,000 3,500,000

交付金充当額 3,700,000 3,500,000

単位 令和2年度

総事業費 4,653,000 3,850,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 令和元年度

市道鹿嶺線は、南アルプス鹿嶺高原への入山路線として多くの観光客が通行する路線である。道路沿線は岩盤がむき出
しの箇所も多く、落石等がみられるが、安全施設が未整備であるため、危険な状況となっている。通行者から安全対策
工事の要望もあることから、落石防止網設置工事を実施し、通行車両の安全を確保する。

【目標】
落石が頻繁におこる事業箇所を対策することにより、市道鹿嶺線の落石除去対応件数を15（件/年)以下に抑える。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業の成果目標
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

落石除去対応件数
15件/年以下

事業実施翌年度に落石除去件数を測定し、評価を実施する。

本交付金を活用することにより、落石が頻繁に起こる箇所の対策工事を行え、通行車両の安全を確保することができま
した。
引き続き落石除去件数の確認や、当路線の安全管理を行い、住民の安全を確保していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

件/年

交付金事業の評価課室 伊那市建設部建設課
交付金事業の担当課室 伊那市建設部建設課

契約の目的

伊那市長谷溝口

交付金事業の概要

市道鹿嶺線は、南アルプス鹿嶺高原への入山路線として、多くの観光客が通行する路線であるが、
急峻な地形に位置しており、落石が頻繁に起こるため、落石が特に多い箇所（施工延長L=21m、落
石防止網工A=270m2）の対策工事をすることにより、落石を未然に防ぎ、通行車両の安全を確保す
る。

目標値 件/年 15件/年　以下

達成度 %

道路防災工事 一般競争入札 コウリョウ建設（株） 3,850,000

% 100 100

完成するまでに1年間を要するため。

落石除去対応件数：
市道鹿嶺線における職
員・地域住民による落

石除去対応件数。

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 市道鹿嶺線＜１＞道路防災工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 伊那市

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

防災工事の実施延長
活動実績 m 24 21
活動見込 m 24 21
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （東御市）

番号 措置名 交付金事業の名称

(公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置) 湯の丸高原スポーツ交流施設改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 長野県東御市

交付金事業実施場所 東御市湯の丸高原

交付金事業の概要 湯の丸高原スポーツ交流施設暗渠排水工事の実施

事業開始年度 2014年度 事業終了（予定）年度 2023年度

事業期間の設定理由 第2次東御市総合計画の終期まで

成果目標 成果指標 単位 評価年度 2022年度

成果実績 人 －

目標値 人 609,600

達成度 ％ －

評価年度の設定理由

2021年度に本事業の継続事業でグラウンド内の芝生化工事を行う予定であることから、芝生化工事
完了後の2023年度としました。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

湯の丸高原観
光入込客者数

　本交付金の活用により、湯の丸高原スポーツ交流施設に係る効果的な施設整備を実現することが
できました。湯の丸高原の一層の魅力強化により多くの来訪者に来ていただくことができ、地域の
魅力を活かした活力とにぎわいを生むまちの実現につな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

活動指標 単位 2020年度 年度 年度

達成度 ％ 100

交付金事業の活動指標
及び活動実績 暗渠排水工事の実施

活動実績 ｍ 862
活動見込 ｍ 862

交付金事業の成果目標
及び成果実績

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次東御市総合計画（2014年度～2023年度）
　基本目標Ⅴ　地域の魅力を活かし、活力とにぎわいを生むまち
　　Ⅴ４　　　交流をひろげる魅力ある観光地を創る
　　　　　　　53　観光拠点の整備と情報発信の強化

目標
湯の丸高原観光客利用者数　598,400人

湯の丸高原観
光客利用者数

の増加



うち文部科学省分
うち経済産業省分

交付金事業の総事業費等 2020年度 年度 年度 備考

総事業費 6,996,000

交付金充当額 6,400,000

6,400,000
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
一般競争入札 株式会社竹花組東御支店 6,996,000

交付金事業の担当課室 企画振興部文化・スポーツ振興課
交付金事業の評価課室 企画振興部文化・スポーツ振興課



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） 宮田村

うち文部科学省分
うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営費等措置 村道128号線宮田駅西舗装修繕工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 宮田村

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

活動実績 ｍ 100,865.9 100,990.3 101,187.1
活動見込 ｍ 100,770.0 101,166.6 101,346.6
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

村道128号線の舗装修繕

L=132.3m、A=678㎡
自由勾配側溝
L=26.0m
ﾊﾞｲｺﾝ台付管 L=5.3m
集水桝、区画線

交付金事業の評価課室 みらい創造課
交付金事業の担当課室 建設課

契約の目的

宮田村

交付金事業の概要 村道128号線の舗装修繕工事　　舗装修繕工　L=132.3ｍ　A=678㎡　　自由勾配側溝　L=26.0ｍ

目標値 ｍ 101,346.60

達成度 ％ 99.84

道路工事 指名競争入札 黒河内建設株式会社 4,873,000

％ 100.10 99.83

－

　　　　　　　　　　　　　　　バイコン台付管　L=5.3ｍ　　集水桝　1基　　区画線　一式

交付金事業に関係する主要政策・施策
【宮田村】
宮田村第５次総合計画　後期基本計画（平成28～令和2年）
　第３章「安心・安全・快適・調和のむらづくり」
　　第３節　地域基盤整備
　　　３道路環境整備
　　　　・村道の維持管理
目標：村道改良済延長　101,090ｍ

事業開始年度 ２年度 事業終了（予定）年度 ２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 ３年度

村道改良済
延長

101,090km

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

　村道128号線は、本村の北西部に位置する北割区、南割区の通学路であるとともに、近隣市町村
を結ぶ広域幹線道路とJR宮田駅や中心市街地を結ぶ地域住民にとって重要な道路となっています
が、幅員が狭く、路面性状も悪い状況にあるため、かねてより舗装修繕に対する住民要望が出さ
れてきた中、今年度、本交付金の活用により、当該道路の舗装工を実施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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

ｍ 101,187.10

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

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000

単位 令和元年度 2年度（R2.10月時点）

総事業費 6,037,200 5,108,400 4,873,000

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
99.84

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 30年度

4,400,000 4,400,000 4,400,000





Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （天龍村）

うち文部科学省分
うち経済産業省分 8,000,000 8,700,000 8,000,000

交付金充当額 8,300,000 8,700,000 8,000,000

単位 年度 年度

総事業費 12,063,000 10,406,000 9,427,000

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 令和２年度

＜主要政策・施策＞
・第５次天龍村総合計画　基本計画（平成28年度～令和2年度）
　基本目標１　活力を支える基盤の形成
　　施策２　暮らしを支える交通事業の整備
　　（２）安全に配慮した道路交通環境の整備
　　「長期改良工事や災害等による寸断時に対応できる道路網の整備に取り組みます。
　　　危険箇所対策として、総合的かつ効率的な判断による道路改良を進め、利用者が
　　　常時安心して通行できる道路整備を進めます。」
＜目標＞
・道路網整備と改良の促進による、災害に強く安定した道路環境の整備。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２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２年度

施工後の
住民満足度
80％以上

第５次天龍村総合計画が令和２年度までであるため。

＜成果＞
法面防災工事を実施したことで、利用者が安心安全に走行できる路線となり地域活性化に寄与で
きた。
＜評価＞
本事業により年10数回発生していた落石等が抑制され、工事着手より実績報告日（2月8日）間の
土砂崩落等による通行止めは0件であった。さらに今後、路面維持管理に要する費用が削減できる
見込みである。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100

交付金事業の評価課室 建設課
交付金事業の担当課室 建設課

契約の目的

長野県下伊那郡天龍村平岡

交付金事業の概要 L=32.0ｍ　W=4.0ｍ　吹付t=8㎝A=505㎡

目標値 ％ 80

達成度 ％ 125

建設工事の請負 指名競争入札 ㈲上野建設 9,427,000

% 100

満足と回答
した住民

÷
回答者

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 村道天竜川線＜一般＞
法面防災工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 天龍村

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

施工後崩落による通行止め
及び交通事故発生件数

活動実績 回 0
活動見込 回 0
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （天龍村）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 村道万城線＜一般＞
法面防災舗装工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 天龍村

施工後崩落による通行止め
及び交通事故発生件数

活動実績 回 0
活動見込 回 0
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

長野県下伊那郡天龍村平岡

交付金事業の概要 L=93.5ｍ　W=2.6～4.3ｍ　吹付t=8㎝A=362㎡　As舗装A=292㎡

目標値 ％ 80

達成度 ％ 125

% 100

満足と回答
した住民

÷
回答者

＜主要政策・施策＞
・第５次天龍村総合計画　基本計画（平成28年度～令和2年度）
　基本目標１　活力を支える基盤の形成
　　施策２　暮らしを支える交通事業の整備
　　（２）安全に配慮した道路交通環境の整備
　　「長期改良工事や災害等による寸断時に対応できる道路網の整備に取り組みます。
　　　危険箇所対策として、総合的かつ効率的な判断による道路改良を進め、利用者が
　　　常時安心して通行できる道路整備を進めます。」
＜目標＞
・道路網整備と改良の促進による、災害に強く安定した道路環境の整備。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２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２年度

施工後の
住民満足度
80％以上

第５次天龍村総合計画が令和２年度までであるため。

＜成果＞
法面防災・舗装工事を実施したことで、利用者が安心安全に走行できる路線となり地域活性化に寄
与できました。
＜評価＞
本事業による法面・舗装整備によって路線の安全性が高まり、崩落による通行止め及び交通事故防
止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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100

単位 年度 年度
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



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

交付金事業の評価課室 建設課
交付金事業の担当課室 建設課

契約の目的
建設工事の請負 指名競争入札 ㈲福士組 10,505,000

交付金充当額 8,000,000

総事業費 10,505,000

交付金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 備考

8,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （天龍村）

【主要政策・施策】
第5次　天龍村総合計画　基本計画（平成28年度～令和2年度）
　基本目標3　地域で守る、ぬくもりの生活環境
　　施策3　一人ひとりの意識の向上と地域からはじまる安心・安全対策
　（5）消防設備の整備と組織の強化
　　水利や小型動力ポンプ他、地域の実情に沿った消防施設の整備・更新を行います。また、消防
団員の加入を図るとともに、訓連等による消防団の強化や自主防災組織の育成に努めます。火災時
の対応力の向上を目指すため、地域との連携を深め、防火意識の高揚を促進します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

小型動力ポン
プ

付積載車１台
整備

第5次総合計画が令和2年度までであるため

【成果】老朽化が著しい消防ポンプ自動車を更新することで今後火事等が発生した場合に初期消火
がスムーズ且つ確実に行なえ、未然に大きな火事等を防ぐことができ、地域の安心安全に寄与でき
ます。
【評価】本事業で小型動力ポンプ付積載車を整備する平岡地区では令和元年に2件の家屋全焼火災
があり、初期消火の遅れから長期に渡る火災となった事例があります。本事業により早期の消火が
可能となり村民の生命・財産を守ることが期待できます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

台 1

長野県下伊那郡天龍村平岡　長野町消防詰所

交付金事業の概要
長野町地区に設置している消防ポンプ自動車が購入してから28年が経過し、自動車メーカーにより
設定された消防用車両の安全基準年数（15年）を超え、頻繁に故障するため、新たな小型動力ポン
プ付積載車を購入しました。

目標値 台 1

達成度 ％ 100

更新済台数÷
更新予定台数

×100

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

小型動力ポンプ付積載車整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 天龍村

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分 8,000,000

交付金充当額 8,000,000

単位 年度 年度

総事業費 10,096,397

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 令和2年度

交付金事業の評価課室
交付金事業の担当課室

契約の目的
小型動力ポンプ付積載車整備 随意契約 ㈱久保田商会 10,096,397

％ 100

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

小型動力ポンプ付積載車更新数
活動実績 台 1
活動見込 台 1
達成度















Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （南木曽町）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

2
公共施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

小型動力ポンプ付普通積載車購入事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南木曽町

成果実績

評価年度の設定理由

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

南木曽町読書　他1か所

交付金事業の概要

小型動力ポンプ付普通積載車の購入（更新）
現在使用している小型動力ポンプ付普通積載車は、平成12年に導入されたものであり、老朽化が著
しく今後の消防活動に支障をきたす恐れがあるため、小型動力ポンプ付普通積載車を購入（更新）
します。

目標値 台 2

達成度 % 100

令和２年度における更新事業のため

導入から20年
を経過する消
防車両の台数

第10次総合計画（平成30年度～平成39年度）
　第１章　もっと思い切り　定住化
　　第１節　快適な社会基盤のあるまちづくり
　　　14　消防対策の推進
・今後、消防団員の減少が予想される中で、効果的な消防団活動を確保するために機械力の整備充
実、消防団拠点施設の整備を進め、災害に即応できる体制の整備強化に努めて「災害に強いまちづ
くり」を目指します。
　目標：導入から20年を経過する消防車両の更新

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

導入から20年
を経過する消
防車両の更新

次年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度末に評価を実施。

交付金活用により、導入から20年を経過する消防車両（小型動力ポンプ付普通積載）２台の更新を
行うことができました。効果的な消防団活動を確保するために機械力の整備が充実され、災害に即
応できる体制の整備強化を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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

台 2



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

導入から20年を経過する消防
車両の洗い出し

活動実績 台 2
活動見込 台 2
達成度

交付金事業の評価課室 南木曽町役場総務課総務係
交付金事業の担当課室 南木曽町役場総務課総務係

契約の目的
小型動力ポンプ付普通積載車購入 指名競争入札 CSK総合防災　株式会社 21,934,000

％ 100

交付金事業の成果目標
及び成果実績

無

交付金充当額 21,000,000

単位 年度 年度

総事業費 21,934,000

交付金事業の総事業費等 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 令和２年度

21,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （王滝村）

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、事業実施年度末に評価を実施。

事業期間の設定理由 第４次王滝村長期振興計画　後期基本計画　の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

災害時におけ
る迅速な消防
活動の確保

車両更新台数

成果実績 台 1

目標値 台 1

達成度 ％ 100

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４次王滝村長期振興計画　後期基本計画（平成28年度～平成32年度）
　　基本施策３　安全安心なくらし
　　　５地域防災の推進
　　　　・村の消防体制は、常備消防として木曽広域消防本部及び木曽消防署が設置されてお
り、
　　　　　非常備消防として消防団（定数75人）が組織されています。
　　　　　過疎化に伴う団員の減少や就業形態の多様化により、昼間不在の団員が増加している
　　　　　こともあり、消防力の低下が懸念されています。
　　　　・消防団組織の再編成等を進めて消防団の活性化を図るとともに、消防施設や水利の
　　　　　計画的な整備、広域消防等との連携強化、自主防災組織の育成を進め、地域防災力の
　　　　　維持に努めます。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 王滝村

交付金事業実施場所 長野県木曽郡王滝村

交付金事業の概要

消防指令車更新１台
消防指令車は、火災及び自然災害発生時には現場指揮本部として使用する重要な車両である。現
在の指令車は平成18年に導入した車両であり、車両の老朽化が進み、今後の消防活動に支障をき
たす恐れがあるため、消防指令車を更新します。

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

王滝村消防指令車更新事業



うち文部科学省分
うち経済産業省分

消防指令車更新 指名競争入札 CSK総合防災株式会社 4,923,750
交付金事業の担当課室 総務課　地域防災係

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 総務課　財政係

　
4,200,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 4,923,750

交付金充当額 4,200,000

活動見込 日 15

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

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、住民負担増に頼ることなく王滝村消防団指令車１台の更新をすること
ができました。事業期間中（5月～1月）における消防団活動として、年末特別警戒2日延べ15名、
滝越区自衛消防団訓練1日4名、消防団出初式61名の実績となりました。火災予防広報や消防団活
動など地域防災の維持に取り組むことができると共に、迅速な消防活動の確保が図られます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 13

年度

火災予防宣伝での使用日数
活動実績 日 2

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） 大桑村

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業実施場所

2
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

大桑村スポーツ公園整備事業　二期事業　村民体育館屋根改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大桑村

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

大桑村大字殿

交付金事業の概要 大桑村スポーツ公園整備事業の村民体育館屋根改修

主要政策・施策：第５次大桑村総合計画 後期基本計画（2019年度～2023年度）
　　　　　　　　第５章　人と文化が輝き歴史が息づくむらづくり
　　　　　　　　３.生涯スポーツ　（４）スポーツ施設の整備充実

　　　　　　　　　近年、同体育館では屋根の経年劣化等により雨漏りが発生しています。雨漏りにより床に水が
　　　　　　　　溜まると、足を滑らせて転倒する等の事故が発生する可能性があり、使用を中止せざるを得ない
　　　　　　　　状況です。防災の観点からも、発災時に雨漏りが発生すると避難所として機能しなくなってしまう
　　　　　　　　ことから、早急に屋根改修を行う必要があります。
　　　　　　　　　屋根を改修することで、雨天時にも安全に体育館を使用することができ、床板の剥離等の危険が
　　　　　　　　なくなります。また、有事の際には、近隣住民が安全に避難することができます。

　目　　　標　：村民体育館における重大事故件数０件の継続



うち文部科学省分
うち経済産業省分

事業期間の設定理由

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

村民体育館の屋根改修工事
活動実績 ㎡ 1,496.0
活動見込 ㎡ 1,496.0
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

交付金事業の評価課室 大桑村教育委員会　生涯学習係
交付金事業の担当課室 大桑村教育委員会　生涯学習係

契約の目的

目標値 件 0

達成度 ％

大桑村民体育館屋根改修工事 指名競争入札 株式会社　寺嶋建築 37,950,000

％ 100

梅雨や降雪期など事業実施に不向きな期間の施工とならないように決定した。

敷地内における
重大事故件数

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和４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

敷地内におけ
る

重大事故件数
０件

事業終了後１年間の実績で評価するため。

本交付金の活用により、大桑村民体育館の屋根の改修をすることができました。今後も当該体育館の安全管理をし、
重大事故０件の目標を達成を目指します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

件

交付金充当額 35,000,000

単位 年度 年度

総事業費 37,950,000

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 令和２年度

35,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） 大桑村

主要政策・施策：第５次大桑村総合計画後期基本計画（2019年度～2023年度）
　　　　　　　　第５章　人と文化が輝き歴史が息づくむらづくり
　　　　　　　　３.生涯スポーツ　（４）スポーツ施設の整備充実

　　　　　　　　　現在設置されている和式トイレでは、未就学児や乳幼児を連れた親子には使用に
　　　　　　　　適さないことから洋式トイレへの改修が必要です。また、現在の設備では冬季の使
　　　　　　　　用ができないため、凍結防止用設備の整備も必要です。更衣室及びシャワー室は乳
　　　　　　　　幼児のおむつ替えや授乳用スペースとして使われていますが、十分なスペースが確
　　　　　　　　保されていないうえに、段差があることから事故につながる可能性が考えられます。
　　　　　　　　以上のことからジョギングハウス改修が必要です。

目　　　　　標：施設内における重大事故件数０件

大桑村大字殿

交付金事業の概要 大桑村スポーツ公園内のジョギングハウスの改修

3
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持措置運営等措置

大桑村スポーツ公園整備事業　二期事業　ジョギングハウス改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大桑村

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

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分 5,000,000

交付金充当額 5,000,000

単位 年度 年度

総事業費 7,096,320

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 令和２年度

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和４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

施設内におけ
る重大事故件

数
０件

事業終了後１年間の実績で評価するため。

本交付金の活用により、大桑村スポーツ公園内のジョギングハウスの改修をすることができました。今後も継
続的な公園の整備及び安全管理をし、当該施設内における重大事故０件の達成を目指します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

件

交付金事業の評価課室 大桑村教育委員会　生涯学習係
交付金事業の担当課室 大桑村教育委員会　生涯学習係

契約の目的

目標値 件 0

達成度 ％

ジョギングハウスの改修 指名競争入札 尾前建築 7,096,320

％

大桑村スポーツ公園内の体育館屋根改修事業と同期間に施行するため。

施設内におけ
る重大事故件

数

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

ジョギングハウスの改修
活動実績 一式
活動見込 一式
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

事業期間の設定理由



Ⅱ．事業評価個表（　令和２年度　） （木曽町）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

2
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

町道木曽駒線＜２＞道路改良工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 木曽町

成果実績

評価年度の設定理由

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

木曽町新開大原

交付金事業の概要

町道木曽駒線の道路改良工事（施工延長112.7ｍ 幅員5.75～7.90　側溝220ｍ　面積707㎡）
町道木曽駒線は生活道路として重要な路線であり、路線バスの運行・通勤・通学など車両の通行量
が多く、交通安全上の対策を行う必要があるため、本交付金を活用して道路改良工事を行いまし
た。

目標値 ％ 80

達成度 ％ 125

不要

満足と回答し
た住民÷回答

者

　町道木曽駒線は、木曽町新開大原地籍に位置し生活道路として重要な路線であり、路線バスの運
行・通勤・通学をはじめ地域住民の通行頻度が高いです。近年、舗装のひび割れや歪み、また、冬
期には凍み上がりが著しく舗装路面のワダチが酷く路面排水に影響が出てしまい水溜まりや凍結が
発生しており、通行に支障をきたしているところです。
　このため、本交付金を活用し、道路改良工事を行うことにより、円滑で安全な交通の確保が期待
でき、併せて町広報誌やホームページ等での広報活動を行うことで、発電用施設の設置及び運転の
円滑化のため、地域の理解を推進していくこととします。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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

事業終了後の
住民満足度
80％以上

一年を通して利便性の向上、及び安全対策の向上を確認するため

道路改良工事（施工延長112.7ｍ 幅員5.75～7.90　側溝220ｍ　面積707㎡）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

道路改良工　施工延長
活動実績 ｍ 112.7
活動見込 ｍ 113
達成度

交付金事業の評価課室 企画財政課
交付金事業の担当課室 建設水道課

契約の目的
町道木曽駒線＜２＞道路改良工事 一般競争入札 株式会社　加藤組 16,291,000

ｍ 99.7

交付金充当額 14,000,000

単位 年度 年度

総事業費 16,291,000

交付金事業の総事業費等 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 ２年度

14,000,000







Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （松本市）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 松本市入山辺
保育サービス事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 松本市

成果実績

評価年度の設定理由

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

入山辺保育園　松本市入山辺

交付金事業の概要 保育園職員5名の人件費、7ヶ月分

目標値 人 ０歳＋15、１-２歳＋17、３歳以上＋101

達成度 % ０歳０％、１-２歳０％、３歳以上52％

保育希望数に
対する保育人
数の過不足

【主要政策・施策】
第２期松本市子ども・子育て支援事業計画(令和２年度～６年度)
　基本目標1 質の高い幼児期の学校教育・保育の提供
   【総合計画】基本施策2-3-3保育環境の充実
　　・多様な保育ニーズに応えられるよう、乳幼児保育、延長保育や一時預かりなど、保育サー
　　　ビスの充実と、安全で良好な保育環境の整備を進めます。
　　・保育の質・量を充実させるため、保育士の処遇改善を図るとともに、新規保育士の確保や現
　　　在は離職している保育士(潜在保育士)の掘起しに努めます。
　　・保育を担う人材を育成するため、中・高校生の保育園での職場体験を積極的に受け入れます。
目標：保育２・３号認定の保育可能人数の拡充
保育希望数に対する保育人数の過不足（人）０歳＋15、１・２歳＋17、３歳以上＋101（令和６年）

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 ２年度

保育２・３号
認定の保育可
能人数の拡充

第２期松本市子ども・子育て支援事業計画の期間に合わせて設定

本交付金の活用により、当該保育所の職員５名の人件費７ヵ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、正規保育士の採用を増やすことによって、より多くの保育士を確保し、保
育環境の充実を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

人 ０歳±０、１-２歳－51、３歳以上＋53



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

職員の雇用量
(雇用人数(人)×雇用期間

(月))

活動実績 人月 35 32 72
活動見込 人月 35 32 72
達成度

交付金事業の評価課室 保育課
交付金事業の担当課室 保育課

契約の目的
人件費 雇用 保育士4人、調理師1人 10,402,700

% 100 100

交付金充当額 6,000,000 6,457,000 11,922,000

単位 令和元年度 平成30年度

総事業費 10,402,700 9,494,400 16,375,200

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 備考
100

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

0 0 0
6,000,000 6,457,000 11,922,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （松本市）

【主要政策・施策】
第２期松本市子ども・子育て支援事業計画(令和２年度～６年度)
　基本目標1 質の高い幼児期の学校教育・保育の提供
   【総合計画】基本施策2-3-3保育環境の充実
　　・多様な保育ニーズに応えられるよう、乳幼児保育、延長保育や一時預かりなど、保育サー
　　　ビスの充実と、安全で良好な保育環境の整備を進めます。
　　・保育の質・量を充実させるため、保育士の処遇改善を図るとともに、新規保育士の確保や現
　　　在は離職している保育士(潜在保育士)の掘起しに努めます。
　　・保育を担う人材を育成するため、中・高校生の保育園での職場体験を積極的に受け入れま
す。
目標：保育２・３号認定の保育可能人数の拡充
保育希望数に対する保育人数の過不足（人）０歳＋15、１・２歳＋17、３歳以上＋101（令和６

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 ２年度

保育２・３号
認定の保育可
能人数の拡充

第２期松本市子ども・子育て支援事業計画の期間に合わせて設定

本交付金の活用により、当該保育所の職員18名の人件費７ヵ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、正規保育士の採用を増やすことによって、より多くの保育士を確保
し、保育環境の充実を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

人 ０歳±０、１-２歳－51、３歳以上＋53

渕東保育園 他２ヵ所

交付金事業の概要 保育園職員18名の人件費、7ヶ月分

目標値 人 ０歳＋15、１-２歳＋17、３歳以上＋101

達成度 % ０歳０％、１-２歳０％、３歳以上52％

保育希望数に
対する保育人
数の過不足

1 地域活性化措置 松本市波田地区
保育サービス事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 松本市

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分

0
21,570,000 15,000,000

交付金充当額 21,570,000 15,000,000

単位 令和元年度 年度

総事業費 32,648,700 31,114,400

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

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

交付金事業の評価課室 保育課
交付金事業の担当課室 保育課

契約の目的
人件費 雇用 保育士15人、調理師3人 32,648,700

% 100 100

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

職員の雇用量
(雇用人数(人)×雇用期間

(月))

活動実績 人月 126 120
活動見込 人月 126 120
達成度



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （松本市）

【主要政策・施策】
第２期松本市子ども・子育て支援事業計画(令和２年度～６年度)
　基本目標1 質の高い幼児期の学校教育・保育の提供
   【総合計画】基本施策2-3-3保育環境の充実
　　・多様な保育ニーズに応えられるよう、乳幼児保育、延長保育や一時預かりなど、保育サー
　　　ビスの充実と、安全で良好な保育環境の整備を進めます。
　　・保育の質・量を充実させるため、保育士の処遇改善を図るとともに、新規保育士の確保や現
　　　在は離職している保育士(潜在保育士)の掘起しに努めます。
　　・保育を担う人材を育成するため、中・高校生の保育園での職場体験を積極的に受け入れま
す。
目標：保育２・３号認定の保育可能人数の拡充
保育希望数に対する保育人数の過不足（人）０歳＋15、１・２歳＋17、３歳以上＋101（令和６

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 ２年度

保育２・３号
認定の保育可
能人数の拡充

第２期松本市子ども・子育て支援事業計画の期間に合わせて設定

本交付金の活用により、当該保育所の職員20名の人件費７ヵ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、正規保育士の採用を増やすことによって、より多くの保育士を確保
し、保育環境の充実を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

人 ０歳±０、１-２歳－51、３歳以上＋53

梓川西保育園他１ヵ所

交付金事業の概要 保育園職員20名の人件費、7ヶ月分

目標値 人 ０歳＋15、１-２歳＋17、３歳以上＋101

達成度 % ０歳０％、１-２歳０％、３歳以上52％

保育希望数に
対する保育人
数の過不足

1 地域活性化措置 松本市梓川地区
保育サービス事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 松本市

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分

0 0
28,000,000 34,000,000

交付金充当額 28,000,000 34,000,000

単位 令和元年度 年度

総事業費 37,961,100 46,948,800

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

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

交付金事業の評価課室 保育課
交付金事業の担当課室 保育課

契約の目的
人件費 雇用 保育士17人、調理師3人 37,961,100

% 95.2 100

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

職員の雇用量
(雇用人数(人)×雇用期間

(月))

活動実績 人月 147 168
活動見込 人月 140 168
達成度



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （小諸市）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 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 小諸市

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

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月））

活動実績 人月 16 16 16
活動見込 人月 16 16 16
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

交付金事業の評価課室 総務部企画課
交付金事業の担当課室 総務部企画課

契約の目的

美里保育園 他１ヵ所

交付金事業の概要 令和２年７月～10月の小諸市内保育所保育士４名分の人件費

目標値 人 0

達成度 ％ 100

保育士人件費 雇用 保育士４名 5,680,000

％ 100 100

小諸市総合計画第10次基本計画終期まで

待機児童数

平成27年度に策定した「小諸市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の人口ビジョンでは、若い世代の流出超過を流入超過
に転換することを将来展望とし、この展望を実現するための総合戦略では、重要な施策の一つとして「子育て環境の充
実」を掲げています。そのため、本交付金を活用することにより、保育ニーズに対応した保育所の運営と保育内容の充実
を図ることで、発電用施設の設置及び運転の円滑化のため、地域の理解を促進していくこととします。　目標：待機児童
数　０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

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

待機児童数０人

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

本交付金の活用により、当該保育所の保育士人数を維持し、保育士人件費（保育士４名、４か月
分）を確保することができました。このことにより市内保育園全園で保育士を確保することがで
き、小諸市全体でも年間を通じて待機児童を０人とすることができました。次年度に向けた改善策
としては、保育を必要とする世帯ニーズを合わせ、学力・体力・道徳心の向上のための「運動あそ
び」の実践や、発達障がいなど特別なニーズのある子どもに対する支援を保育現場で実践できる指
導者を育成することで、一人ひとりに応じたサービスの提供に努め、引き続き待機児童を０人とし
ます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無し

交付金事業の定性的な成果及び評価等

人 0

交付金充当額 4,551,000 4,508,000 4,543,000

単位 ３０年度 ２年度

総事業費 5,723,600 5,353,200 5,680,000

交付金事業の総事業費等 ２９年度 ３０年度 ２年度 備考
100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 ２９年度

4,551,000 4,508,000 4,543,000







Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （大町市）

保育士の雇用量
(雇用人数(人)×雇用期間

(月))

活動実績 人月 132 144 150
活動見込 人月 132 144 150

成果実績

活動指標
交付金事業の活動指標
及び活動実績

単位 令和元年度 令和2年度平成30年度

令和8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2年度

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度ごとに評価を実施。

 本交付金の活用により、市内保育所の保育士人件費（7保育所・保育士25名）6か月分を確保することができたため、充実
した児童福祉サービスを提供し、待機児童数0人を維持することができました。
　今後も継続した児童福祉事業の充実を図ることにより、引き続き地域住民からの理解促進を行います。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

保育園入園希
望者の入園率

100%

％ 100

目標値

評価年度の設定理由

％ 100

達成度 ％ 100

保育園入園希望者
の入園率：申込児
童数÷保育認定数

×100

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 大町市大町                         

交付金事業の概要

大町市内保育士人件費25名分の令和2年7月から12月の給与費分。
大町市は、大町市第5次総合計画に基づき、子どもを安心して産み育てる環境整備の推進に向け、保育
士人材の確保等に対応するため、電源立地地域対策交付金を活用し、保育等サービスの充実に努めて
います。

大町市第5次総合計画の終期まで

1 地域活性化措置 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 大町市

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

【主要施策】
大町市第５次総合計画（平成29年度～令和8年度）
　まちづくりのテーマ　第3節　だれもが健康で安心して暮らせるまち
　　　　　　　　　　　3　結婚・出産・子育て支援の充実
　　　　　　　　　　　　子育て支援の充実
　　　　　　　　　　　　　保育機能の充実
【目標】
　保育園入園希望者の入園率：100％
  ※保育園入園希望者の入園率：申込児童数÷保育認定数×100

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度



うち文部科学省分
うち経済産業省分 36,333,000 36,595,000

36,333,000 36,595,000

39,926,400 41,127,991

交付金事業の評価課室 総務部企画財政課
交付金事業の担当課室 総務部庶務課

契約の目的
保育士人件費 雇用 保育士25名 37,296,100

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

％ 100 100

保育士の雇用量
(雇用人数(人)×雇用期間

(月)) 達成度
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

100

36,594,000

交付金充当額 36,594,000

総事業費 37,296,100



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度） （飯山市）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

0 0 0
14,933,000 14,933,000 14,933,000

交付金充当額 14,933,000 14,933,000 14,933,000

単位 令和1年度 令和2年度

総事業費 18,237,200 17,708,000 16,705,600

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和1年度 令和2年度 備考
96%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度

第5次総合計画、後期基本計画の中で「子育て支援の推進」を重点施策に指定しています。保育所運営事業
は、その中で非常に重要な位置づけであり、嘱託保育士を配置することが可能となることで保育所運営の円
滑化と、サービスの充実、向上を図ることを目標とします。

事業開始年度 平成25年度 事業終了（予定）年度 令和13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2年度

待機児童0人の
維持

毎年度の更新が必要であるため

保育士の人数が減少傾向にあり、目標である「仕事と子育てのまるごと応援で若者が住みたくなるまちづく
り」の子育て部分が希薄になりつつあります。職場環境を整えるとともに、本交付金事業で給与面の充実を
図り、雇用の維持に努めます。ひいては保育士雇用の維持が、待機児童0の維持につながります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

人 0

交付金事業の評価課室 総務部公民連携推進室
交付金事業の担当課室 総務部公民連携推進室

契約の目的

飯山市大字飯山

交付金事業の概要 会計年度任用職員保育士配置の人件費　5ヶ月×22名分の人件費

目標値 人 0

達成度 % 100

会計年度任用職員保育士人件費 雇用 会計年度任用職員保育士22名 16,705,600

% 100% 100%

飯山市第5次総合計画の終期まで

0

1 地域活性化事業 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 飯山市

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

保育士の雇用量
[雇用人数（人）×雇用期間

（月）]

活動実績 人月 104 100 106
活動見込 人月 104 100 110
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （市町村名）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 茅野市高齢者福祉センター塩壺の湯管理運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 茅野市

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

塩壺の湯の利用人数：21,766人
(年間目標65,300人÷12ヶ月×

4ヶ月)

活動実績 人/月 23,049 20,410
活動見込 人/月 21,133 21,766
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

交付金事業の評価課室 健康福祉部　高齢者・保険課
交付金事業の担当課室 健康福祉部　高齢者・保険課

契約の目的

茅野市米沢

交付金事業の概要

茅野市高齢者福祉センター塩壺の湯管理運営事業　4ヶ月分
第5次総合計画の分野別計画である第3次福祉21ビーナスプランに基づき、お互いに支え合い、その人
らしく暮らせるまちづくりを実現するため、電源立地地域対策交付金を活用し、福祉サービスの充実
に努めています。

目標値 点 3.30

達成度 ％

施設の管理運営 指定管理 茅野市総合サービス株式会社 34,978,981

％ 109

高齢者保健福祉
の充実や認知症

対策の充実

【政策】第5次茅野市総合計画(平成30年度～令和9年度)
　　　　　基本政策1：「お互いに支えあい、その人らしく暮らせるまちづくり」
　　　　　　第3次福祉21ビーナスプラン(平成30年度～令和9年度)
　　　　　　　第6期茅野市高齢者保健福祉計画
　　　　　　　　施策3：「高齢者の社会参加と福祉的予防の推進」

【目標】茅野市高齢者福祉センター塩壺の湯の利用人数　65,300人(令和2年度)

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業の成果目標
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

市民アンケート
における高齢者
福祉の充実の満

足度上昇

毎年度PDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施。(R3年5月実施予定)

　茅野市では、年々高齢化率が増加し、老々介護や認知症高齢者の増加などの多くの課題があり、高
齢者の介護予防や認知症予防は重要な事業となっています。茅野市高齢者福祉センター塩壺の湯は、
介護予防に資する講座や介護予防に係る情報提供など、介護予防事業や福祉的予防の総合的な拠点と
位置付けられた施設です。
　本年度は、本交付金の活用により当該施設を安定的に管理運営することができ、介護予防等の総合
的な拠点の役割を果たすことができました。
　今後も、施設を安定的に管理運営することで、利用者の増加を図り、元気に過ごされている高齢者
が現状を維持しながら生きがいを持って生活できる地域づくりを推進します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

点

交付金充当額 4,400,000 4,400,000

単位 令和元年度 令和2年度

総事業費 6,061,500 4,762,300

交付金事業の総事業費等 年度 令和元年度 令和2年度 備考
94

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標

4,400,000 4,400,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） 佐久市

うち文部科学省分
うち経済産業省分 9,000,000 9,000,000 9,000,000

交付金充当額 9,000,000 9,000,000 9,000,000

単位 平成31年度 令和2年度

総事業費 11,056,800 10,731,600 11,391,888

交付金事業の総事業費等 平成30年度 平成31年度 令和2年度 備考
100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度

佐久市子ども・子育て支援事業計画（令和2年度～令和6年度）
（２）子どもの居場所づくり
　本市では、子育て支援対策の中で、特に放課後の児童健全育成が重要な施策と捉え、市内全小学校区に児童館を整備し、児童の放課後の居場所や遊びの提供を行
います。併せて、家庭環境や児童の行動面等に関する諸問題の発見と予防のための相談・情報提供を行い、児童館の多機能化と地域における児童福祉サービスの向
上を図ります。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和６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７年度

児童健全育成
と働く親の子

育て支援

佐久市子ども・子育て支援事業計画の見直しが令和６年度のため、翌年度早期に評価を実施

教育や保育面で識見のある館長及び児童厚生員を各児童館に常駐させることにより、子育て支援体制の
充実と児童福祉サービスの向上を図る。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

日

交付金事業の評価課室 子育て支援課
交付金事業の担当課室 子育て支援課

契約の目的

佐久市原　他16箇所

交付金事業の概要 児童館職員人件費基本給34名の2か月分

目標値 日 年間300日以上

達成度 ％

児童館職員人件費 雇用 館長17名、児童厚生員17名　計34名 11,391,888

％ 100 100

佐久市子ども・子育て支援事業計画の見直し時期まで

週6日、月25日
以上開館でき

る

1 地域活性化措置 児童館運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 佐久市

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

館長・児童厚生員の確保
（館長1名、児童厚生員1名）

計34名

活動実績 人 34 33 34
活動見込 人 34 33 34
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度） （安曇野市）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 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 安曇野市

成果実績

評価年度の設定理由

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

安曇野市三郷温　ほか１箇所

交付金事業の概要

安曇野市内保育所の保育士人件費（２保育所・保育士14名）３カ月分。
安曇野市は、第２次総合計画前期基本計画に基づき、出産・子育て支援の充実に向け、「保育士の
待遇改善」等に対応するため、電源立地地域対策交付金を活用し、保育等サービスの充実に努めて
います。

目標値 ％ 100

達成度 ％

第２次総合計画前期基本計画の終期まで

保育士の確保
率：保育士の
確保数÷配置
基準上必要な
保育士数×100

交付金事業に関係する主要政策・施策
第２次総合計画前期基本計画（平成30年度～令和４年度）
　基本目標１　いきいきと健康に暮らせるまち
　　 ３　安心して暮らせるまち
　　　 ２）出産・子育て支援の充実
　　　　・安心して妊娠・出産ができ、地域で子どもが大切にされ、子育てに喜びを感じることが
　　　　　できる環境を整えます。

目標：恵まれた自然環境を活かし、子育て家庭のニーズに応じた支援をさらに充実させることで、
　　　子育てに喜びを感じ、子どもの笑顔があふれるまちづくりに取り組みます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和４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５年度

保育士の確保
率100％以上

第２次総合計画前期基本計画の評価と同一時期に評価を実施。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月））

活動実績 人月 45 48
活動見込 人月 45 48 42
達成度

交付金事業の評価課室 政策部　政策経営課
交付金事業の担当課室 福祉部　子ども支援課

契約の目的
保育士人件費 雇用 保育士14名 12,203,100

％ 100 100

交付金事業の成果目標
及び成果実績

無

交付金充当額 10,467,000 10,514,000 10,651,000

単位 令和元年度 令和2年度

総事業費 13,648,200 13,676,100 12,203,100

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度

10,467,000 10,514,000 10,651,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （小海町）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

交付金充当額 5,275,000 5,280,000 5,330,000

単位 平成31年度 令和2年度

総事業費 6,564,000 6,310,000 6,680,500

交付金事業の総事業費等 平成30年度 平成31年度 令和2年度 備考
100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度

●交付金事業に関係する市町村の主要政策：小海町長期振興計画（平成30年度～平成35年度）
　・子育て支援事業：保育需要の動向を踏まえて保育行政を充実させる取り組みを継続すること
で、地域住民の福祉を図り、安心して働ける保育サービスを目指します。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 令和5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

定員に対する
入所率80％

中間目標を令和2年度に設定したので、翌年の令和3年度に評価を実施。

本交付金の活用により、保育士４名５ヶ月分の人件費が確保でき、国の基準を上回る保育士を確保することが
できます。未満児保育の充実を図り、町内の家庭に周知することで、志願者数増加に努めたいです。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

% 72

交付金事業の評価課室 総務課管理財政係
交付金事業の担当課室 子育て支援課

契約の目的

小海町大字小海4041番地４

交付金事業の概要
小海保育園の保育士人件費（保育士４名５ヶ月分）
子育て支援の一環である「保育士人員の充実」や「保育士の待遇改善」等に対応するため、電源立
地地域対策交付金を活用しています。

目標値 % 80

達成度 % 90

保育所人件費 雇用 保育士４名 6,680,500

％ 100 100

小海町長期振興計画の終期まで

定員に対する
入所率：入所
者数÷定員×

100

1 地域活性化措置 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 小海町

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

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 324 326
活動見込 人・月 324 326 324
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （南牧村）

評価年度の設定理由

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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価年度 2年度

要保育児の
入所率 100%

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 保育所運営事業

成果目標 成果指標 単位

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南牧村

交付金事業実施場所 南牧村大字海尻

交付金事業の概要

南牧保育園の保育士人件費（保育士3名）6ヶ月分。
南牧村は、第5次総合計画に基づき、仕事と子育てが両立できる社会づくりの推進に向け、特に要
望の多い「利用者負担額の減額」や「保育士の待遇改善」等に対応するため、電源立地地域対策交
付金を活用し、保育所サービスの充実に努めています。

交付金事業に関係する市町村
の主要政策・施策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
第5次総合計画（平成26年度～平成35年度）
　理念4 “持続可能なむら”を作る
　 政策9 むらを担う若者の定住促進
　　主要施策33 子育て支援の充実
　　 ○子どもたちが心身ともに健やかに成長し、安心して子育てすることができるよ
       う、地域全体で子育ち・子育てを支えるむらづくりを進めます。
　　主な取組
　　 ○仕事と子育ての両立支援の充実
　 　・多様な保育サービスの充実や放課後の子どもの居場所の確保等により、仕事と家
       庭の両立支援を推進します。
　　 ○子育てに係る経済的支援の充実
　　 ・保育や教育、医療など子育てにかかる費用の一部を補助するなど、子育て家庭の
       経済的負担の軽減を図ります。

事業開始年度 26年度 事業終了（予定）年度 35年度

要保育児の入所
率：

入所者数÷入所
対象人口×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

事業期間の設定理由 第5次総合計画の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績



うち文部科学省分
うち経済産業省分

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

人月 18

元年度

18

本交付金の活用により、南牧村内保育所の保育士人件費(1保育所・保育士3名)6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、ランニング教室実施による園児の体力
向上やリトミック教室実施によるリズム感の育成など保育カリキュラムの強化を行い、村内の保育
を必要とする家庭に周知することで、志願者数の増加を図っていきます。

交付金事業の成果目標
及び成果実績

18
達成度 人月 100 100 100

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 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 2年度

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 18 18 18
活動見込

総事業費 5,816,400 5,923,800 5,678,400

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 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

交付金事業の評価課室 南牧村保育所

保育士人件費 雇用 保育士3名 5,678,400
交付金事業の担当課室 南牧村保育所



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （佐久穂町）

単位 令和元年度 令和２年度

100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 ３０年度

第２次佐久穂町総合計画（平成２９年度～令和８年度）
　基本目標　自立し多様なコミュニティが人々のくらしを支え、挑戦や行動を支援するまち
　　３　高齢者福祉の充実
　　　　１　老人保健施設の充実
　　　　　　・利用者の状態に合わせた質の高い介護サービスの提供に向けて、今後増加する
　　　　　　　認知症の方への理解と様々な疾患に対する介護について、研修会学習会等に
　　　　　　　より職員のスキルアップを図り、地域に根ざし信頼される施設を目指します。

    目標　老人保健施設の入所率93.0％（令和3年度）
          入所率：入所者数÷定員×100
　　　　　（定員　入所58名、通所25名、居宅介護支援35名）

事業開始年度 平成２８年度 事業終了（予定）年度 令和８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

施設入所率
93.0％

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無し

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％

長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町

交付金事業の概要

老人保健施設介護員8名分の人件費基本給3か月分
佐久穂町は第2次総合計画に基づき、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けられるケ
ア体制のづくりに向け、質の高い介護サービスの提供するため、電源立地地域対策交付金を活用
し、研修会参加、学習会等により資質向上を図り、サービスの充実に努めています。

目標値 ％ 93.0

達成度 ％

％ 100 100

第２次総合計画の終期まで

入所者数÷定
員

×100

1 地域活性化措置 老人保健施設運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 長野県　佐久穂町

研修会・学習会
活動実績 回数 12 10 12
活動見込 回数 6 10 12
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分

0 0
6,000,000 6,000,000 6,000,000

交付金充当額 6,000,000 6,000,000 6,000,000

総事業費 7,810,800 7,943,700 8,081,700

交付金事業の総事業費等 ３０年度 令和元年度 令和２年度 備考

交付金事業の評価課室 総合政策課
交付金事業の担当課室 老人保健施設

契約の目的
老人保健施設職員の人件費 雇用 介護員８名 8,081,700

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



Ⅱ．事業評価個表（　令和２年度） （市町村名）

番号 措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置 保育所サービス提供事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 軽井沢町

交付金事業実施場所 軽井沢町大字追分　軽井沢西保育園

交付金事業の概要
保育士人件費　３名5か月分に充当
軽井沢町では第5次軽井沢町長期振興計画の後期計画に基づき、子育てを地域で支える仕組みの
充実を図るため、電源立地地域対策交付金を活用し、保育士の適正配置に努めます。

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

【主要政策・施策】
第5次軽井沢町長期振興計画(H25年度～R4年度)
後期基本計画(H30年度～R4年度)
 基本方針5　安心して暮らせる健康福祉の町
  主要施策2　子育てを地域で支える仕組みの充実
  ・軽井沢町では保育園およびその他の施設による子育て・子育ち支援を充実するとともに、
　　地域と連携してまちぐるみで子育ち・親育ちを支えていきます。
【目標指標】
待機児童人数ゼロ

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5次軽井沢町長期振興計画後期基本計画による

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

子育てを地域
で支える

仕組みの充実
待機児童数

成果実績 人 0

目標値 人 0

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

第5次軽井沢町長期振興計画後期基本計画による

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、保育士の適正配置を行うことができ、地域の保育ニーズを満たすとともに
子どもたちの健全な育成環境の充実や待機児童数ゼロという成果につながります。
引き続き事業の周知に努め、地域の理解促進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



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

待機児童人数
活動実績 人 0
活動見込 人 0
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

総事業費 5,381,000

交付金充当額 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
保育士人件費 雇用 保育士３名 5,381,000

交付金事業の担当課室 軽井沢町こども教育課
交付金事業の評価課室 軽井沢町総合政策課



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （市町村名）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 保育所サービス事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 御代田町

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月））

活動実績 人月 30 24 24
活動見込 人月 33 24 24
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

御代田町大字御代田　御代田町立雪窓保育園

交付金事業の概要 雪窓保育園職員人件費８名３ヶ月分

目標値 人 0

達成度 % 100

% 91.7 100

第５次御代田町長期振興計画の終期まで

待機児童数

主要政策・施策：第５次御代田町長期振興計画（平成28年度～平成37年度）
　　　　　　　　第２章町民誰もが希望と安心の持てるまちをつくります
　　　　　　　　第１節社会福祉の推進　第４項児童福祉の充実　②保育サービスの充実
　　　　　　　　・保護者のライフスタイルの多様化から育児に悩むことがないよう、延長保育や
休
                日保育、緊急一時保育等により、保育サービスの充実を図る必要がある。
目標：近年移住者や未満児が増加傾向にあるなか、保育士不足が課題となっています。住民負担を
増
      やすことなく、保育サービスの維持向上を実施し、住民福祉の向上を目指します。

事業開始年度 平成28年度 事業終了（予定）年度 令和７年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

待機児童数
０人

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。

　本交付金の活用により、住民負担を増やすことなく、雪窓保育園職員人件費３ヵ月分を確保する
ことができました。
　待機児童を出さないためには、保育士の確保が必要不可欠であります。保育士不足が課題である
当町にとって、保育士の人数を維持または増加することにより、保育士ひとりひとりの負担を減ら
すことになり、処遇改善にもつながります。引き続き、住民の福祉向上のため、保育士の確保と処
遇改善に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

人 0

単位 令和元年度 令和２年度

100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

交付金事業の評価課室 企画財政課
交付金事業の担当課室 企画財政課

契約の目的
保育士人件費 雇用 保育士８名 6,448,800

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000

総事業費 8,004,900 6,840,300 6,448,800

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

4,400,000 4,400,000 4,400,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度） （長和町）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 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 長和町

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月））

活動実績 人月 20
活動見込 人月 20
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

長和町和田

交付金事業の概要

和田保育所の保育士人件費　4名5ヶ月分。
長和町は、第2次長期総合計画に基づき、「健康で笑顔あふれる安心なまちづくり（保健・医療・福
祉・子育ての充実）」に向けて未満児保育・延長保育等の要望に対応するため電源立地地域対策交
付金を活用し、保育等サービスの充実に努めています。

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

％ 100

毎年度事業改善を図るため、各年度ごとを事業期間とする。

要保育児の入
所率：入所者
数÷入所対象
人口×100

交付金事業に関係する主要政策・施策
第2次長期総合計画（平成29年度～平成38年度）
　基本目標3　結婚・妊娠・出産・育児・子育てを切れ目なく支援する環境を整え、子育てしたくな
　　　　　　 るまち
　　基本施策3　健康で笑顔あふれる安心なまちづくり（保健・医療・福祉・子育ての充実）
　　　保育サービスや子育て支援のさらなる充実など、子どもを産み・育てやすい環境づくりを進
　　　め、誰もが健康で自分らしい暮らしが実現できるよう必要なサービスの提供を進めます。

目標：要保育児の入所率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

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

要保育児の
入所率100％

事業期間ごと事業の評価を実施するため。

本交付金の活用により保育士の雇用を確保し、要保育児の入所率100％を達成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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100

単位 年度 年度

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



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

交付金事業の評価課室 建設水道課
交付金事業の担当課室 建設水道課

契約の目的
保育士の人件費 雇用 保育士4名 6,116,500

交付金充当額 4,400,000

総事業費 6,116,500

交付金事業の総事業費等 2年度 年度 年度 備考

4,400,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （飯島町）

単位 令和元年度 令和２年度

100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度

交付金事業に関係する主要政策・施策
飯島町第５次総合計画（平成23年度～令和２年度）
　第４節　人を育むまちづくり
　　４－１　子育て支援の充実
　　　①　保育サービスの充実
　　　・　保育士の人件費をより多く確保することで、未満児の受入れ増加、また正規職員の
　　　　雇用増加を行い、さらなる子育て支援サービスの向上を図ります。
目標：待機児童数０人（令和２年度）

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

待機児童数０人

交付金対象事業の実施年度とし、目標に対する評価を速やかに反映させるため

本交付金の活用により、当該３園の保育士の人件費を確保し、延長保育や未満児保育の充実を図る
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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

人 0

飯島町七久保　七久保保育園　他２箇所

交付金事業の概要
町内保育所の保育士人件費（７名・３ヶ月分）
当町では、保育園の運営を充実させ健全な子育て支援策を進めることが求められているため、電源
立地地域対策交付金を保育士の人件費に充当し保育サービスの向上を図ります。

目標値 人 0

達成度 ％ 100

％ 100 100

入園希望者数
－入園者数

1 地域活性化措置 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 飯島町

保育士の雇用量
（交付金対象雇用人数×雇用

期間（月））

活動実績 人／月 25 18 21
活動見込 人／月 25 18 21
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
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

総事業費 6,046,500 5,254,200 6,014,400

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

交付金事業の評価課室 企画政策課企画調整係
交付金事業の担当課室 企画政策課企画調整係

契約の目的
保育士の人件費 雇用 保育士７名 6,014,400

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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （中川村）

〇交付金事業に関係する市町村の主要政策・施策
第２期中川村子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和６年度）
　第３章（２）基本目標
　　　　　　　ア　地域における子育て支援
　　　　（３）施策体系
　　　　　　　１　地域における子育て支援
　　　　　　　　(2) 保育サービスの充実
　　　　　　　　　　ア　長時間保育の実施
　　　　　　　　　　イ　土曜保育の実施
　　　　　　　　　　ウ　３歳未満児の受け入れの実施

〇目標　要保育児の入所率　100％（令和２年度）

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

要保育児の入
所率　100％

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度ごとに評価を実施する。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100

中川村大草　他１箇所

交付金事業の概要

　中川村内保育所の保育士（２保育所・保育士10名）３ヶ月分（令和２年７月～９月）。
　過疎化が進む中川村では、少子化対策が村の重点課題のひとつとなっており、「子育て世代の負
担軽減」や「保育士の待遇改善」等に対応するため、電源立地地域対策交付金を活用し、保育等
サービスの充実に努めています。

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業期間は単年度とする。

要保育児の入
所率：入所者
数÷入所対象
人口×100

1 地域活性化措置 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 中川村

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分 6,000,000 6,000,000 6,000,000

交付金充当額 6,000,000 6,000,000 6,000,000

単位 令和元年度 令和２年度

総事業費 8,882,100 8,478,300 8,587,500

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
100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

本交付金の活用により、当該２保育所の保育士数を維持し、中川村内保育所の保育士人件費（２保
育所・保育士10名）３ヶ月分を確保することができました。来年度に向けては、多様化する雇用形
態や核家族化により増加する未満児からの入所希望に応えられるよう受け入れ体制を強化し、引き
続き住民福祉の向上を図ります。
今後も当該事業は国の電源立地地域対策交付金を財源としている旨を村民や保育士に周知すること
で、引き続き地域の理解促進を図っていく予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の評価課室 保健福祉課社会福祉係
交付金事業の担当課室 保健福祉課社会福祉係

契約の目的
保育士人件費 雇用 保育士10名 8,587,500

％ 100 93.33

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

保育士の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期間

(月)）

活動実績 人月 30 28 30
活動見込 人月 30 30 30
達成度



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （松川町）

交付金事業に関係する主要政策・施策
第2期松川町こども・子育て支援事業計画
通常保育時間外等の保育ニーズに対応するため、延長保育、一時保育を実施します。
目標
時間外保育：150人、一時預かり保育：600人

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和６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２年度

受入園児数
(人)

・時間外保
育：150
・一時預かり
保育：600

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度の翌年度頭に点検・評価を実施

電源立地地域対策交付金を活用することにより、保育士7名3ヶ月分の人件費を確保し、安定的な
保育サービスを提供できるよう職員体制を整備しました。多様化する保育ニーズに対応するた
め、引き続き職員体制の整備に努め、利用者の要望に沿った保育サービスの提供に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

機関名：松川町行政評価委員会
構成員：町保育園保護者会連合会会長、町PTA連絡協議会会長、町社会福祉協議会会長他10名
松川町総合計画に基づき担当課が実施した行政評価に関し、客観的・専門的な見地から意見を述
べていただきます。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

人 時間外：119／一時：568

松川町元大島（名子中央保育園）ほか3件

交付金事業の概要
松川町内保育所の保育士人件費（4保育所・保育士7名）3ヵ月分。
第2期松川町こども・子育て支援事業計画に基づき、安心して子育てできる地域づくりを実現するため、電
源立地地域対策交付金を活用して保育士の人材確保を図り、保育サービスの充実に努めています。

目標値 人 時間外：150／一時：600

達成度 % 時間外：79／一時：95

第2期松川町こども・子育て支援事業計画の終期まで

受入園児数
・時間外保育
・一時預かり
保育

1 地域活性化措置 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 松川町

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分 5,562,000

交付金充当額 5,562,000

単位

総事業費 6,382,800

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 令和2年度

交付金事業の評価課室 こども課
交付金事業の担当課室 こども課

契約の目的
正規保育士人件費 雇用 保育士7名 6,382,800

% 100

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

保育士の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期間

(月)）

活動実績 人月 84
活動見込 人月 84
達成度



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （阿南町）

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％以上 令和７年度に検証を行う予定

令和７年度に検証を行う予定％達成度

令和７年度に検証を行う予定

成果実績

評価年度の設定理由

％以上目標値

現状値　90.0%
（令和元年度）

→
目標値45.0％以

下
（令和６年度）

【主要政策・施策】
阿南町総合戦略
　基本目標3　若者を地域で育てるまちづくり
　　基本方針2　子育て環境を整備し、すべての子どもが健やかに成長できる、子育てしやすいま
ちづくりを目指し
　　　　　　 　ます。
【目標】
　子育て支援事業計画策定に基づく事前調査の回答項目、「子育てについて不安に感じている」割
合
　現状値　90.0%（令和元年度）　→　目標値　45.0％以下（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

「子育てについ
て不安に感じて
いる」割合

令和６年度にニーズ調査を行い、令和７年度に検証を行う予定

機 関 名：阿南町総合検証委員会
構 成 員：阿南町議会、飯田信用金庫、阿南町郵便局、みなみ信州農協、学校法人愛知大学、
          県立阿南高等学校、飯伊森林組合、町工業振興協議会、社会福祉法人サンあなん、
          ＰＴＡ保護者会等の産官学労金等で構成
評価内容：阿南町総合戦略（令和２年度～令和６年度）に掲げた重点指標について、毎年前年度の
          実績についての検証結果を報告し、評価を受けている。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 　保育園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 　阿南町

　保育園職員人件費基本給７名９カ月交付金事業の概要

　阿南町西條　（大下条保育園）他　３箇所

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



うち文部科学省分
うち経済産業省分 13,225,000

交付金充当額 13,225,000

単位 年度 年度

総事業費 14,873,200

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 令和２年度
人

有

雇用 保育士７名 14,873,200

％ 100

交付金事業の成果目標
及び成果実績

保育士の雇用人数
活動実績 10
活動見込 人 10
達成度

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

交付金事業の評価課室 総務課
交付金事業の担当課室 教育委員会

契約の目的
人件費



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （阿智村）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 福祉サービス提供事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 阿智村

正規保育士、栄養士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月））

活動実績 人月 228 216 228
活動見込 人月 228 216 228
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

阿智村春日　（あふち保育園）ほか４件

交付金事業の概要
持続可能な村づくりに向け、安全かつ効果的に児童福祉の向上を図っていくために、保育所運営費
の職員19名分の給料に交付金を充当し、活用します。（9月～11月）

目標値 園 5

達成度 ％ 100

％ 100 100

延長保育実施
園数及び未満
児保育実施園

数

【主要政策・施策】阿智村第6次総合計画（平成30年度～令和9年度）
基本目標2　教育・文化・地域愛
　　　2-3　子供が健やかに育つ保育園
　　　（6）保育園体制のあり方を研究します。
　　　　・延長保育、未満児保育の要望に対応できる職員数を確保します。
【目標】延長保育実施園数　　現状3園（平成29年度末）目標5園（令和2年度）
　　　　未満児保育実施園数　現状4園（平成29年度末）目標5園（令和2年度）

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業の成果目標
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

延長保育実施
園数5園

未満児保育実
施園5園

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度中に評価を実施

本交付金の活用により、2名の正規保育士を新規採用することができました。その効果として、新
たに1園で未満児保育を実施することができ、未満児の受け入れを増やすことができました。ま
た、延長保育についても安定的な人員確保ができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

園 5

単位 令和元年度 令和2年度

100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

交付金事業の評価課室 保育園
交付金事業の担当課室 保育園

契約の目的
保育園職員人件費 雇用 保育士18名、栄養士1名 139,597,100

交付金充当額

総事業費 14,167,500 9,241,400 13,957,100 令和元年度のみ2ヶ月

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

7,200,000 7,200,000 7,200,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （平谷村）

達成度

53

70

76

件

件

％

交付金事業の定性的な成果及び評価等

目標値

平谷村（平谷村保育所）他１ヵ所

交付金事業の概要 保育士・保健師　各1名　計2名　人件費基本給2名の10ヶ月分

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

要保育児の入
所率：入所者
数÷入所対象
人口×100

％ 100

高齢者の日常
生活に係る相談
件数　70件

保健師への相
談件数

成果実績

第５次平谷村総合計画（平成２８年度～令和３年度）
　基本方向３：健康で安心して暮らせる福祉の充実
　□３－３みんなの福祉推進
　高齢者が生きいをもち、心豊かで充実した生活が送れるよう、身近な地域での健康・生きがいづ
くり、介護予防の充実を図ります。また、医療・保健・福祉の連携により、高齢者の各種相談・情
報の提供をし、日常生活の支援をします。
　安心して子どもを産み、育てることのできる地域をつくるため、子ども子育て支援事業計画に基
づく、充実した子育て支援を図ります。特に、子どもと母親の健康確保、経済的負担の軽減のため
児童手当の給付、子育てと仕事の両立を支援するための保育サービスの充実を図ります。

目標　高齢者の日常生活に係る相談件数70件（令和２年度）
　　　※保健師への相談件数
　　　要保育児の入所率100％（令和元年度）
　　　※要保育児の入所率：入所者数÷入所対象人口×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

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標

1 地域活性化措置 福祉サービス提供事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 平谷村

成果実績

評価年度の設定理由

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

単位 評価年度 令和２年度

要保育児の
入所率　100％

　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。

　本事業により、保育士１名、保健師１名の人員確保が図られ、子育てしやすい環境の充実、健康
支援の安定化等の福祉サービスが継続的に行なうことができ、住民福祉の向上に大きく寄与するこ
とができました。

成果指標

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分

4,400,000 4,400,000

単位 元年度 ２年度

総事業費 4,598,800 4,740,100 4,865,200

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度

交付金充当額 4,400,000

２年度 備考

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 住民課

　無
活動指標 30年度

0 0 0
4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の担当課室 総務課

契約の目的
保育士・保健師人件費 雇用 保育士1名・保健師1名 4,865,200

交付金事業の成果目標
及び成果実績

評価に係る第三者機関等の活用の有無

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

保育士・保健師の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期間

(月）)

活動実績 人月 20 20 20
活動見込 人月 20 20 20
達成度 ％ 100 100 100



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （根羽村）

単位 元年度 2年度

100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 30年度

　子育て支援の充実として、通常保育を含め延長保育、希望保育、一時預かり保育、休日保育、未
満児保育等に取組み保育事業の更なる充実を図ります。
　具体的数値目標として延長保育、希望保育、一時預かり保育、休日保育の受入率の100％（令和2
年度）を目指します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業の成果目標
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

受入率　100％

　目標年度が単年度設定のため

　村では、少子化対策、住民の子育ての負担軽減を目的として、通常保育の他に通常時間外に保育
する延長保育、3歳未満児保育、土曜日に保育する希望保育、日曜日や祝日に保育する休日保育、長
期休業中に保育する一時保育を実施しており、事業実施期間中の令和2年5月から令和2年10月の間
に、希望保育33人、未満児保育入所4人、希望保育539人、一時預かり保育21人の受入ができまし
た。
　本交付金を保育士の人件費に充当することにより、必要な保育士の確保が可能となり、通常保育
以外の保育形態における保護者の要望全てに対応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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100

　根羽村（根羽村保育所）

交付金事業の概要

　根羽村保育所の保育士人経費（保育士3名）6ヵ月。
　村民の子育て負担軽減のため、通常の保育事業の他に延長保育、未満児保育、休日保育等に取組
み、保育事業の充実を図るため電源立地地域対策交付金を活用し、継続した事業サービスの充実に
努めています。

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

％ 100 100

受入数÷希望
数×100

1 　地域活性化措置 　保育所運営事業（保育所職員3名の人件費）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 　根羽村

保育士雇用人数
活動実績 人 2 3 3
活動見込 人 2 3 3
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
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

総事業費 4,975,200 5,213,267 5,013,600

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備考

交付金事業の評価課室 総務課
交付金事業の担当課室 総務課

契約の目的
人件費 雇用 保育士3名 5,013,600

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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （下條村）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 福祉サービス提供事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 下條村

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

保育士の雇用量
雇用人数(人)×雇用期間(月)

活動実績 人 132 132 132
活動見込 人 132 132 132
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

交付金事業の評価課室 総務課
交付金事業の担当課室 総務課

契約の目的

下條村陽皐

交付金事業の概要 保育士11名分給与2か月分

目標値 % 100

達成度 % 100

保育士人件費 雇用 保育士11名 5,382,800

% 100 100

第6次下條村総合計画の終期

要保育児の入
所率：入所者
数÷入所対象
人口×100

第6次　下條村総合計画（令和2年度～11年度）内の、第4節　児童福祉の充実　1項子育て支援の充実、
特別保育等、多様化する保育ニーズに対応した保育の充実を目指す。
目標：要保育者入所率100％　＊要保育児の入所率：入所者数÷入所対象人口×100

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和11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２年度

要保育者入所
率100％

毎年度のＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため。

本交付金の活用により、当村保育所の保育士１１名を確保し、2ヶ月分の人件費を確保することができま
した。多様化する幼児への対応が求められることから、引き続き保育士の確保に努め、保育を必要とす
る家庭に周知し、充実した保育サービスの提供を行って参ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

% 129

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000

単位 R1年度 Ｒ2年度

総事業費 7,612,200 7,102,661 5,382,800

交付金事業の総事業費等 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｒ2年度 備考
100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 Ｈ30年度

4,400,000 4,400,000 4,400,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （天龍村）

単位 令和元年度 令和2年度

100

受入数÷
希望数×

100

令和３年度

受入率　100％

成果に基づいた事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施

本交付金の活用により、保育士４名の人件費（８ヶ月分及び期末勤勉手当）を確保できたこと
で、保護者のニーズに合った質の高いサービスを提供することができ、子育て世代が安心して地
域で暮らせる環境を整備することができます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％成果実績

評価年度の設定理由

活動指標 平成30年度

成果目標 成果指標 単位 評価年度

活動実績 人月

目標値 ％ 100

達成度 ％

％ 100 100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金事業の成果目標
及び成果実績

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間（月））

48 36 60
活動見込 人月 48 36 60
達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 天龍保育所運営事業（保育所職員の人件費）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 天龍村

天龍村平岡（天龍保育所）

交付金事業の概要 保育士４名給料（８ヶ月分及び期末勤勉手当）

【主要政策・施策】
第5次 天龍村総合計画(平成23年度～令和2年度）
　基本目標4 健やかで優しさにみたされた福祉
　　施策3　地域で支える子育て支援
　　　2）子育て支援の推進
・天龍村保育所では0歳児からの保育を行い母親の育休明け就労に対応するとともに、保護者の就
労形態のニーズに合わせた延長保育事業や一時保育事業の時間延長を行い、子どもを持つ保護者
の負担軽減を推進します。また、定住自立圏形成協定による病児・病後児保育のサービス等、保
育サービスの充実に取り組みます。

【目標】保育士の確保と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

交付金事業に関係する市町村
の主要政策・施策とその目標



うち文部科学省分
うち経済産業省分 3,960,000 4,835,000 9,393,000

総事業費 5,514,600 6,180,000 10,946,236

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

契約の方法 契約の相手方

交付金事業の評価課室 総務課
交付金事業の担当課室 総務課

契約の目的
保育士人件費 雇用 保育士４名 10,946,236

契約金額
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,960,000 4,835,000 9,393,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （泰阜村）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 泰阜村保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 泰阜村

成果実績

評価年度の設定理由

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

泰阜村

交付金事業の概要 保育士・栄養士（調理員）人件費（保育士７名、栄養士（調理員）１名）　６ヶ月分

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

第2期総合戦略の終期まで

未満児保育・
時間外延長保
育サービスの
充実＝受入数
÷申込数×100

【主要政策・施策】
　第２期泰阜村総合戦略（令和２年度～令和６年度）
　　基本目標１　子育て世代への支援及び自然と文化を活かした教育
　　２）　子どもや子育て世代への地域をあげての見守り
　　・未満児保育や長時間の保育に安心して対応できる体制を構築及び修学支援資金融資あっせん制
　　　度を活用した保育士資格所有者の確保を進めるとともに、乳幼児が地域の中心で安心して育つ
　　　保育園の整備を行います。
【目標】
　適正な職員数を確保することにより、未満児保育、時間外延長保育サービスの充実を図ります。ま
　た待機児童ゼロを目指します。
　　未満児保育・時間外延長保育サービスの充実　100％
　　　＊未満児保育・時間外保育サービスの充実：受入数÷申込数×100

事業開始年度 ２年度 事業終了（予定）年度 ６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 ２年度

未満児保育・
時間外延長保
育サービスの
充実100％

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

　本交付金の活用により、保育士7名栄養士（調理員）1名の人件費6ヶ月分を確保することができ、
必要な人員を確保し安定的な保育園運営を行うことができました。未満児保育、時間外延長保育サー
ビスの充実等、安心して地域において子育て出来る環境整備を図ることができました。また待機児童
ゼロを維持することができました。
　次年度に向けては、施設環境や必要な人員を確保し安定した保育園運営を引き続き行い、多様で柔
軟な保育サービスの充実を図っていきます。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

保育士・栄養士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月）

活動実績 人月 49 56 48

活動見込 人月 49 56 48

達成度

交付金事業の評価課室 村づくり振興室
交付金事業の担当課室 村づくり振興室

契約の目的
保育士・栄養士（調理員）の人件費 雇用 保育士７名、栄養士（調理員）１名 10,461,000

％ 100 100

交付金事業の成果目標
及び成果実績

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金充当額 9,778,000 9,972,000 9,945,000

単位 令和元年度 令和２年度

総事業費 10,536,700 11,127,200 10,461,000 32,124,900

交付金事業の総事業費等 30年度 1年度 2年度 備考

100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度

0 0 0
9,778,000 9,972,000 9,945,000



Ⅱ．事業評価個表（　　令和２年度） （大鹿村）

目標値 % 100

達成度 % 100

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

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

大鹿村大字大河原

交付金事業の概要 保育所職員人件費基本給の７ヶ月

地域活性化措置 福祉サービス提供事業（保育所職員の人件費）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大鹿村

保育士
雇用人数（人）×雇用期間

（月）

活動実績 人月 48 48 48
活動見込 人月 48 48 48
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

% 100 100

総合振興計画では2021年度までとなっているが、毎年の現状把握をし、事業改善が早期に行えるよ
う見直しを行うため

入所希望乳幼
児÷

入所園児×100

交付金事業に関係する主要政策・施策
第4次総合振興計画（平成24年度～2021年度）
　第1章　人づくりと地域活力の維持
　　２．子どもを産み育てやすい環境をつくる
　　　村の将来は、子どもたちが担っています。子育て家庭が安心して暮らしていくための支援を
強化するとともに、子どもを生み育てやすい村づくりに取り組みます。

入所園児数÷入所希望乳幼児×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

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 年度

希望乳幼児の
入所率100％

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。

本交付金を活用することにより、正規職員である保育士4名の確保を継続。また、入所希望乳幼児
の入所100％（4名）とすることができ、途中入所園児（2名）の受入も行うことができました。今
後も職場の環境改善を進め、保育士の継続確保を行うとともに定住対策も推進し、過疎化に歯止め
をかけていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

単位 1年度 2年度

100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 30年度

% 100



うち文部科学省分
うち経済産業省分

交付金事業の評価課室 総務課
交付金事業の担当課室 総務課

契約の目的
保育士の人件費 雇用 保育士4名

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

7,700,700

6,318,000 6,329,000 6,326,000

総事業費 6,702,000 7,973,700 7,700,700

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

6,318,000 6,329,000 6,326,000

交付金充当額



Ⅱ．事業評価個表（　　２　年度） 南木曽町

単位 令和元年度 令和２年度

100%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成３０年度

南木曽町子ども、子育て支援事業計画（Ｒ2～Ｒ6）
（2）保育の提供体制・保護者の選択に基づき、保育が受けられる体制が必要であることから、保
護者の就労状況などにより柔軟に子どもを受け入れるための体制を検討します。また、保育施設及
び特定地域型保育事業所に係る保育の提供を受けられるようにするとともに、満３歳未満の子供に
係る保育の提供体制についても配慮します。
・南木曽町では、特別な支援が必要な子どもが円滑に保育を利用できるよう、保育提供体制に係る
調整をし、加配保育士を配置しています。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和６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６年度

要保育児の
入所率100％

５か年計画の最終年に評価を行い、次期計画に反映するため

本交付金の活用により保育士の確保ができ、待機児童０人を達成できました。保育ニーズの多様化
により、未満児保育の需要が増加しており、保育士の確保が重要であるため、次年度以降も継続し
た受け入れ体制の整備を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％

南木曽町　読書　　他２カ所

交付金事業の概要
保育所運営事業（保育士人件費　９名４か月分）南木曽町には、読書・蘭・田立の３つの保育園が
あり、通常保育、未満児保育等の幼児保育事業に力を入れています。本交付金を活用し、保育サー
ビスの提供を図ります。

目標値 ％ 100%

達成度 ％

％ 100% 100%

南木曽町こども、子育て支援事業計画の設定期間

要保育児の入所
率：

入所者数÷入所
対象人口

1 地域活性化措置 南木曽町保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 長野県　南木曽町

保育士の必要人数
（雇用人数×雇用期間）

活動実績 人×月 １６人 １６人 １６人
活動見込 人×月 ２７人以内 ２７人以内 ２７人以内
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分 6,345,000 5,174,000 8,542,000

交付金充当額

総事業費 8,926,200 7,193,700 10,434,000

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

交付金事業の評価課室 もっと元気に戦略室
交付金事業の担当課室 教育委員会（子どもすくすく係）

契約の目的
保育士の人件費 雇用 保育士９名 10,434,000

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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （木祖村）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 木祖村保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 木祖村

成果実績

評価年度の設定理由

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

木祖村大字小木曽（とちのみ保育園）

交付金事業の概要 保育所職員人件費　基本給6名5カ月分

目標値 ％
土曜希望保育実施率：95%
未満児保育入所率　 :100%

達成度 ％
土曜希望保育実施率：100%
未満児保育入所率  :100%

単年度事業として実施しているため

土曜希望保育
実施率＝（実
施日数/実施希
望日数）×100
未満児保育入
所率＝（入所
者数/入所対象
人数）×100

木祖村では、「子どもを安心して産み育てられる環境づくりを支援する」ことを重点施策として位
置付けており、第5次総合計画(平成30年度～令和9年度）の児童福祉・少子化対策として住民の
ニーズに対応した保育サービスの拡充（一時預かり、土曜保育、未満時の受け入れ等）することと
しています。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２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２年度

土曜希望保育
実施率：90%
未満児保育入
所率:100%

毎年見直しを行うことにより、住民ニーズに素早く対応するため

 木祖村では、安心して子育てができるよう保育所運営を重点施策として位置付けています。本交
付金を活用することにより、土曜希望保育の100%実施などサービスの充実化を図り住民ニーズに応
えることができました。
　電源立地対策交付事業の広報活動については、村の広報誌を活用し、村内をはじめ村外の方にも
交付金の活用について周知を行っています。今後も広報誌を通して地域の理解を得ていきたいと考
えています。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％
土曜希望保育実施率：100%
未満児保育入所率  :100%



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

保育士・調理員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期

間）

活動実績 人月 216 156 84
活動見込 人月 216 156 168
達成度

交付金事業の評価課室 総務課
交付金事業の担当課室 総務課

契約の目的
雇用 保育士６名 6,355,500

％ 100 100

交付金事業の成果目標
及び成果実績

評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000

単位 令和元年度 令和2年度(4月～9月)

総事業費 5,832,500 6,092,000 6,355,500

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
100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度

4,400,000 4,400,000 4,400,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （王滝村）

交付金事業に関係する主要政策・施策：
　第４次王滝村長期振興計画　後期基本計画（平成28年度～平成32年度）
　　基本施策２　豊かな心、人が輝くために
　　　２安心して子育てができる地域社会
　　　　・村では少子高齢化が進み、核家族化や共働き家庭が増えてきている状況のなか、
　　　　　多様化する子育てに対応した保育サービスや子どもを安心して育てられる環境
　　　　　づくりの充実が課題となっています。
　　　　　「地域の宝」である子どもが、家族や地域の中で安心して心身ともに健やかに
　　　　　過ごすことができるように、保育サービスの充実に努めるとともに地域と連携
　　　　　した子育て世代への支援事業の充実を図ります。
目標：
　要保育児の入所率 100％（令和２年度）

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

要保育児の
入所率100％

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度末に評価を実施

％ 100

長野県木曽郡王滝村

交付金事業の概要

王滝村保育所の保育士人件費３名９ヶ月、３名賞与６月・１２月分
王滝村は、第４次長期振興計画後期基本計画に基づき、安心して子育てができる地域社会づくりの推進に向
け、保育サービスの充実に努めるとともに子育て世代への支援事業の充実を図るため、電源立地地域対策交
付金を活用し、延長保育や土曜保育等の保育サービスのさらなる充実に努めています。

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

第４次王滝村長期振興計画　後期基本計画　の終期まで

要保育児の入所
率：入所者数÷
入所対象者人口

×100

2 地域活性化措置 王滝村保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 王滝村

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分 9,500,000 6,300,000 11,000,000

交付金充当額 9,500,000 6,300,000 11,000,000

単位 令和元年度 令和２年度

総事業費 9,511,000 6,421,540 11,725,857

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
100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

　本交付金の活用により、住民負担増に頼ることなく王滝村保育所の保育士3名9ヶ月分の人件費及び賞与6
月と12月分を確保することができました。
また、事業期間中（5月～1月）の希望保育は延べ78名、延長保育（早期・夕方）は延べ181時間の実績とな
りました。共働き家族や自営業の家族など個々の希望におうじた保育サービスの提供が進んでいます。
次年度に向けて、多様化する保育ニーズに対応したサービスを一層充実していくとともに、地域（お年寄り
など）や近隣保育園との交流事業など「特色ある保育所づくり」に引き続き取り組んでいきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業の評価課室 総務課　財政係
交付金事業の担当課室 教育委員会

契約の目的
保育士の人件費 雇用 保育士3名 11,725,857

％ 100 100

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

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月））

活動実績 人月 33 15 27
活動見込 人月 33 15 27
達成度



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （王滝村）

交付金事業に関する主要政策・施策：
　第４次王滝村長期振興計画　後期基本計画（平成28年度～平成32年度）
　　基本施策２　豊かな心、人が輝くために
　　　３地域で支える学校教育
・年々児童生徒数が減少する傾向に歯止めがきかない状況にあります。その中においても子どもたちが
個性豊かに自ら考え、行動し育っていく教育を目指し、また情報化や国際化といった時代の流れに対応
するために、ICT教育の推進やALTによる英語教育の導入等を実施してきました。
・「子どもたちは村の貴重な財産であり宝である」という理念のもとで、地域に根差した教育環境の整
備や魅力ある学校づくりを、学校・家庭・地域が連携して進めます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和2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2年度

英語検定合格
率

63.6％

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度末に評価を実施

　本交付金の活用し事業を実施することにより、国際化・情報化に対応した教育を提供でき、英語教育
の質的向上を図ることができました。当事業期間中では、小学校で延べ53日138時間、中学校で80日189
時間、保育園で5日5時間の実績でした。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 63

長野県木曽郡王滝村

交付金事業の概要

ALT業務委託　外国人講師基本給与８ヶ月分
年々自動生徒数が減少する状況で、学級編成、子どもの競争意識や社会性の低下など教育環境の課題と
なっています。国際化・情報化など社会環境が大きく変化しているなか、個性豊かに自ら考え、社会の
変化に対応する人間性豊かな子供に育むため、電源立地地域交付金を活用し、外国人講師による英語教
育向上を図ります。

目標値 ％ 70

達成度 ％ 90

第4次王滝村長期振興計画　後期基本計画の終期まで

英語検定合格率
（合格者数7÷
受験者数11）

3 地域活性化措置 外国人講師による英語教育向上事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 王滝村

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分 1,330,000 1,300,000

交付金充当額 1,330,000 1,300,000

単位 令和２年度

総事業費 3,248,200 2,051,691

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 令和元年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

無

交付金事業の評価課室 総務課　財政係
交付金事業の担当課室 教育委員会

契約の目的
ALT業務委託 随意契約 （株）エー・トゥー・ゼット 2,051,691

％ 100 100

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

外国人講師雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月））

活動実績 人月 8 8
活動見込 人月 8 8
達成度



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （王滝村）

交付金事業に関する主要政策・施策：
　第４次王滝村長期振興計画　後期基本計画（平成28年度～平成32年度）
　　基本施策３　安全安心なくらし
　　　１健康づくりの推進
　　　　王滝村の平均寿命は、男性80.7歳、女性87.3歳といずれも80歳を超える長寿
　　　　となっています。人口減少が進む村において、一人ひとりの健康寿命の延伸は、
　　　　活力ある村を維持するために必要なことです。
　　　　そのために、子どもから高齢者まで継続した健康づくりに関する施策を実施して
　　　　いくことが必要です。

　王滝村総合戦略
　　基本施策【子育て・福祉】子育て環境の整備を促進し子どもの声が響き渡る村をつくります
　　　３高齢者等が安心して過ごせる村
　　　（１）データヘルス計画・健康づくり計画に基づく健康増進施策の実施
　　　　　「健【検】診を受ける・体を動かす・健康に食べる」を柱とした健康増進施策の実施

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 年度

特定健診受診
率の維持（基
準値36.8％）

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度末に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 28.6

長野県木曽郡王滝村

交付金事業の概要

王滝村保健センターの管理栄養士1名の人件費8ヶ月分と賞与6月・12月分
王滝村では第4次長期振興計画に基づき、人口減少が進む村において子供から高齢者まで継続した健康づく
りを図り活力ある村を維持するため、電源立地地域交付金を活用し健康教室や相談事業等を実施していま
す。

目標値 ％ 36.8

達成度 ％ 77.7

第４次王滝村長期振興計画　後期基本計画　の終期まで

受診率＝特定健
診受診者37人/受
診対象者129人

1 地域活性化措置 王滝村保健センター運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 王滝村

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分 2,441,000

交付金充当額 2,441,000

単位

総事業費 2,615,991

交付金事業の総事業費等 令和２年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 令和２年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

　本交付金の活用により、住民負担増に頼ることなく王滝村保健センターの管理栄養士1名8ヶ月分の人件費
及び賞与6月と12月分を確保することができました。
事業期間中（5月～12月）において、特定健診（2回延べ37人）・健康教室（8回延べ49名）・妊婦乳児健診
（10回延べ12名）や相談事業（15回延べ131名）をはじめ、自殺対策等精神保健福祉相談事業（2回延べ26
名）や検診事業の補助を実施しました。
少子高齢化が進むなか、生活習慣病やストレスによる病気や疾病で認知や介護とならないためにも、こころ
と身体を良好な状態を保つことができました。
次年度に向けて、年齢層にあった食と健康の管理をしていき、一人ひとりの健康寿命の延伸をはかり、活力
ある村を維持していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の評価課室 総務課　財政係
交付金事業の担当課室 福祉健康課

契約の目的
管理栄養士の人件費 雇用 管理栄養士1名 2,615,991

％ 100

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

管理栄養士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月））

活動実績 人月 8
活動見込 人月 8
達成度



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） 大桑村

うち文部科学省分
うち経済産業省分 8,388,000

交付金充当額 8,388,000

単位 年度 年度

総事業費 8,898,737

交付金事業の総事業費等 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 ２年度

主要政策・施策：第５次大桑村総合計画 後期基本計画（2019年度～2023年度）
　　　　　　　　第１章　健やかな笑顔あふれるやさしいむらづくり
　　　　　　　　１.保健・健康づくり・医療　（５）健康診断・指導等の充実
　　　　　　　　　当村では生活習慣病及びその予備軍が増加傾向にあります。医療費の高騰
　　　　　　　　による村の財政負担だけでなく、本人や家族の生活の負担を考えても、健康
　　　　　　　　診査や健康相談・指導による生活習慣病予防が重要となります。本交付金に
　　　　　　　　より栄養士１名・保健師３名を確保することで、多岐にわたる保健衛生業務
　　　　　　　　に加え特定健診に伴う特定保健指導等を充実させることができます。
　目　　　標　：特定保健指導終了率　60.0％

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

特定保健指導
終了率の増加

令和２年度終了後の集計となるため。

本交付金により栄養士１名・保健師３名を確保することで、住民の様々な健康課題に対応することができ
る
充実した支援体制を整えることができました。今後も現在の体制を維持し継続的に保健衛生業務に取り組
む
ことで健やかな笑顔あふれるやさしいむらづくりを推進していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％

交付金事業の評価課室 福祉健康課保健係
交付金事業の担当課室 福祉健康課保健係

契約の目的

大桑村大字長野

交付金事業の概要 栄養士１名、保健師３名の８カ月分の人件費（期末手当あり）

目標値 ％ 60.0

達成度 ％

栄養士、保健師人件費 雇用 栄養士１人、保健師３人 8,898,737

％ 100

特定保健指導
終了率

1 地域活性化措置 大桑村保健センター運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大桑村

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

栄養士、保健師の雇用量
（雇用人数（人）×
雇用期間（月））

活動実績 人月 32
活動見込 人月 32
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



Ⅱ．事業評価個表（　　　　　年度）（　令和２年度　） （木曽町）

うち文部科学省分

うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 保育所サービス事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 木曽町

交付金事業実施場所 きそふくしま保育園（木曽町新開4）ほか　３施設

交付金事業の概要 町内に４施設ある保育所の保育士にかかる人件費（24名５ヵ月分）

交付金事業に関係する市町村の主
要政策・施策とその目標

第２期木曽町子ども子育て支援事業計画（R２～H６）
（2）幼児教育・保育の質の向上　①職員配置の充実
○木曽町では、子どもの成長発達やクラス全体のバランスを考慮し、一人ひとりの健やかな成長を保障するた
め加配保育士を配置しています。
○今後、地域ごとで入所児童数を勘案しながら、未満児の受入体制について充実を図ります。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和６年度

事業期間の設定理由 第２期木曽町子ども子育て支援事業計画に基づき設定

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

要保育児の
入所率　100％

要保育児の入所率：
入所者数÷入所対象

人口×100

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

木曽町子ども子育て支援事業計画が終了した翌年に設定

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 30年度 31年度

51

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 54 51

活動見込 人月 54 120

達成度 ％ 100 100

交付金事業の総事業費等 30年度 31年度 ２年度 備考

総事業費 15,563,100 14,664,300 30,516,500

交付金充当額 14,883,000 13,433,000 24,733,000

14,883,000 13,433,000 24,733,000

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

保育士人件費 雇用 保育士24名 30,516,500

交付金事業の担当課室 企画財政課

交付金事業の評価課室 企画財政課



Ⅱ．事業評価個表（　　２　年度） （生坂村）

生坂村第６次総合計画
　基本目標１　健やかな子どもたちが育ち学び続けられる村づくり
　　政策の柱１　子どもたちの健やかな育成を応援します

子育て支援
　保育内容の充実
・長時間保育や乳幼児保育、障がい児保育など、さまざまな実態に合わせた受け入れ体制や、保育
士などの適切な人員配置による保育内容を充実させていきます。
・子育て支援の関係機関との連携を強化し、支援の必要な乳幼児の早期把握に努めていきます。

成果指標と目標値
子育て環境満足度（５段階評価）
計画策定時：3.7　令和6年度：4.1　令和11年度：4.5

事業開始年度 平成２２年度 事業終了（予定）年度 令和１１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２年度

子育て環境満
足度５段階評

価4.5

毎年度事業改善を図るため、事業完了後に随時評価を実施

- 4.0

生坂村（生坂保育園）

交付金事業の概要

　生坂保育所職員10名（保育士８名、調理師２名）の人件費（基本給）４か月分
　生坂村は、今年度新たな生坂村第６次総合計画に基づき、子どもの健やかな育成を応援してお
り、「保育内容の充実」や「子育て医療支援」等の各種子育て支援施策の実施にあたり、電源立地
地域対策交付金を活用し、保育等のサービスの充実に努めています。

目標値 - 4.5

達成度 ％ 88.9

生坂村第６次総合計画の終期まで

保育内容、保育
料無償化、子育
て医療支援等子
育て環境の満足
度

1 地域活性化措置 保育所サービス事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 生坂村

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分 6,467,000 6,467,000 6,467,000

交付金充当額 6,467,000 6,467,000 6,467,000

単位 令和元年度 令和２年度

総事業費 8,028,400 9,533,600 9,785,100

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 ２年度 備考
95.0

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績 　本交付金の活用により、保育所の保育士・調理員人件費（保育士８名、調理員２名）４か月分を

確保することができました。
　生坂保育園では、令和２年10月末現在で37名の園児が在籍しており、本交付金事業により小規模
保育の特徴を活かしながら安定したきめ細かな保育所サービスの提供と通常保育時間以外のサービ
ス充実化により子育て世代における就業機会の増進に繋げられ、仕事と子育ての両立化への推進を
図ることができました。また、本交付金事業により保育士確保の安定化が図られたことから、今年
度は施設の増築工事が他事業により行われ、今後は未満児保育の拡充と園児の増員が見込まれま
す。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業の評価課室 総務課会計室兼村づくり推進室・教育委員会
交付金事業の担当課室 総務課会計室兼村づくり推進室

契約の目的
人件費 雇用 保育士８名、調理師２名 9,785,100

％ 100.0 100.0

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

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 32 36 38
活動見込 人月 32 36 40
達成度



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （白馬村）

交付金事業に関係する主要政策・施策
白馬村第５次総合計画（平成28年度～令和７年度）
基本目標１「安心してみんなが暮せる村」
３　支え合う福祉と健康の村づくり
１）子育て支援
子育てと仕事の両立支援：保育園の充実、幼稚園との連携により、仕事を持つ親が安心して働ける
支援体制を整備します。
目標：休日保育利用者数　現状値（Ｈ26）213人、目標値（Ｒ２）250人
令和元年度も250人達成しましたが令和２年度もサービス低下とならぬよう250人が継続維持できる
ようにします。

事業開始年度 平成28年度 事業終了（予定）年度 令和７年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３年度

休日保育利用
者数250人

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。

本交付金の活用により白馬村内1保育所の保育士10名、2か月分の人件費を確保することが出来まし
た。休日保育利用者数は新型コロナの影響により昨年度に比べ減少傾向ですが、272人と目標達成
できました。今後も児童福祉サービスを低下させることなく利用者数の増加を図っていきます。
機関名：白馬村総合計画等評価委員会
構成員：公募委員など計12名
評価内容：総合計画にある数値目標や主管課が載せた内部評価に対し、委員がそれぞれ評価したも
のを取りまとめ、その結果を公表しています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

有

交付金事業の定性的な成果及び評価等

人 272

白馬村大字北城

交付金事業の概要
白馬村内1保育所の保育士10名、2か月分の人件費。
平成20年に3園から1園に統合し運営をしております。児童福祉サービスを低下させぬよう、本交付
金を活用し児童福祉事業の充実を図るものです。

目標値 人 250

達成度 ％ 109

白馬村第５次総合計画の終期まで

休日保育利用
者数

1 地域活性化措置 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 白馬村

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
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

単位 元年度 ２年度

総事業費 5,631,800 5,941,600 5,352,600

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 ２年度 備考
100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 30年度

交付金事業の評価課室 総務課
交付金事業の担当課室 子育て支援課

契約の目的
保育士人件費 雇用 保育士10名 5,352,600

％ 100 100

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

保育士の雇用量（雇用人数
（人）×雇用期間（月））

活動実績 人月 20 20 20
活動見込 人月 20 20 20
達成度



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （小谷村）

うち文部科学省分
うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 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 小谷村

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

保育士通年雇用
保育士８名、調理師２名

活動実績 人 10 10 10
活動見込 人 10 10 10
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

交付金事業の評価課室 小谷村役場総務課企画財政係
交付金事業の担当課室 小谷村役場総務課企画財政係

契約の目的

小谷村保育園

交付金事業の概要 事業運営費　保育士・調理師１０名基本給６ヶ月分

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

保育士・調理師人件費 雇用 保育士８名・調理師２名 18,549,600

％ 100 100

小谷村第５次総合計画後期計画の終期まで

要保育児の入
所率：入所者
数÷入所対象
人口×１００

【主要政策・施策】
　小谷村第５次総合計画後期計画（平成２８年度～令和２年度）
　第３章　人と文化を育み生きがいのある村づくり・第１節　保育・教育
　保育園から継続した子育て支援を推進するとともに、教育環境の整備を図ります。
【目標】待機児童０人

事業開始年度 平成２８年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

待機児童０人
時間外保育の延
長（午後６時３
０分まで）

小谷村第５次総合計画の終期までの間で、全体的な事業評価を行うため。

保育士及び調理師の雇用確保及び待機児童０人及び時間外保育延長を通年実施することができた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

なし

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100

交付金充当額 12,429,000 12,999,000 13,554,000

単位 令和元年度 平成３０年度

総事業費 18,019,000 18,216,000 17,912,400
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 備考

100

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

0 0 0
12,429,000 12,999,000 13,554,000



Ⅱ．事業評価個表（　2　年度） （山ノ内町）

交付金充当額 7,797,000 7,867,000 7,963,000

単位 31　年度 2　年度

総事業費 9,903,900 9,812,100 9,902,100

交付金事業の総事業費等 30　年度 31　年度 2　年度 備考
100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 30　年度

　核家族世帯の増加、保護者の就労環境の変化など、子どもたちを取り巻く環境は年々複雑化して
います。それらに伴い、保育に対するニーズも多種多様化しており、今後、これらの状況に対応で
きる機能的な保育内容の充実に努めながら、あわせてよりよい保育環境の整備を進めていくことが
重要になります。また、当町においては社会的に問題になっている待機児童も現時点では０人と
なっています。保育内容・保育環境の更なる充実と待機児童０人の維持を目標とし、本交付金の活
用を図ります。

事業開始年度 28　年度 事業終了（予定）年度 ２　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 2　年度

要保育児の
入所率
100％

３年間の実施計画作成・事務事業評価を行い、毎年度事業改善・職員の適正配置・体制整備等に努
めるため、早期に評価を実施

多種多様化する保育ニーズに的確に対応できる保育サービスの拡充が図られるとともに、保育職員
の適正配置や施設整備の充実など、子どもたちが充実した保育園生活が送れるとともに育児世代が
安心して子どもを預けることができる保育所運営が可能になります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100

山ノ内町大字平穏　他４保育園（かえて、ほなみ、よませ、すがかわ）

交付金事業の概要 保育所職員人件費基本給９名の３か月分

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

％ 100 100

第5次総合計画の終期まで

要保育児の入
所率：入所者
数÷入所対象
人口×100

1 地域活性化措置 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 山ノ内町

園長・主任保育士
（雇用人数（人）×雇用期間（月））

活動実績 人月 108 108 108
活動見込 人月 108 108 108
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所



うち文部科学省分
うち経済産業省分 7,797,000 7,867,000 7,963,000

交付金事業の評価課室 総務課
交付金事業の担当課室 総務課

契約の目的
保育士人件費 雇用 保育士９名 9,902,100

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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） 木島平村

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 健康福祉運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 木島平村

保健師の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月））

活動実績 人月 12
活動見込 人月 12
達成度

成果実績

評価年度の設定理由

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

木島平村役場　（木島平村大字往郷）

交付金事業の概要 保健師人件費基本給２名の６カ月分及び期末勤勉手当

目標値 ％ 20％以下

達成度 ％ 100%

％ 100

第６次総合振興計画の終期まで

要介護認定率
H30：16.2％

第６次総合振興計画（平成27年度～令和６年度）
　基本目標　そだてる　未来と安心をそだてる
　　施策７　いきいきライフの推進
　　施策８　健康長寿の村づくりの推進

村民の健康を守るための健診等の健康管理体制の充実を図っていますが、超高齢社会、超長寿社会
への進展によって医療費の増大が懸念されています。また、いつまでも健康で暮らすことは誰もが
望むことで、村民みんなが健康に暮らすことにより、社会的負担を減らすこと、活力のある村をつ
くることが必要です。
村民自ら健康づくりをし、いくつになっても健康で仲良く暮らせる村づくりをめざします。

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和6年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

要介護認定率
20％以下

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 16.2

　本交付金の活用により当該保健師の人員を確保することができました。（保健師２名・12か月
分）
　次年度に向けた改善として、高齢者の保健と介護予防の一体的実施を本格的に稼働させていきま
す。

単位
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



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

交付金事業の評価課室 総務課政策情報係
交付金事業の担当課室 総務課政策情報係

契約の目的
保健師人件費 雇用 保健師2名 4,696,007

交付金充当額 4,400,000

総事業費 4,696,007

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備考

0
4,400,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （野沢温泉村）

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

待機児童
ゼロを継続

第６次野沢温泉村長期振興総合計画期間に一致

　本交付金の活用により、「のざわこども園」の保育教諭17名の人件費５ヶ月分を確保することができ
ました。近年増加している未満児の保育にも対応できることがきできました。
　今後も「野沢温泉村子ども子育て支援事業計画」に基づき、計画的な施設の改修・事業の充実を図
り、家庭からのニーズを踏まえながら待機児童ゼロの継続を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無し

交付金事業の定性的な成果及び評価等

人 0

下高井郡野沢温泉村大字豊郷

交付金事業の概要

幼保連携型認定こども園職員人件費17名５ヶ月分
「のざわこども園」は、平成28年度から幼保連携型認定こども園として運営しています。近年は少子化
が進んでいる中で、未満児の入園が増加傾向にあり、これに対応するため、こども園の充実を図ること
に電源立地地域対策交付金を活用します。

目標値 人 0

達成度 ％ 100

第６次野沢温泉村長期振興総合計画期間に一致

待機児童ゼロ

第６次野沢温泉村長期振興総合計画後期計画（令和２年度～令和６年度）
基本目標３
④子育て支援対策
　世帯構成の多様化等により、こども園では未満児での入所希望が増加しており、こどの園の機能強化
が必要であるとともに、将来を見据えた保育教諭の確保と子育てを社会全体で支援する体制整備や経済
的支援が必要となっています。
　このような時代のニーズに応じられるよう保育体制の見直しを進めます。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度

1 地域活性化措置 幼保連携型認定こども園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 野沢温泉村

成果実績

評価年度の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

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

令和６年度



うち文部科学省分
うち経済産業省分

0 0 0
14,933,000 14,933,000 14,933,000

交付金充当額 14,933,000 14,933,000 14,933,000

単位 令和元年度 令和２年度

総事業費 17,236,200 20,440,800 19,298,985

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
100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度

契約の目的

会計年度任用職員人権費 雇用 会計年度任用職員９名 7,416,485

％ 100 100

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

保育教諭・栄養士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人 66 84 85
活動見込 人 66 84 85
達成度

保育教諭人件費 雇用 保育教諭８名 11,882,500

交付金事業の評価課室 総務課　企画財政係
交付金事業の担当課室 教育委員会　こども支援係



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （信濃町）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 福祉サービス提供事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 信濃町

交付金事業実施場所 信濃町立信濃小中学校（信濃町大字古間）

交付金事業の概要
信濃小中学校の特別支援教育支援員人件費（学習支援員6名、リソース指導員2名）8ヶ月分。
質の高い教育環境を目指し、特色のある教育活動の推進と充実を図るため、特別支援教育支援員を
配置する。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

事業期間の設定理由 第6次長期振興計画（前期基本計画）

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

成果実績 ％ 91.47%

目標値 ％ 85％以上

達成度 ％ 100%

評価年度の設定理由

2学期中にアンケートを実施し、学期末を迎える2学期以降に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

児童・生徒の
保護者にアン
ケートを実施

交付金を充当し、学習支援員6名・リソース指導員2名計8名の講師を配置することにより、ティー
ムティーチングや少人数指導、コロナ禍での環境衛生指導が可能となり、児童・生徒の学習意欲や
姿勢、クラスのまとまりが図られています。また、障害をもつ子どもが安心して学習できる特別教
育環境を整えられたことで学習教育の充実へとつながりました。これらのことが保護者に安心感を
与え、満足度にもつながり、8割を超す肯定的な回答へとつながったと考えます。

交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業に関係する市町村
の主要政策・施策とその目標

第6次長期振興計画(前期基本計画：令和２年度～令和６年度）
　子どもたちの豊かな感性としなやかな知性を育む環境づくり
　「生きる力」を育む特色ある教育の推進
　　社会が変化するなか、子どもたちの「生きる力」を育むことが求められるとともに新しい時代
　に必要となる　資質・能力の育成と主体的・対話的で深い学びの視点から学習指導要領が改訂さ
　れた。これにより、義務教育での情報教育・外国語教育がこれまで以上に必要とされる。そこ
で、
　小中一貫教育の強みをいかした特色のある教育により、信濃町に誇りを持った次代を担う人材の
　育成を目指す。
目標
　各学級・学年に学習支援員等を配置し、児童生徒個々の状況に対応した指導を行うことで、学校
評価に係る保護者アンケート項目「楽しく学校に通い、学校生活に満足している。」（満足度）の
肯定的な回答を85％以上にする。

アンケート回
答率満足度
85％以上



うち文部科学省分
うち経済産業省分

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無
活動指標 単位 令和２年度 年度 年度

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

学習支援員6名×8月
リソース指導員2名×8月

活動実績 人月 64
活動見込 人月 64

総事業費 9,105,082

交付金充当額 7,135,000

7,135,000
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
特別支援教育支援員 雇用 学習支援員6名、リソース指導員2名 9,105,082

交付金事業の担当課室 教育委員会総務教育係
交付金事業の評価課室 教育委員会総務教育係

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度） （栄村）

番号 措置名 交付金事業の名称

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所

1 地域活性化措置 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 栄村

成果実績

評価年度の設定理由

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

栄村北信保育園（大字北信）

交付金事業の概要

保育所保育士5名及び栄養士兼調理職員1名の人件費基本給8ヶ月分及び12月期末手当。
栄村は、第6次総合振興計画に基づき、地域ぐるみで子育てを支援していく仕組みや保育サービス
の充実などの環境づくりに力を注いでいます。電源立地地域対策交付金を活用し、「保育料の軽
減」や「保育士の充実」等、保育サービスの充実に努めています。

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

　第６次総合振興計画の終期まで

要保育児の入所
率：入所者数÷
入所対象人口×
100

交付金事業に関係する主要政策・施策
　第６次総合振興計画（平成29年度～令和８年度）
　　基本計画　第２章　健康と福祉　第２節　子ども福祉
　　　１保育施設の運営と子育て支援
　　　・保育士の職員配置の充実と専門性の向上に取り組みます。
　　　・保育料の軽減及び実質的な無料化を進めます。
　　　・保育園児減少の中、子育て家庭への支援に力を入れ、延長保育、一時預かり、学童クラ
ブ
　　　　を充実していきます。
　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÷入所対象人口×100

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和８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２年度

要保育児の
入所率　100%

　毎年度PDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度末に評価を実施。

　本交付金の活用により、保育士(5名)及び調理員(1名)を確保することができました。
保護者からは、園児一人一人をしっかり見てもらえる保育体制と食育の充実を望む声が多くある
ことから、来年度以降も保育士及び調理員を確保し、目の行き届いた保育と健康な食生活等保育
サービスの充実を図っていきます。
　国の電源立地地域交付金を財源として、保育士及び調理員を確保し、保育所運営の充実を図っ
ている旨を広く村民に周知することで、地域の理解促進を図っていく予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

　無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

％ 100



うち文部科学省分
うち経済産業省分

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

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 48 48 44
活動見込 人月 56 48 48
達成度

交付金事業の評価課室 総務課
交付金事業の担当課室 教育委員会

契約の目的
保育士・調理員人件費 雇用 保育士5名・調理員1名 16,538,298

％ 85.7 100

交付金充当額 14,589,000 14,604,000 14,545,000

単位 令和元年度 令和２年度

総事業費 17,171,886 17,393,785 16,538,298

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
91.7

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成30年度

14,589,000 14,604,000 14,545,000
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