
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）
（単位：円）

総事業費
124,580,597

交付金事業に要
した経費

111,857,040 111,857,0402

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営等措置

番号 備　考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名

1

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営等措置

主要地方道舞鶴野原港高浜
線ほか道路整備事業

京都府 116,431,020 116,431,020
総事業費

120,509,636

一般府道上杉和知線ほか道
路整備事業

京都府



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 京都府

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

主要地方道舞鶴野原港高浜線ほか道路整備事業

令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度事業開始年度

事業期間の設定理由

番号

交付金事業実施場所 京都府舞鶴市字田井ほか

交付金事業の概要

災害発生時など緊急時において、緊急輸送道路へアクセスする路線にも関わらず、幅員狭
小・線形不良箇所が連続する区間等を有する府道に対して、待避所設置、道路拡幅等を施工
することにより安心・安全を確保しました。

側溝128m、重力式擁壁285m3、車道舗装1835m2

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

京都のみち　2040
第３章　将来構想を実現するための道路施策
　１　日常生活を支え、すべての人にやさしい道
　　⑤中山間地域における持続可能な交通の確保
　　　離合が困難な隘路部が存在する地域道路で1.5車線的道路整備を推進
　　　地域状況に応じた道路ネットワークの充実を図る。



118,708,825 120,509,636

うち経済産業省分

うち文部科学省分

117,296,640

117,296,640

118,701,180

平成30年度
交付金事業の総事業費
等

成果目標 成果指標

令和２年度令和元年度

達成度

%

%

%

令和元年度 令和２年度 備　考

成果実績

交付金事業の活動指標
及び活動実績 工事実施件数

33.3% 100.0% 100.0%

道路改良率

58.5%

63.6%

92.0%

評価年度 令和２年度

2 3
3 2 3

目標値

総事業費

交付金充当額 116,431,020

116,431,020

無

達成度

活動指標
件
件

1

交付金事業の成果目標
及び成果実績

118,701,180

119,448,975

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
事業終了後に速やかに評価するため。

評価年度の設定理由

対象路線に
おける道路
構造令の規
定に適合す
るように改
築された道
路の割合

単位

%
活動見込
活動実績

平成30年度単位



用地補償（赤野工区） 随意契約（特命） 地権者 740,872

道路築造工（大山工区） 一般競争入札
（株）東舞重機工業

（舞鶴市）
60,272,300

道路築造工（赤野工区） 一般競争入札
（株）奥田重機

（綾部市）
34,828,200

159,500

測量・詳細設計（赤野工
区）

指名競争入札
北陽測地（株）

（京都市）
491,700

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

道路築造工（水ヶ浦工区） 一般競争入札
金下建設（株)
（宮津市）

12,256,200

測量・詳細設計（水ケ浦工
区）

指名競争入札

交付金事業の担当課室 道路建設課

交付金事業の評価課室 道路建設課

6,500,000
（株）京都イングス

（京都市）
指名競争入札

測量・詳細設計（水ケ浦工
区、大山工区、赤野工区）

89,000地権者随意契約（特命）用地補償（赤野工区）
1,871,864地権者随意契約（特命）用地補償（赤野工区）

エース（株）
（京都市）

3,300,000

測量・詳細設計（松尾工
区）

随意契約（特命）
（公社）京都公共嘱託登記

土地家屋調査士協会
（京都市）



事業開始年度

事業期間の設定理由

交付金事業の概要

災害発生時など緊急時において、緊急輸送道路へアクセスする路線にも関わらず、幅員狭
小・線形不良箇所が連続する区間等を有する府道に対して、待避所設置、道路拡幅等を施工
することにより安心・安全を確保しました。

側溝399m、ブロック積226m2、落石防止網2460m2

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

京都のみち　2040
第３章　将来構想を実現するための道路施策
　１　日常生活を支え、すべての人にやさしい道
　　⑤中山間地域における持続可能な交通の確保
　　　離合が困難な隘路部が存在する地域道路で1.5車線的道路整備を推進
　　　地域状況に応じた道路ネットワークの充実を図る。

令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

番号 措置名 交付金事業の名称

2
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

一般府道上杉和知線ほか道路整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 京都府
交付金事業実施場所 京都府綾部市井根町ほか



交付金事業の活動指標
及び活動実績

達成度 %交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

対象路線に
おける道路
構造令の規
定に適合す
るように改
築された道
路の割合

道路改良率

成果実績 % 49.7%

目標値 % 52.8%

94.1%

評価年度の設定理由
事業終了後に速やかに評価するため。

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
無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和２年度

工事実施件数
活動実績 件 3 2 2
活動見込 件 6 2 2
達成度 % 50.0% 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 111,530,520 130,910,365 124,580,597

交付金充当額 110,861,292 113,859,492 111,857,040

うち文部科学省分

うち経済産業省分 110,861,292 113,859,492 111,857,040



用地補償（施福寺工区） 随意契約（特命） 地権者 2,325,719
用地補償（故屋岡町工区） 随意契約（特命） 地権者 98,364
用地補償（故屋岡町工区） 随意契約（特命） 地権者 276,121

測量・詳細設計（施福寺工
区）

随意契約（特命）
（公社）京都公共嘱託登記

土地家屋調査士協会
（京都市）

72,600

測量・詳細設計（草壁工
区）

指名競争入札
株式会社吹上技研コンサル

タント（京都市）
2,501,400

測量・詳細設計（草壁工
区）

随意契約（特命）
（公社）京都公共嘱託登記

土地家屋調査士協会
（京都市）

用地補償（施福寺工区） 随意契約（特命） 地権者 1,775,558

用地補償（施福寺工区） 随意契約（特命） 地権者 134,150
用地補償（施福寺工区） 随意契約（特命） 地権者 288,480

597,300

354,057地権者随意契約（特命）用地補償（施福寺工区）

用地補償（施福寺工区） 随意契約（特命） 地権者 715,038
用地補償（施福寺工区） 随意契約（特命） 地権者 576,605

地権者 1,012,623

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

道路築造工（施福寺工区） 一般競争入札
浅巻建設（株）

（綾部市）
56,245,200

道路築造工（故屋岡町工
区）

一般競争入札
浅巻建設（株）

（綾部市）
50,560,400

用地補償（施福寺工区） 随意契約（特命） 地権者 226,982

用地補償（施福寺工区） 随意契約（特命）



4,095,300

2,537,700

（一社）京都公共嘱託登記
司法書士協会
（京都市）

（公社）京都公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

（京都市）

随意契約（特命）
測量・詳細設計（老富町工
区）

株式会社吹上技研コンサル
タント（京都市）

指名競争入札
測量・詳細設計（老富町工
区）

交付金事業の評価課室 道路建設課

交付金事業の担当課室 道路建設課

測量・詳細設計（故屋岡町
工区）

随意契約（特命）
（公社）京都公共嘱託登記

土地家屋調査士協会
（京都市）

187,000



別　紙

Ⅰ．事業評価総括表 （単位：円）

（備　考） 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

4,400,000
市町村総事業費

5,899,150

交付金充当額 備　考番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名
又は間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

4,400,000
市町村総事業費

5,046,600

2 地域活性化措置

市町村総事業費
5,827,800

3

公共用施設に係
る整備、維持補修
又は維持運営等
措置

町道安栖里堂ノ成線
舗装工事

京丹波町 4,400,000 4,400,000

南山城保育園維持運営事業 南山城村 4,400,000

1 地域活性化措置 笠置保育所維持運営事業 笠置町 4,400,000



回 2

回

交付金事業の成果目標及び
成果実績

達成度 ％ 0

成果実績 回 0

目標値
笠置保育所の他世
代間交流事業実績

成果実績 回 0

目標値

笠置保育所の他世
代間交流事業実績

小学校との連携事業

成果実績 回 5

目標値

達成度 ％ 0

10

達成度 ％ 50

笠置保育所の他世
代間交流事業実績

相楽東部3町村年長
児交流

デイサービスとの交
流事業

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和2年度

事業期間の設定理由

定量的な成果目標 成果指標 単位 評価年度　　　令和２年度

回 5

交付金事業に関係する主要政
策・
施策と目標

補助金事業に関係する主要政策・施策：
　笠置町子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和６年度）
　　第４章　子ども・子育て支援事業計画
　　　（4）幼児期の学校教育・保育の一体的提供および推進体制の確保
目標：笠置保育所の他世代間交流事業実績（令和２年度）
　デイサービスとの交流事業　　５件
　小学校との連携事業　　　　１０件
　相楽東部３町村年長児交流　　２件

２　事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 笠置保育所維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 笠置町

交付金事業実施場所 笠置町大字有市

交付金事業の概要

　笠置保育所の保育士人件費（保育士3名）６か月分。
　笠置町子ども・子育て支援事業計画に基づき、「子供は宝、地域全体で応援していくために　子どもが豊かな心
でのびのびと育つまち　見守りあふれる　笠置町」の実現に向けて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。



総事業費 4,637,400 4,934,400 5,046,600

交付金金充当額

交付金事業の総事業費等     30年度

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

達成度 ％ 100 100
    元年度     ２年度 備考

元年度 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 18 18 18
活動見込 人月 18 18

100

交付金事業の成果目標及び
成果実績

毎年度評価が必要であるため

交付金事業の定性的な成果及び評価
－

成果及び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

評価年度の設定理由

18

交付金事業の評価課室 笠置町総務財政課

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等

計 5,046,600
交付金事業の担当課室 笠置町総務財政課

契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 保育士3名 5,046,600



事業期間の設定理由

無

単位 評価年度　　　令和２年度

要保育児の待機人
数０人

要保育園児の待機
人数達成度（入所数
÷要保育児数×１０
０） 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

成果実績 人 29

目標値 人 29

交付金事業の成果目標及び
成果実績

定量的な成果目標 成果指標

交付金事業に関係する主要政
策・
施策と目標

〈交付金事業に関係する主要政策・施策と目標〉
第2期　南山城村子ども・子育て・支援事業計画（令和２年度～令和６年度）
第5章　教育・保育　量の見込みと提供体制
４　教育・保育の量の見込み及び確保の方策
⑥幼児期の学校教育・保育の質の確保（南山城保育園の質の確保）
○３歳からほぼ全員が南山城保育園に入園する本村では、保育園が子どもたちの成長・発達において重要な役
割を担っており、保護者ニーズに応えるサービスや運営の改善、保育施設・設備の整備、適正な保育士の配置と
研修の充実に取り組みます。
　＜目標＞　保育士の人数・配置の充実（保育士数の維持・確保）

２　事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

2 地域活性化措置 南山城保育園維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南山城村

交付金事業実施場所 京都府相楽郡南山城村北大河原地内

交付金事業の概要
南山城村保育所の保育士人権費（保育士8名分）4ヶ月分
少子化により保育園児数は減少していますが、保育士数を減らすことなくよりきめ細かな保育をおこない、子育て
支援を充実させるため電源立地地域対策交付金を活用します。

－

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

事業開始年度 令和2年度 事業終了年度 令和２年度



交付金事業の担当課室 南山城村役場総務課

交付金事業の評価課室 南山城村役場総務課

雇用 保育士8名

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

人件費 5,899,150

計 5,899,150

28

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 5,001,900 5,927,400 5,899,150

交付金金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

29

達成度 100.00% 100.00% 100.00%

保育士の人数（人数（人）×期間（月））

活動実績 人月 21 28 29

活動見込 人月 21



成果指標

無

－

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

評価年度の設定理由

事業実施翌年度に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 ｋｍ 4.61

目標値 ｋｍ 8,1

単位 評価年度　　　令和３年度

町道補修完了数
8.10ｋｍ

町道補修完了割合
補修完了数÷8.1（目
標数）×100 達成度 ％ 57

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

定量的な成果目標

交付金事業に関係する主要政
策・
施策と目標

京丹波町総合計画
基本方針：豊かな自然と調和する便利で快適なまちづくり
（施策分野：道路・交通　　　施策方向：道路の整備）
・目標：町道補修完了数（H27年度～R4年度）
　　　　　現状　　　  　 4.02ｋｍ（R1年度）
　　　　　最終目標　　8.10ｋｍ（R4年度）

２　事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

3
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

町道安栖里堂ノ成線舗装工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 京丹波町

交付金事業実施場所 京丹波町　安栖里　地内

交付金事業の概要
舗装及び排水路の劣化損傷が著しい路線の修繕工事を実施し、地元住民及び通行者の安全確保を図る。
・工事延長　L=84m
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=326ｍ2、排水構造物工　1式、構造物撤去工　1式



交付金事業の担当課室 京丹波町土木建築課

交付金事業の評価課室 京丹波町土木建築課

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

道路工事 一般競争入札 株式会社　細井建設 5,827,800

計 5,827,800

総事業費 5,827,800

交付金金充当額 4,400,000

活動見込 ｍ 84

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 単位 ２年度 年度 年度

％ 100

町道安栖里堂ノ成線の修繕
L=84ｍ

活動実績 ｍ 84

達成度



別　紙

Ⅰ．事業評価総括表 （単位：円）

（備　考） 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

交付金充当額 備　考番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名
又は間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

総事業費
2,623,500

2,319,0004

公共用施設に係
る整備、維持補修
又は維持運営等
措置

お茶の京都交流拠点運営支
援事業

宇治田原町 2,319,000

1
公共施設に係る
整備、維持補修
又は維持運営等

地域福祉センター再整備事業 宇治市 19,133,000 19,133,000
総事業費
27,695,646

2

公共用施設に係
る整備、維持補修
又は維持運営等
措置

市道天若線
自然災害防止工事

南丹市 9,000,000 9,000,000
総事業費
25,004,100

3

公共用施設に係
る整備、維持補修
又は維持運営等
措置

総合文化センター改修事業 宇治田原町 2,300,000 2,300,000
総事業費
36,943,500



無

評価年度の設定理由

当該施設における令和2年度の改修工事完了後、早期に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価

事業期間の設定理由 第7期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の終期まで

交付金事業の成果目標及び
成果実績

定量的な成果目標 成果指標 単位 評価年度　　令和３年度

施設利用者数（年
間）

評価年度における施
設利用者数（年間）

成果実績 人 807

目標値 人 5,000

達成度 ％ 16

広野地域福祉センターの空調設備改修を実施。
施設利便性の向上により、高齢者の生きがいづくりや健康づくり、介護予防活動の場として利用促進し、高齢者
の健康増進を推進しました。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金事業実施場所 宇治市広野町

交付金事業の概要

広野地域福祉センターの空調設備改修を実施。
宇治市第7期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画に基づき、高齢者の生きがいづくりや健康づくり、介護予
防に取り組む中核的施設として、利用促進を図るため、電源立地地域対策交付金を活用し、地域福祉センター等
の再整備を推進しています。

交付金事業に関係する主要政
策・
施策と目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
第7期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画（平成30年度～令和２年度）
（基本理念2）自分らしく生涯健康でいきいきと暮らせるまちづくり
（重点施策2）高齢者の生きがいづくりと社会参加の充実
高齢者の憩いの場であり、生きがいづくりの場でもある地域福祉センター等について、健康づくり活動や介護予
防など多くの市民に利用されるよう、取り組んでいきます。

目標：年間施設利用者数　5,000人（令和2年度）

事業開始年度 令和2年度 事業終了年度 令和2年度

２　事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等

地域福祉センター再整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 宇治市



競争入札による 能勢整備工業（株）

交付金事業の評価課室 宇治市政策経営部財務課

計 27,695,646

交付金事業の担当課室 宇治市健康長寿部健康生きがい課

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方

交付金事業の総事業費等 Ｒ2年度 年度 年度 備考

総事業費 27,695,646

交付金金充当額 19,133,000

契約金額

広野地域福祉センターの空調設備改修工事 27,695,646

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 Ｒ2年度

設備改修量

活動実績 個数・年 1

活動見込 個数・年 1

達成度 ％ 100



交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南丹市

交付金事業実施場所 京都府南丹市日吉町天若地内

交付金事業の概要
ﾎﾟｹｯﾄ式落石防護網A=1,930㎡

２　事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

2
公共施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等

市道天若線自然災害防止工事

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

定量的な成果目標 成果指標 単位

交付金事業に関係する主要政
策・
施策と目標

交付金金事業に関する主要政策・施策：
第２次南丹市総合振興計画（平成３０年度から平成３９年度）
６．安全・安心のまちづくり
（３）交通安全対策の強化
当路線については、近年法面の風化による落石が多く見受けられ、大変危険状況にあることから、特に緊急性のある区間を選
定し、早急に安全対策を講じる。

目標：まちづくりを支える基盤としての道路網が整備され、市内外の円滑な交流や経済活動が活発なまちをめざします。

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

評価年度　　　　令和３年度

交通安全対策の強
化

道路防災工事により対策
工が実施された実延長と
全体延長との割合

成果実績 ％ 40.4

目標値 ％ 40.4

達成度

評価年度の設定理由

落石対策を早急に講じる必要のある区間であるため早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価

％ 100

－

成果及び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
度全体延長　Ｌ＝2.3ｋｍ

過年度までの延長　Ｌ＝0.74ｋｍ　　　割合３2.1％
今年度延長　　　　　 Ｌ＝0.19ｋｍ　　割合　8.3％
　　　　計　　　　　　　 Ｌ＝0.93ｋｍ　　割合40.4％

活動実績 ㎞ 0.70 0.74 0.93

㎞ 0.10 0.04 0.19

達成度 ％ 30.30 32.10 40.40

 令和元年
度

 令和２年度

交付金金充当額 9,000,000 9,000,000 9,000,000

交付金事業の総事業費等 平成３０年度     令和元年度     令和２年度 備考

総事業費 19,591,200 17,424,000 25,004,100

活動見込

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

市道天若線自然災害防止工事 一般競争入札 有限会社　丸邦建設　代表取締役　荒川　久美子 25,004,100

計 25,004,100

交付金事業の担当課室 南丹市土木建築部　道路河川課

交付金事業の評価課室 南丹市土木建築部　道路河川課



事業開始年度 令和２年度 事業終了年度

交付金事業に関係する主要政
策・
施策と目標

宇治田原町第５次町づくり総合計画
　まちづくりの目標３　活気にあふれる交流のまち
　　　３－１　交流・定住人口の増加によるまちの活性化
　　　　　主な関連個別計画　観光振興計画

２　事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

3
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

総合文化センター改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 宇治田原町

交付金事業実施場所 京都府綴喜郡宇治田原町岩山

交付金事業の概要 空調工事一式

令和２年度

単位 評価年度　　　令和７年度

観光入込客数 人

達成度 ％ 0,84

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

定量的な成果目標 成果指標

無

評価年度の設定理由

観光振興計画に記載

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 人 169,439人

目標値 人 ２０万人

－

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無



単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

100%

空調工事実施

活動実績 式 0 0 1

1

達成度

活動見込 式 0 0

交付金事業の総事業費等     令和２年度     年度     年度 備考

計 36,943,500

総事業費 36,943,500

交付金金充当額 2,300,000

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標

交付金事業の担当課室 宇治田原町建設事業部産業観光課

交付金事業の評価課室 宇治田原町建設事業部産業観光課

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

空調工事 一般競争入札 株式会社　イーグルテック 36,943,500



２　事業評価個表
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 お茶の京都交流拠点運営支援事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 宇治田原町
交付金事業実施場所 京都府綴喜郡宇治田原町湯屋谷
交付金事業の概要 町の観光拠点施設である「宗円交遊庵やんたん」を指定管理し、施設の維持管理を行う。

交付金事業に関係する主要政
策・
施策と目標

宇治田原町第５次町づくり総合計画
　まちづくりの目標３　活気にあふれる交流のまち
　　　３－１　交流・定住人口の増加によるまちの活性化
　　　　　主な関連個別計画　観光振興計画

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

評価年度の設定理由

観光振興計画に記載

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 人 169,439人

目標値 人 20万人

単位 評価年度　　　令和７年度

観光入込客数 人

達成度 人 0.84

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

定量的な成果目標 成果指標

無

－

成果及び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 平成30年度 令和元年度 令和2年度

100% 100% 100%

観光施設の指定管理料

活動実績 式 1 1 1

1

達成度

活動見込 式 1 1

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 2,623,500

1738やんたん里づくり会 2,623,500

計 2,623,500

交付金金充当額 2,319,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

指定管理料 随意契約（特命）

交付金事業の担当課室 宇治田原町建設事業部産業観光課

交付金事業の評価課室 宇治田原町建設事業部産業観光課



別　紙

Ⅰ．事業評価総括表 （単位：円）

（備　考） 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

2

公共用施設に係
る整備、維持補修
又は維持運営等
措置

京都市農業基盤整備事業
（農業用里道・水路等管理対
策事業）

京都市 1,400,000 1,400,000
総事業費
2,222,000

2,450,000
総事業費
2,556,000

交付金充当額 備　考番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名
又は間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

1

公共用施設に係
る整備、維持補修
又は維持運営等
措置

京都市農業基盤整備事業
（農業振興対策事業）

京都市 2,450,000



評価年度　　　令和２年度

畦畔管理用通路の
L=301.0mのうちの
100%

管理用通路設置率：
設置完了距離(m)÷
301.0×100 達成度 % 100

京都市

交付金事業実施場所

２　事業評価個表
番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要 畦畔管理用通路設置工事　L = ３０１．０m

1
公共用施設に係る整備，維持補
修又は維持運営等措置

京都市農業基盤整備事業
（農業振興対策事業）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

京都市西京区大原野南春日町　地内

事業期間の設定理由 単年度事業のため。

交付金事業の成果目標及び
成果実績

定量的な成果目標 成果指標 単位

交付金事業に関係する主要政
策・
施策と目標

京都市農林行政基本方針
第５ 地域別振興方針
農業
都市的農業地域
西京区大原野地域では，府営及び市営ほ場整備が行われ，水路，道路の整備とともに農地の大区画化により営
農の効率化が図られた。しかし，区画が大きくなったことにより，各農地の高低差が大きくなり，これによって畦畔
は高く，法面は長くなり，日常的な草刈等の維持管理作業に多くの労力を必要とし，また，作業中の転落事故等
も懸念され，十分な維持管理ができなくなった農地が増えている。このため，畦畔法面に管理用通路を設置し，安
全に適正な維持管理作業を行うことができるようにする。

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

評価年度の設定理由

単年度事業のため。

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 m 301.0

目標値 m 301.0

－

成果及び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

管理用通路設置の距離(m)

活動実績 m 301.0

活動見込 m 301.0

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 2,556,000

交付金金充当額 2,450,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

農道路肩改良 補助 大原野土地改良区 2,556,000

計 2,556,000

交付金事業の担当課室 京都市産業観光局農林振興室農林企画課

交付金事業の評価課室 京都市産業観光局農林振興室農林企画課



２　事業評価個表
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 京都市

交付金事業実施場所 京都市右京区北嵯峨六代芝町　地内

交付金事業の概要 農業用水路改修工事　L = 15.0m

交付金事業に関係する主要政
策・
施策と目標

京都市農林行政基本方針
第５ 地域別振興方針
農業
都市的農業地域
本事業は，土羽構造の農業用水路が傷んでいるため，コンクリート水路に改修しようとするものである。
当該水路は，京都市が指定した「歴史的風土特別保存地区」内にあり，地域全体が歴史ある「稲穂たなびく田園
風景」を保全するために多くの制約を受けて営農している。当地域で水路等を改修しようとする場合，原則として
地域の風景に配慮した構造とする必要があり，今回改修する水路も，コンクリートで改修するにあたり壁面を化粧
型枠で石積風に仕上げる計画である。水路の改修により，農家の日常的維持管理の軽減を図り，営農環境の改
善を図る。

2
公共用施設に係る整備，維持補
修又は維持運営等措置

京都市農業基盤整備事業
（農業用里道・水路等管理対策事業）

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

評価年度の設定理由

単年度事業のため。

交付金事業の定性的な成果及び評価

事業期間の設定理由 単年度事業のため。

交付金事業の成果目標及び
成果実績

定量的な成果目標 成果指標 単位 評価年度　　　令和２年度

水路改修のL=15.0m
のうちの100%

水路改修率：
工事完了距離(m)÷
15.0×100

成果実績 m 15.0

目標値 m 15.0

達成度 % 100

－

成果及び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

水路改修の距離(m)

活動実績 m 15.0

活動見込 m 15.0

達成度 % 100

交付金事業の総事業費等     令和元年度     年度     年度 備考

総事業費 2,222,000

交付金金充当額 1,400,000

交付金事業の担当課室 京都市産業観光局農林振興室農林企画課

交付金事業の評価課室 京都市産業観光局農林振興室農林企画課

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

農業用水路の改修 補助 洛西土地改良区 2,222,000

計 2,222,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

総事業費
849,000

1
公共用施設に係る

整備，維持補修又は
維持運営等措置

京都市農業基盤整備事業
（都市化関連事業）

京都市 550,000 550,000

（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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

無

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及び
成果実績

定量的な成果目標 成果指標 単位 評価年度　　　令和２年度

管理用通路舗装完
了　L=46.3mのうち
100%を施工する

土間コンクリート舗
装の達成率：工事完
了距離（ｍ）÷46,3×
100 達成度 % 100

評価年度の設定理由

単年度事業のため。

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 m 46,3

目標値 m 46,3

－

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金事業に関係する都道府県
又は市町村の主要政策・施策とそ
の目標

京都市農林行政基本方針
第５　地域別振興方針
農業
都市的農業地域
当該用水路は農地を灌漑する水路であり、敷地内の雑草繁茂に関して近隣住民から要望を受け、その都度適切
に対応してきましたが、近年除草に関して過度に要望を受ける状況にあることから、管理用通路部にコンクリート
舗装を施工することで維持管理を軽減し、営農の安定化を図ります。

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 京都市

交付金事業実施場所 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町　地内

交付金事業の概要 管理用通路舗装工事　L=46.3m

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

京都市農業基盤整備事業（都市化関連事業）



交付金事業の担当課室 京都市産業観光局農林振興室農林企画課

交付金事業の評価課室 京都市産業観光局農林振興室農林企画課

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

849,000

計 849,000

水路管理用通路の
土間コンクリートの舗装工事

補助 東山土地改良区

交付金充当額 550,000

交付金事業の総事業費等     2年度     年度     年度 備考

総事業費 849,000

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

達成度 % 100

土間コンクリート舗装の距離(m)

活動実績 m 46,3

活動見込 m 46,3



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

備 考

1 地域活性化措置 事業運営基金造成事業 綾部市 151,715,160 151,715,160
総事業費

151,715,160

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
41,300,000

2
公共用施設に係る

整備、維持補修又は
維持運営措置

施設維持補修基金造成事業 綾部市 41,300,000 41,300,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 事業運営基金造成事業

交付金事業に関係する都道府県
又は市町村の主要政策・施策とそ
の目標

補助事業に関係する主要政策・施策
第５次綾部市総合計画　後期基本計画（平成２８年度～令和２年度）
　第５章　自然豊かで安全なまちづくり
　　第２節　廃棄物対策の推進
　　目標：市民・事業者・行政が連携し、ごみの減量を推進するため、分別収集・３Ｒなどの取組を推進し、快適に暮
らせるまちづくりを目指します。
　　計画：３Ｒの活動を一層推進するとともに、分別収集の円滑な実施と適切な処理に努め、ごみ減量・資源化を促
進します。

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 綾部市

交付金事業実施場所 京都府綾部市若竹町

交付金事業の概要
ごみ収集業務委託事業に充当するための基金造成事業
充当予定期間（令和３年度～令和６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

定量的な成果目標 成果指標 単位 評価年度　　　令和７年度

１人当たりのごみ排
出量（家庭ごみ）
（年間）２００ｋｇ

１人当たりのごみ排
出量

達成度

評価年度の設定理由

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

成果実績 ―

目標値 ｋｇ ２００ｋｇ

当該基金の造成により、今後４年間ごみ収集業務委託を安定的に実施する財政基盤が整いました。

成果及び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 令和２年度

1

達成度 100% 100% 100%

事業運営基金造成件数

活動実績 件 1 1 1

活動見込 件 1 1

交付金充当額 113,164,028 160,710,548 151,715,160

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 113,164,028 160,710,548 151,715,160

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

基金造成 積立 151,715,160

計 151,715,160

交付金事業の担当課室 京都府　綾部市　企画総務部　財政課

交付金事業の評価課室 京都府　綾部市　企画総務部　財政課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

2
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営措置

施設維持補修基金造成事業

交付金事業に関係する主要政
策・
施策と目標

第５次綾部市総合計画　後期基本計画（平成２８年度～令和２年度）
第５章　自然豊かで安全なまちづくり
　第２節　廃棄物対策の推進
　目標：市民・事業者・行政が連携し、ごみの減量を推進するため、分別収集・３Ｒなどの取組を推進し、快適に暮ら
せるまちづくりを目指します。
　計画：3Rの活動を一層推進するとともに分別収集の円滑な実施と適切な処理に努め、ごみ減量・資源化を促進し
ます。
第６章　快適で誰もが住みよいまちづくり
　第６節　斎場・墓地の適正管理
　目標：厳粛な儀式の場にふさわしい施設として、斎場・共葬墓地の適正な管理運営に努めます。
　計画：長期的な使用に耐えられるよう斎場の適切な維持管理と安全な稼働を行うとともに、利便性の向上に努め
ます。

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 綾部市

交付金事業実施場所 京都府綾部市若竹町

交付金事業の概要
クリーンセンターの施設維持補修に充当するための基金造成事業
充当予定期間（令和４年度～令和６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

定量的な成果目標 成果指標 単位 評価年度　　　令和７年度

１人当たりのごみ排
出量（家庭ごみ）
（年間）２００ｋｇ

１人当たりのごみ排
出量

達成度

評価年度の設定理由

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

成果実績 ―

目標値 ｋｇ ２００ｋｇ

当該基金の造成により、今後クリーンセンター及び斎場の施設維持補修を安定的に実施する財政基盤が整いまし
た。

成果及び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

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1年度 令和2年度

1

達成度 100% 100% 100%

施設維持補修基金造成事業

活動実績 件 1 1 1

活動見込 件 1 1

交付金充当額 30,000,000 27,000,000 41,300,000

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

総事業費 30,000,000 27,000,000 41,300,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

基金造成 積立 41,300,000

計 41,300,000

交付金事業の担当課室 京都府　綾部市　企画総務部　財政課

交付金事業の評価課室 京都府　綾部市　企画総務部　財政課



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

総事業費
100,000,000

2
企業導入・産業活性
化措置

舞鶴市企業誘致対策基金造
成事業

舞鶴市 100,000,000 100,000,000

備 考

1
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営措置

舞鶴市公共施設維持補修対
策基金造成事業

舞鶴市 94,051,700 94,051,700
総事業費
94,051,700

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

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

無

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及び
成果実績

定量的な成果目標 成果指標 単位 評価年度　　　令和６年度
計画的な学校施設
の改修により、安心・
安全な教育環境の
維持を図る。

改修した学校施設に
おける事故発生件数

達成度 %

評価年度の設定理由

基金の活用期間に合わせて設定

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 件 ―

目標値 件 0

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金事業に関係する都道府県
又は市町村の主要政策・施策とそ
の目標

第７次舞鶴市総合計画前期実行計画（2019年度～2022年度）
　第１章　心豊かに暮らせるまちづくり
　　第３節　子育て環境日本一を目指すまち
　　　第３項　夢に向かって将来を切り拓く子どもを育成するための環境づくり
　　　　２．豊かな学びを支える教育基盤整備の推進
　　　　②質の高い教育環境づくりの推進
　　　　　　老朽化した学校施設を計画的に改修し、安心・安全な教育環境の維持を図ります。
　　　　　　また、情報活用能力を育成するためのICT教育環境の充実を図るとともに、質の高い学びを実現するため
の学校図書館の充実を図ります。
　　　　　　少子化の進行状況を踏まえ、学校の適正規模・適正配置について検討を進めます。

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 舞鶴市

交付金事業実施場所 京都府舞鶴市字北吸

交付金事業の概要
公共施設の維持補修事業に充当するための基金造成事業
充当予定期間（令和5年度～令和6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
修又は維持運営措置

舞鶴市公共施設維持補修対策基金造成事業（維持補修基金）



計 94,051,700

交付金事業の担当課室 舞鶴市　教育委員会 教育振興部 教育総務課

交付金事業の評価課室 舞鶴市　教育委員会 教育振興部 教育総務課

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

基金造成 積立 94,051,700

交付金充当額 94,051,701

交付金事業の総事業費等 令和２年度 備考

総事業費 94,051,700

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

達成度 100%

舞鶴市公共施設維持補修対策基金造成
事業造成件数

活動実績 件 1

活動見込 件 1



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

無

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及び
成果実績

定量的な成果目標 成果指標 単位 評価年度　　　令和6年度
企業誘致に係る支
援制度の活用によ
り、企業誘致を実現
する。

企業誘致件数

達成度 %

評価年度の設定理由

基金の活用期間に合わせて設定

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 件 ―

目標値 件 1

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金事業に関係する主要政
策・
施策と目標

第７次舞鶴市総合計画前期実行計画（2019年度～2022年度）
　第３章　活力あるまちづくり
　　第２節　地域産業が元気で、いきいきと働けるまち
　　　第２項　元気な事業者の育成による商工業の振興
　　　　５．企業誘致の推進
　　　　①新たな産業用地の創出
　　　　　　市内中小企業の事業拡大の支援や新たな立地を促進するため、民間所有の未利用地の有効活用や質
的転換を図るとともに、市街化調整区域において土地利用を調査するなど、新たな産業用地創出に向けた
　　　　　　検討を行います。
　　　　②企業誘致インセンティブの充実
　　　　　　企業誘致の最大の目的である働く場の創出につながるよう、企業のニーズ把握に努めつつ、市外企業
　　　　　　による新規立地また市内既存企業による増設時に弾みとなるようインセンティブの充実を図ります。

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 舞鶴市

交付金事業実施場所 京都府舞鶴市字北吸

交付金事業の概要
企業誘致対策事業に充当するための基金造成事業
充当予定期間（令和3年度～令和６年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

2 企業導入・産業活性化措置 舞鶴市企業誘致対策基金造成事業（事業運営基金）



交付金事業の担当課室 舞鶴市　産業振興部 産業創造室 産業創造・雇用促進課

交付金事業の評価課室 舞鶴市　産業振興部 産業創造室 産業創造・雇用促進課

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

基金造成 積立 100,000,000

計 100,000,000

交付金充当額 100,000,001

交付金事業の総事業費等 ２年度 備考

総事業費 100,000,000

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

達成度 100% #DIV/0! #DIV/0!

舞鶴市企業誘致対策基金造成事業

活動実績 件 1

活動見込 件 1




