
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

備　考

尾鷲市 5,667,000 5,667,000

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間

接交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額

総事業費
7,931,000円

1

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営等措置

一般廃棄物運搬車（2ｔリフト
車・2ｔダンプ車）購入事業



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

一般廃棄物運搬車（2ｔリフト車・2ｔダンプ車）購入事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 尾鷲市
交付金事業実施場所 三重県尾鷲市古戸町

交付金事業の概要
老朽化した一般廃棄物運搬車（2ｔリフト車・2ｔダンプ車）を更新し、作業の効率化や安全
安心な作業環境を確保します。

交付金事業に関係す
る都道府県又は市町
村の主要政策・施策
とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
　第6次尾鷲市総合計画（平成27年度～令和3年度）
　　基本目標Ｖ　みんながいきいきと快適に暮らせる町
　　　2　快適な生活環境の創造
　　　　521　資源循環型社会の推進
　　　　　施策の目的
　　　　　ごみの発生抑制・再使用・再利用が進んだ、環境に負荷をかけないまち。

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

交付金事業の成果目
標及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

資源ごみ収集
作業車両数12

台の維持

資源ごみ収集
作業車両数

成果実績 台 12

目標値 台 12

達成度 ％ 100
評価年度の設定理由

事業実施年度に評価を実施。
交付金事業の定性的な成果及び評価等

資源収集用の車両は収集開始時に12台の車両を単年で購入し、毎年度更新しておりますが、
更新されていない車両も多く老朽化により故障が頻繁に生じ、その都度修理により生活環境
の維持が困難な状態でありました。今回、2台の車両を更新をすることで全体の故障率が軽
減され、安心安全な作業環境が確保されました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



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

2

令和２年度

資源ごみ収集作業車両購入台
数

活動実績 台 1 2 2
活動見込 台 1 2
達成度 ％ 100 100 100

交付金事業の総事業
費等

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 3,942,000 8,621,800 7,931,000
交付金充当額 2,667,000 5,667,000 5,667,000
うち文部科学省分 0 0 0

三重日野自動車株式会社尾鷲営業所 7,931,000

うち経済産業省分 2,667,000 5,667,000 5,667,000
交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 雇用経済部ものづくり産業振興課
交付金事業の評価課室 雇用経済部ものづくり産業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

物品購入 一般競争入札



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

総事業費：
3,700,000

1
公共用施
設整備措

置
長島地区霊柩車購入事業 紀北町 2,599,000 2,599,000

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間

接交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備　考



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

評価年度の設定理由
事業実施年度に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等
本交付金の活用により、老朽化した霊柩車を更新することができた。今後も安定的な霊柩車
の運行に努めていく。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

紀北町所有霊柩車の
使用年数20年未満の
車両数÷全車両数

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100
達成度 ％ 100

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

紀北町所有霊柩車の
使用年数20年未満の

車両割合100％

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

紀北町後期基本計画（令和元年度）　⑥火葬場・墓地の適切な運営・管理

紀北町では、現在海山地区と紀伊長島地区にわけて霊柩車を運行しているが、紀伊長島地区
の霊柩車は初年度登録が平成６年３月であり、既に25年以上が経過している。
ベースとなる車両も既にメーカー生産が中止されており、補修部品の調達もできない状態で
あり、いつ故障してもおかしくない状態で運行を行っている。
　そのため、紀伊長島地区の霊柩車を更新し、霊柩車の安定運行を図る。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 紀北町
交付金事業実施場所 三重県北牟婁郡紀北町東長島

交付金事業の概要
現在使用中の霊柩車は、平成６年の初年度登録後２５年以上が経過しており、経年劣化等に
よる故障も頻繁に発生しているが、純正の補修部品もなく、霊柩車の安定的な運行に支障を
きたしているため、霊柩車を更新することで安定的な霊柩車の運行に努める。

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設整備措置 長島地区霊柩車購入事業



交付金事業の担当課室 雇用経済部ものづくり産業振興課
交付金事業の評価課室 雇用経済部ものづくり産業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
物品購入 一般競争入札 紀北自動車工業　有限会社 3,700,000

うち経済産業省分 2,599,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 2,599,000
うち文部科学省分

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 3,700,000

達成度 ％ 100

年度

紀北町所有霊柩車の更新数
活動実績 台 1
活動見込 台 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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

総事業費：
6,744,100

1
公共用施
設整備措
置

紀北町東長島スポーツ公園
体育館照明器具LED化工事

紀北町 5,000,000 5,000,000

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間

接交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備　考



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

評価年度の設定理由
事業実施の次年度に年間の稼働状況の把握が可能なため

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
無

電気使用料
20％削減

成果実績 ％

目標値 ％ 20以上

達成度 ％

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目
標及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３年度

エネルギー使
用量削減

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

紀北町第2次総合計画（平成29年度～令和8年度）
第3部前期基本計画　4．スポーツ
3）スポーツ施設の維持・整備
①各種スポーツ施設について、適正な維持管理と定期的なメンテナンスを行うとともに、整
備員による日常管理を徹底し、施設を良好な状態に保ちます。

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 紀北町
交付金事業実施場所 三重県北牟婁郡紀北町東長島

交付金事業の概要

　東長島スポーツ公園は町の中心的な体育施設であり、毎日多くの方が利用しています。
　現在、体育館の照明は水銀灯を使用していますが、水銀に関する水俣条約により、2021年
以降の水銀灯の製造・輸出入が禁止されることとなっています。
　そこで、安全に運動を楽しめる適切な照度を確保し、あわせて照明器具の長寿命化、省エ
ネ化を図ることを目的に照明をLED化するものです。

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設整備措置 紀北町東長島スポーツ公園体育館照明器具LED化工事



交付金事業の担当課室 雇用経済部ものづくり産業振興課
交付金事業の評価課室 雇用経済部ものづくり産業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
体育館照明器具のLED化 一般競争入札 株式会社 堂前電気商会 6,744,100

うち経済産業省分 5,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 5,000,000
うち文部科学省分

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 6,744,100

達成度 ％ 100

年度

照明器具のLED化
活動実績 台 40
活動見込 台 40

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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

松阪市 4,400,000 4,400,000
総事業費
8,029,700円

1
公共用施
設整備措
置

塵芥収集車購入事業

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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由

1 公共用施設整備措置 塵芥収集車購入事業

令和２年度

交付金事業に関係す
る都道府県又は市町
村の主要政策・施策
とその目標

松阪市リサイクルセンター（松阪市町平尾町）

事業終了（予定）年度 令和２年度事業開始年度

交付金事業の概要
車両購入後7年経過、走行距離10万km以上を目途に車両を買い替えることとする車両買い替
え10か年計画に従って買い替えを行い、収集運搬業務の安全性を確保する。

(交付金事業に関係する主要政策・施策)
一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(平成29年度～平成43年度)
　第5節　ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
　　　5-1　収集・運搬計画
　　　　　1)収集運搬方法

　老朽化した塵芥収集車等を買い替えることにより、収集運搬業務の効率化と作業環境の改
善、作業員の安全性を確保し、収集車の稼働率を維持することで清掃事業の円滑な遂行及び
快適な生活環境の向上を図る。
　また、市民にごみについて考えてもらう取り組みとして、小学校や市リサイクルセンター
にて塵芥収集車を使った「合同体験学習」を実施しており、購入予定車を使用して、小学生
や市民へのごみ減量の啓発を進める。
目標：令和3年度新車両稼働率を８６%以上
       ※新車両の稼働率：収集業務・ごみ減量の啓発業務の稼働日数/収集業務日数
現状:令和元年度新車両稼働率　８５%

交付金事業実施場所
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 松阪市

番号 措置名 交付金事業の名称



交付金事業の評価課室 雇用経済部ものづくり産業振興課

交付金事業の活動指
標及び活動実績

活動指標

塵芥収集車の購入台数
達成度 ％ 100

交付金事業の総事業
費等

交付金充当額

うち経済産業省分 4,400,000

100 100

交付金事業の成果目
標及び成果実績

成果目標 成果指標 評価年度

86

三菱ふそうトラック・バス㈱
東海ふそう津支店 8,029,700

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

交付金事業の担当課室 雇用経済部ものづくり産業振興課

4,400,000 4,400,000

塵芥収集車購入 条件付き一般競争入札

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

うち文部科学省分

台 2 3 1

総事業費 13,564,302 21,187,249 8,029,700

活動実績 台 2 3

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 備　考

1
活動見込

単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
無

評価に係る第三者機関等の活用の有無

新車両の稼働率　
８６％

稼動率
(ごみ収集業務また
はごみ減量の啓発業
務に新車両を使用し
た日数÷全業務日

数)
達成度 ％

目標値 ％

令和４年度

評価年度の設定理由
令和３年度より当該新車両が稼動、翌年度が評価測定可能となる年度であるため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

単位
成果実績 ％



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

備　考

大台町 8,867,000 8,867,000

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間

接交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額

総事業費
9,739,104円

1
地域活性
化措置

報徳診療所運営事業



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 報徳診療所運営事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大台町
交付金事業実施場所 大台町江馬地内、大台町久豆地内

交付金事業の概要
大台町では、充実した医療サービスの継続的な提供及び住民が安心して生活できる環境を整
備するため、電源立地地域対策交付金（水力枠）を診療所の医師１名（令和２年６月１日～
令和３年１月３１日）の人件費として活用する。

交付金事業に関係す
る都道府県又は市町
村の主要政策・施策
とその目標

第２次大台町総合計画－「基本目標３　いきいき健康・福祉のまちづくり」－「医療」
　主な取り組み３－地域医療の維持
　地域住民のニーズに応えるため、大台厚生病院と報徳診療所による内科系の時間外診療を
実施します。また、地域住民の健康維持や増進について、関係機関などと連携し、疾病の治
療や予防など幅広い分野への取り組みを検討します。
　
　成果指標：診療体制維持のために確保する診療科数
　目標：３科（内科・眼科・整形外科）

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２次大台町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

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

診療体制維持
のために確保
する診療科数

診療体制維持
のために確保
する診療科数

成果実績 科 3

目標値 科 3

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由
事業実施年度に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

充実した医療サービスの継続的な提供が課題であったが、本交付金を活用した報徳診療所運
営事業により、内科・眼科・整形外科の３科を維持することができ、住民に対して安心して
生活できる環境を整備することができた。次年度以降についても本交付金を活用して、医療
サービスの継続的な提供に努めたい。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の活動指
標及び活動実績

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度

1

令和２年度

医師の雇用人数
活動実績 人 1 1 1
活動見込 人 1 1
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業
費等

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 9,739,104 9,739,104 9,739,104
交付金充当額 8,867,000 8,867,000 8,867,000
うち文部科学省分

医師１名 9,739,104

うち経済産業省分 8,867,000 8,867,000 8,867,000
交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 雇用経済部ものづくり産業振興課
交付金事業の評価課室 雇用経済部ものづくり産業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

医師人件費 雇用



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

総事業費：
9,428,100

1
福祉対策

措置
老人ホーム赤羽寮渡り廊下等

改修事業
紀北町 4,000,000 4,000,000

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間

接交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備　考



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

評価年度の設定理由
台風襲来時期を待って効果を確認するため。また転倒事故は1カ年の確認期間を確保したいため。

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
無

　雨漏り及び雨風の吹込
み回数1未満、転倒事故の
回数1未満

成果実績 回

目標値 回 1回未満
達成度 ％

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３年度

　廊下の屋根・壁からの
雨漏り吹込みの解消、利
用者及び職員の安全な廊
下の通行の確保

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

　紀北町第2次総合計画（平成29年度～令和8年度）
　第3部前期基本計画　第2節　2．高齢者福祉
　1）保健・福祉サービスの充実
　④町営老人ホーム（養護・特別養護）における入居者が、安全で安心できる住環境の整備
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 紀北町
交付金事業実施場所 　三重県北牟婁郡紀北町島原

交付金事業の概要

　紀北町立養護老人ホーム赤羽寮は、昭和46年10月に開設された老人福祉施設だが、玄関・
医務室棟と居室棟の渡り廊下が老朽化し、鋼製の天井及び壁部分が腐食した結果、雨漏りや
外気の吹込みが常にある状態となっている。そこで、屋根及び外壁を既設渡り廊下を覆うよ
うに設置する工事を実施して、生活環境の改善を図りたい。
　又、調理室出口及び娯楽室前通路の床が腐食して弛み、利用者と職員に転倒の危険性があ
ることから、床の張り替え工事を実施し、安全な通行を確保したい。

番号 措置名 交付金事業の名称

1 福祉対策措置 老人ホーム赤羽寮渡り廊下等改修事業



渡り廊下改修工事 一般競争入札 有限会社　大末建設 6,933,300
渡り廊下改修工事設計業務 一般競争入札 アーキプランワキ建築事務所 715,000

交付金事業の担当課室 雇用経済部ものづくり産業振興課
交付金事業の評価課室 雇用経済部ものづくり産業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
廊下改修工事 一般競争入札 有限会社　太田工務店 1,779,800

うち経済産業省分 4,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,000,000
うち文部科学省分

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 9,428,100

達成度 ％

年度
老人ホームの環境整備
　　雨漏り　　　　１回未満、
　　転倒事故防止　１回未満

活動実績 回
活動見込 回 1未満

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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

備　考

名張市 4,400,000 4,400,000

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間

接交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額

総事業費：
10,979,100

1

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

市道梅が丘北中央線道路整備事業



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

市道梅が丘北中央線道路整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 名張市
交付金事業実施場所 名張市　梅が丘北１番町外　地内

交付金事業の概要
名張市大屋戸・梅が丘地内における道路舗装の路面摩耗が著しいため舗装補修する。
施工延長Ｌ＝150.3ｍ　Ｗ＝5.05ｍ(平均）　表層工 A=904㎡　　不陸整正工 A=904㎡
樹脂系すべり止め舗装工　A=24㎡　撤去工　V=98m³　区画線工　L=174m

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

新・理想郷プラン(令和２年度～令和７年度）
市内道路網の整備　交通利便性の向上と、円滑で安全な通行を確保するために重要な役割を
担う道路について優先的に進めます。
【目標】総舗装補修予定延長に占める舗装完了延長の割合 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７年度
事業期間の設定理由 ６カ年計画で実施しているため

交付金事業の成果目
標及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度
総舗装補修予定
延長に占める舗
装完了延長の割

合　100％

舗装完了延長　/
総舗装補修予定
延長 150.3ｍ

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100
評価年度の設定理由

事業完了後に効果を把握するため事業実施年度で評価する。
交付金事業の定性的な成果及び評価等

無

名張市梅が丘住宅地内の幹線道路であり、市道整備により、住民生活の利便性の向上を図り発電用
施設の運転の円滑化に資する。本路線は6カ年計画で実施しており本年度整備したことにより進捗率
は16％になり、通行時の危険性や騒音振動等の改善がされた。今後も継続して地域住民に対する車
両の安全性・走行性の向上を目指し市道整備を行っていきたい。



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

84

令和２年度

各年度の舗装補修工事延長
活動実績 ｍ 93.3 84 150.3
活動見込 ｍ 93.3 150.3
達成度 ％ 100 100 100

交付金事業の総事業
費等

平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 9,238,320 11,968,000 10,979,100
交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000
うち文部科学省分

株式会社富士グリーンテック三重営業所 10,979,100

うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000
交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 雇用経済部ものづくり産業振興課
交付金事業の評価課室 雇用経済部ものづくり産業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
道路整備 条件付き一般競争入札



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

備　考

熊野市 10,403,000 10,403,000

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間
接交付金事業者名

交付金事業に要
した経費

交付金充当額

総事業費：
12,315,000

1
福祉対策措

置
熊野市金山保育所運営事業



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

1 福祉対策措置 熊野市金山保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 熊野市
交付金事業実施場所 熊野市金山町

交付金事業の概要

金山保育所の保育士人件費7名（令和2年7月から令和2年12月分の本棒分）
金山保育所は、入所定員180名と大規模保育所であることから、保育士確保に苦慮している
のが現状である。本交付金事業で、入所希望児童数に応じた保育士の配置と待機児童を最小
限とするため、正規職員７名を配置する必要がある。

交付金事業に関係す
る都道府県又は市町
村の主要政策・施策
とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
第2次熊野市総合計画―前期基本計画―
　第2章　保健・医療・福祉の充実
　　第2節　支え合い助け合う福祉の充実
　　　施策4　子育て支援
　　　・子育て支援の充実

目標：金山保育所の事故件数および食中毒件数　0件

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

交付金事業の成果目
標及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

金山保育所の
食中毒件数0件

金山保育所の
食中毒件数

成果実績 件 0

目標値 件 0

達成度 ％ 100
評価年度の設定理由

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 令和元年度 令和2年度

7

年度

保育士の雇用人数
活動実績 名 7 7
活動見込 名 7
達成度 ％ 100 100

交付金事業の総事業
費等

令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 13,222,200 12,315,000
交付金充当額 10,263,000 10,403,000
うち文部科学省分

保育士７人 12,315,000

うち経済産業省分 10,263,000 10,403,000
交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 雇用経済部ものづくり産業振興課
交付金事業の評価課室 雇用経済部ものづくり産業振興課

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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

備　考

多気町 4,400,000 4,400,000

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間

接交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額

総事業費：
4,865,700

1
地域活性化

措置
勢和保育園運営事業



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 勢和保育園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 多気町
交付金事業実施場所 多気町下出江

交付金事業の概要
多気町内勢和保育園の保育士人件費（会計年度任用職員３名）7ヶ月分。
多気町は、第２期多気町子ども・子育て支援計画に基づき、電源立地地域対策交付金を活用
し、保育サービスの充実に努めています。

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

第２期多気町子ども・子育て支援計画
基本目標１　子育てと仕事の両立を支援する環境づくり
　（１）保育サービスの充実
　　主な取り組み
　　①保育サービスの充実
　　　働く親の多様化する職場環境やライフスタイルに対応するため、ニーズの把握に
　　努め、必要に応じた保育サービスの充実に努めます。また、保育サービスの量と質
　　を確保するため、保育士の処遇改善を図るなど、保育士の人材確保に努めます。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和６年度
事業期間の設定理由 第２期多気町子ども・子育て支援計画の終期まで

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３年度

要保育児の
入所率 100％

要保育児の入所率：
入所者数÷要保育児
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

効果を早期に把握するため、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 令和２年度 年度 年度
保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 月 21
活動見込 月 21
達成度 ％ 100

交付金事業の総事業費
等

令和２年度 年度 備　考

総事業費 4,865,700
交付金充当額 4,400,000
うち文部科学省分

会計年度任用職員３名 4,865,700

うち経済産業省分 4,400,000
交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 雇用経済部ものづくり産業振興課
交付金事業の評価課室 雇用経済部ものづくり産業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

会計年度任用職員人件費 雇用




