
別紙

Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

6,000,000 6,000,000 7,568,000

3
公共用施設に係る整

備、維持補修又は維持
運営等措置

小学校エアコン設備整備
事業

新宮市 1,000,000 1,000,000 1,435,500

4
公共用施設に係る整

備、維持補修又は維持
運営等措置

二澤地区防火水槽新設工
事

有田川町 4,000,000 4,000,000 5,838,800

（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

3,000,000 6,530,700

2
公共用施設に係る整

備、維持補修又は維持
運営等措置

中学校エアコン設備整備
事業

新宮市 3,400,000 3,400,000 5,163,180

1
公共用施設に係る整

備、維持補修又は維持
運営等措置

消防用車両救助資機材購
入事業

田辺市 3,000,000

5
公共用施設に係る整

備、維持補修又は維持
運営等措置

小型消防ポンプ積載車購
入事業

有田川町 2,000,000 2,000,000 4,048,000

6
公共用施設に係る整

備、維持補修又は維持
運営等措置

塵芥収集車購入事業 日高川町



Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

消防用車両救助資機材購入事業

田辺市

交付金事業実施場所 田辺市本宮町本宮

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

交付金事業の概要
住民の生命、身体及び財産を災害から守るため、消防用ホース65㎜20本、50㎜10本、空気ジャッ
キ1式、レシプロソー1台、ガス検知器1台、ステップチョーク1個、油圧資機材付属品を購入し、
配備することにより災害時の対応力を強化しました。

事業期間の設定理由

交付金事業に関係する都道府
県又は市町村の主要政策・施
策とその目標

政策：第３章「安全」
施策：2．消防
単位施策：（2）消防力
②　常備消防体制については、広範な地域を１本部１消防署６分署（上富田分署を含む。）で管轄し、
　　住民の安全確保に努めています。大規模化・多様化する災害に、迅速かつ的確に対応することが
　　求められる中、平成28 年４月に、免震構造を備えた消防庁舎に本部機能を移し組織体制を強化して
　　いますが、今後は、南海トラフ地震等の災害時における消防防災拠点としての消防庁舎の機能強化
　　をはじめとした消防力の更なる充実が必要です。

・消防力の充実を図るため、消防車両や消防用資機材の整備を推進するとともに、火災発生時に必要な
　水利を確保するため、消火栓や防火水槽の設置を進めます。

目標：消防設備点検において、正常な動作が確認できること

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

100.0

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

成果実績 回 1

目標値 回 1
消防設備点検におい
て、正常な動作が確認
できること

正常動作確認回数

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



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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 ２年度

消防用ホース30本、空気ジャッキ1式　等

活動実績 式 1

活動見込 式 1

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 6,530,700 0 0

交付金充当額 3,000,000

交付金事業の担当課室 消防本部消防総務課

交付金事業の評価課室 企画部企画広報課

3,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

物品購入 指名競争入札 有限会社ワカボー（田辺市） 5,516,500

物品購入 指名競争入札

計 6,530,700

紀栄防災設備（田辺市） 1,014,200



Ⅱ．事業評価個表

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 % 100

目標値

交付金事業の概要

交付金事業に関係する都道府
県又は市町村の主要政策・施
策とその目標

＜主要政策・施策＞
　第２次新宮市総合計画（平成３０年～３９年度）
　　政策目標２　心豊かな人を育むまち
　　　 政　策　２　教育の充実
　　　　　施　策　1　学校教育の充実
　　　　　　主な取り組み５　学校教育環境の整備を進めます。
　　　　　　　（１）豊かな学校教育環境づくり
【目標】
　生徒が学ぶ教室の空調設備の整備率

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

% 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

生徒が学ぶ教室の空
調設備の整備率
普通教室：100％
特別教室：100％

空調設備の整備率：
整備済教室数÷全教
室数×100

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、事業実施後早期に評価を実施

2
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

中学校エアコン設備整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新宮市

交付金事業実施場所

番号 措置名 交付金事業の名称

新宮市清水元　他３か所

新宮市内中学校うち４校のエアコン２台の入替、４台の新規購入を行いました。
学校の空調設備について、年次計画で普通教室等に整備を進めてきましたが、夏期の気温上昇に
伴い、保健室、パソコン室、図書室などの特別教室等においても熱中症が危惧される状況である
ため、特別教室等への空調設備の整備と電気設備の改修が必要な施設について、併せて電気設備
の改修を行いました。

達成度 %



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の相手方 契約金額

6

交付金充当額 3,400,000

交付金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 備考

エアコン入替2台、新規購入４台

活動実績 基 6

活動見込

達成度 % 100

交付金事業の評価課室 企画調整課

計 5,163,180

3,400,000

総事業費 5,163,180

交付金事業の担当課室 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

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 ２年度

随意契約（公募） 中村冷機株式会社（新宮市） 1,047,200

中学校エアコン設備整備事業 随意契約（公募） 株式会社マエダ設備（新宮市） 3,505,480

随意契約（公募） 水口設備（新宮市） 610,500

基



Ⅱ．事業評価個表

成果目標 成果指標

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

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次新宮市総合計画（平成３０年～３９年度）
　　政策目標２　心豊かな人を育むまち
　　　 政　策　２　教育の充実
　　　　　施　策　1　学校教育の充実
　　　　　　主な取り組み５　学校教育環境の整備を進めます。
　　　　　　　（１）豊かな学校教育環境づくり
【目標】
　児童が学ぶ教室の空調設備の整備率

評価年度の設定理由

成果実績 % 100

目標値 % 100

単位 評価年度　　令和２年度

児童が学ぶ教室の空
調設備の整備率
特別教室：100％

空調設備の整備率：
整備済教室数÷全教
室数×100

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新宮市

交付金事業実施場所 新宮市三輪崎ほか１か所

交付金事業の概要

新宮市内小学校うち２校のエアコン１台の入替、１台の新規購入を行いました。
学校の空調設備について、年次計画で普通教室等に整備を進めてきましたが、夏期の気温上昇に
伴い、保健室、パソコン室、図書室などの特別教室等においても熱中症が危惧される状況である
ため、特別教室等への空調設備の整備と電気設備の改修が必要な施設について、併せて電気設備
の改修を行いました。

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

小学校エアコン設備整備事業



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の担当課室 教育総務課

交付金事業の評価課室 企画調整課

計 1,435,500

交付金充当額 1,000,000

1,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

小学校エアコン設備整備事業 随意契約（公募） 株式会社 マエダ設備（新宮市） 396,000

随意契約（公募） 水口設備（新宮市） 1,039,500

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 1,435,500

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

% 100

エアコン入替　１台
新規購入　１台

活動実績 基 2

活動見込 基 2

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

達成度



Ⅱ．事業評価個表

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

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

番号 措置名 交付金事業の名称

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

火災時に対する地域の
安心・安全な体制を構
築する

常時貯水

交付金事業の概要

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
第二次 有田川町長期総合計画（平成29年度～平成38年度）
基本目標3：自然と共生し、快適に暮らせる生活基盤の整備
政策7：安全・安心な暮らしを保障する体制の整備
施策20：防災体制の整備
・災害時の避難所や災害初動対応拠点施設、災害時活用施設において安全性の確保に努めます。
目標：大規模災害に備え、他の自治体と連携し広域的な防災体制の整備に取り組みます。また防災協定
の締結促進により、脆弱部分の強化を図ります。
災害時の避難体制や災害防止対策が充実していると感じている住民の割合　22%(平成27年)→40％(平
成33年)

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

有田川町大字二澤

二澤地区には、今まで地域の水源がなかったため災害初動対応拠点施設として防火水槽を新設
しました。

4
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

二澤地区防火水槽新設工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 有田川町

交付金事業実施場所

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 % 100

目標値

達成度 % 100

評価年度の設定理由

% 100



うち文部科学省分

うち経済産業省分

05,838,800

交付金事業の担当課室 有田川町企画調整課

交付金事業の評価課室 有田川町企画調整課

計 5,838,800

4,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

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

1基

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

交付金充当額 4,000,000

0

達成度 % 100

活動実績 基 1

活動見込

二澤地区防火水槽新設 指名競争入札 (株)篠原組（有田川町） 5,838,800

防火水槽・１基



Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

5
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

小型消防ポンプ積載車購入事業

交付金事業に関係する都道府
県又は市町村の主要政策・施
策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
第二次 有田川町長期総合計画（平成29年度～平成38年度）
基本目標3：自然と共生し、快適に暮らせる生活基盤の整備
政策7：安全・安心な暮らしを保障する体制の整備
施策19：消防救急体制の整備
・多様化する災害に対応するため、消防職員の一層の技術の向上に努めるとともに、車両、資器材等の
充実強化に努めます。
目標：地域の消防力の強化に向け、消防団の活性化や組織の充実を推進するとともに、住民一人一人の
防火意識の高揚を図ります。
災害時の避難体制や災害防止対策が充実していると感じている住民の割合　22%(平成27年)→40％(平
成33年)

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 有田川町

交付金事業実施場所 有田川町大字清水（清水消防署）

交付金事業の概要
現在使用している小型消防ポンプ付積載車が老朽化しており、引き続いて消防体制強化のた
め、今回小型消防ポンプ積載車を購入しました。

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及び成
果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度　　令和２年度

緊急時等迅速な対応
を可能にし、安心・安
全な体制を構築する

達成度

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

成果実績

目標値

本交付金を活用し、老朽化していた小型消防ポンプを整備することで緊急時等迅速な対応を可能にし、
安心・安全な体制を構築することができた。

成果及び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 ２年度

達成度 % 100

小型消防ポンプ積載車購入

活動実績 台 1

活動見込 台 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 4,048,000 0 0

交付金充当額 2,000,000

小型消防ポンプ積載車購入 指名競争入札 小川ポンプ工業(株)（和歌山市） 4,048,000

2,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

計 4,048,000

交付金事業の担当課室 有田川町企画調整課

交付金事業の評価課室 有田川町企画調整課



Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

日高川町大字高津尾地内

現在運用している塵芥収集車が整備後17年経過により老朽化しており、腐食のため修繕するも度
重なる荷箱部分の破損が生じております。そのため運搬中に破損部分より廃棄物からの液体が漏
れ出す等、生活環境に悪影響を及ぼし、収集業務も遅延することが多々ありましたので、住民の
生活環境保全に資するため、新たに塵芥収集車を1台購入しました。

達成度 %

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、事業実施後早期に評価を実施

6
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

塵芥収集車購入事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 日高川町

交付金事業実施場所

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 件 ―

目標値

交付金事業の概要

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次日高川町長期総合計画（前期基本計画：平成30年度～令和4年度）
　　第５章　自然と共生する快適・安全なまち
　　　３．廃棄物処理等環境衛生の充実
　　　≪主要施策≫
　　（１）ごみ収集・処理体制の充実
　　　②　広域的連携のもと、御坊広域行政事務組合によるごみ処理・リサイクル体制の充実を進めます。
目標：
　老朽化による破損に起因する収集物の液漏れによる環境への悪影響や収集業務遅延の発生を無く
し、安定したごみ収集体制を充実させます。（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

件 ―

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

安全・安定的なごみ処
理・リサイクル体制充実
の推進

―

本交付金の活用により、塵芥収集車を購入することで安全かつ安定的なごみ収集が可能となりました。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

車両本体の購入 随意契約（競争見積方式）
いすゞ自動車近畿（株）和歌山支店（和
歌山市）

7,568,000

台

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 ２年度

交付金事業の評価課室 住民課

計 7,568,000

6,000,000

総事業費 0 07,568,000

交付金事業の担当課室 住民課

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

1

交付金充当額 6,000,000

交付金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 備考

3トン系　プレス式塵芥収集車購入　１台

活動実績 台 1

活動見込

達成度 % 100



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

400,000 462,000

2
公共用施設に係る整

備、維持補修又は維持
運営等措置

日置川斎場火葬炉設備改
修事業

白浜町 4,000,000 4,000,000 7,273,200

1
公共用施設に係る整

備、維持補修又は維持
運営等措置

田野井排水ポンプ改良事
業

白浜町 400,000

（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

3
公共用施設に係る整

備、維持補修又は維持
運営等措置

粗大ごみ等収集運搬車両
購入事業

北山村 6,412,000 6,412,000 6,822,290



Ⅱ．事業評価個表

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

吸水力を向上させ、水
防体制を強化する。

達成度 %

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

成果実績 件

目標値 件

保護カバーの設置により、氾濫時等におけるスムーズな吸水が可能となり、水防体制の向上につながりま
した。

交付金事業に関係する都道府
県又は市町村の主要政策・施
策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
第2次白浜町長期総合計画（平成30年度～平成39年度）
快適で安心・安全なまちづくり（防災体制の強化）を推進するため、台風や大雨などによる河川の氾濫時
における水防体制を強化するとともに、浸水や排水対策の推進に取り組みます。

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 白浜町

交付金事業実施場所 西牟婁郡白浜町田野井地内

交付金事業の概要
排水ポンプ３基に保護カバーを設置。
以前、水が滞留した時にポンプにゴミが詰まり作動しない事があったため、保護カバーを設置
し、スムーズに吸水ができるようにしました。

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

田野井排水ポンプ改良事業



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の担当課室 日置川事務所　住民窓口係

交付金事業の評価課室 日置川事務所　住民窓口係

ポンプ改良工事 随意契約（特定） 田元鉄工有限会社（白浜町） 462,000

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

計 462,000

交付金充当額 400,000

　

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 462,000 0 0

無

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

達成度 % 100

田野井排水ポンプ改良事業（３基）

活動実績 基 3

活動見込 基 3

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無



Ⅱ．事業評価個表

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

老朽化している斎場施
設の修繕を行い、住環
境の維持を図ります。

達成度 %

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

成果実績 件

目標値 件

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 日置川斎場火葬炉設備改修事業

交付金事業に関係する都道府
県又は市町村の主要政策・施
策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
第2次白浜町長期総合計画（平成30年度～令和9年度）
住環境の維持・向上を図るため、町営斎場の管理・運営に努めます。

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 白浜町

交付金事業実施場所 西牟婁郡白浜町日置地内

交付金事業の概要
老朽化している日置川斎場内の本炉煉瓦積替、再燃炉チェッカー積替、棺台車耐火物の修繕工事
を行いました。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の担当課室 日置川事務所　住民窓口係

交付金事業の評価課室 日置川事務所　住民窓口係

日置川斎場火葬炉修繕 随意契約（特定） 村瀬炉工業株式会社（大阪市） 7,273,200

4,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

計 7,273,200

交付金充当額 4,000,000

　

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 7,273,200 0 0

無

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

達成度 % 100

日置川斎場火葬炉設備改修

活動実績 基 1

活動見込 基 1

老朽化していた斎場を修繕したことで、不具合発生のリスクを低下させ、安定的な稼働が可能となり、住
環境の維持につながりました。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無



Ⅱ．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

粗大ごみ等収集運搬車両購入事業

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

　「北山村過疎地域自立促進計画」
４生活環境の整備（ごみ処理施設）
（１）現状と問題点
すべてのごみについては、村で収集を行っているが、処理については奈良県上北山村・下北山村で構
成する上下北山村衛生一部事務組合に委託しており、処理場までの運搬に要する車両入れ替えを行っ
ていく必要がある。
（２）その対策
村内ゴミ収集やごみ処理施設までの移動距離が長いため、ごみ運搬に要する車両の買い替えが必要で
ある。

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 北山村

交付金事業実施場所 北山村地内

交付金事業の概要

物品購入：３トン深ダンプ　パワーゲート付
村内のごみ収集に関しては、生ごみや燃えるごみなどを収集するパッカー車、ガラス・瀬戸物や
ビン等の収集に使用している軽ダンプ、粗大ごみ、空き缶、リサイクル家電等を収集運搬する３
ｔダンプを村で保有し村内の業者に委託して実施しています。前３ｔダンプは購入から１９年経
過してしており、故障修理が多く、収集日当日に車両が故障で使えないこともあったため、車両
を更新しました。

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及び成
果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度　　令和２年度

不燃ごみやリサイクル
家電等の計画的な収
集運搬の実施

月２回以上の稼働

達成度 % 100

評価年度の設定理由

随時事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施

成果実績 回 2

目標値 回 2



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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 ２年度

達成度 % 100

粗大ごみ等収集運搬車両　１台の購入
　　（３トン深ダンプ　パワーゲート付）

活動実績 式 1

活動見込 式 1

交付金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 備考

総事業費 6,822,290 0 0

交付金充当額 6,412,000

備品購入 指名競争入札
いすゞ自動車近畿株式会社（和歌山
市）

6,822,290

6,412,000

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

計 6,822,290

交付金事業の担当課室 住民福祉課

交付金事業の評価課室 住民福祉課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

（単位：円）

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

6,000,000 13,622,4001
公共用施設に係る整

備、維持補修又は維持
運営等措置

広井原三ツ又線道路局部
改良工事

田辺市 6,000,000



Ⅱ．事業評価個表

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

広井原三ツ又線道路局部改良工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 田辺市

交付金事業実施場所 田辺市龍神村三ツ又

交付金事業の概要

広井三ツ又線は、先に集落が存在しており、住民には欠かせない生活道路であります。
今回申請に法面保護工事を行うことで、降雨時（大雨・台風）の土砂流といった危険を軽減し、
通行を可能にすることで、住民の安全を確保しました。

現場吹付法枠工
延長L=14.7m、幅員W=4.6～5.3

道路を改良することにより、地域住民をはじめとする通行者の安全が確保されました。

交付金事業に関係する都道府
県又は市町村の主要政策・施
策とその目標

政策：第６章「快適」
施策：１．生活基盤
単位施策：（１）道路網
② 市道については、平成28年３月末現在で2,989路線、総延長1,372キロメートルとなってい
ますが、道路の整備水準を示す改良率は41.8パーセントであり、今後も計画的な整備が必要
であるとともに、老朽化している橋梁等の長寿命化対策が大きな誯題となっています。

・生活道路の利便性、安全性を確保するため、道路の局部改良や舗装、維持など効率的・効
果的な整備を進めます。

目標：地域住民の通行の安全を確保できること

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

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

成果実績 件

目標値 件

単位 評価年度　　令和２年度

地域住民の通行の安
全を確保できること

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



うち文部科学省分

うち経済産業省分

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

活動見込 式 1

無

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

達成度 % 100

現場吹付法枠工
延長L=14.7m、幅員W=4.6～5.3

活動実績 式 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 13,622,400 0 0

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

修繕工事 一般競争入札

交付金充当額 6,000,000

6,000,000

株式会社伊藤組（田辺市） 13,622,400

交付金事業の担当課室 建設部土木課

交付金事業の評価課室 企画部企画広報課

計 13,622,400



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要し

た経費
交付金充当額 備 考

2,457,400 2,457,400

2
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

観光施設駐車場舗装事業 古座川町 1,900,000 1,900,000 2,531,100

1
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

地域包括支援センター設
備整備事業

古座川町 2,457,400



Ⅱ．事業評価個表

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

地域包括支援センター設備整備事業

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

古座川町第5次長期総合計画（2020-2024）
基本目標Ⅰ　田舎でも安心の福祉サービス　③高齢者福祉の充実

要介護認定を受けていない高齢者に対する介護予防策として、地域支援事業を実施し、総合的な介護
予防システムの定着を図る。特に今後増加が見込まれる認知症高齢者に対し、予防や介護、理解など正
しい知識を広め、支援体制の強化を図る。また、地域包括支援センターを核に、介護予防ケアマネジメン
トや総合相談、権利擁護等を行う包括支援事業を推進する。

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 古座川町

交付金事業実施場所 和歌山県東牟婁郡古座川町川口 地内

交付金事業の概要

ガソリン車両２台の購入
地域包括支援センターは、介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓
口」であり、「相談支援事業」「介護予防事業」を主要施策としています。令和３年度より当セ
ンターを町直営とすることから、各地区への戸別訪問等を実施するために必要となる車両を新規
で整備しました。

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及び成
果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度　　令和２年度

地域包括支援体制の強
化および高齢者福祉

サービスの充実
-

達成度 % -

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、事業実施後早期に評価を実施

成果実績 件 -

目標値 件 -



うち文部科学省分

うち経済産業省分

果実績
交付金事業の定性的な成果及び評価

本交付金を活用し、主要施策にある地域包括支援センターを中心とした、介護予防ケアマネジメントや総
合相談、権利擁護等を行う包括支援事業の充実につなげることができました。

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 ２年度

達成度 % 100

ガソリン車両２台の購入

活動実績 台 2

活動見込 台 2

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 2,457,400 0 0

交付金充当額 2,457,400

地域包括支援センター車両の購入 指名競争入札 池田モータース（古座川町） 2,457,400

2,457,400

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

計 2,457,400

交付金事業の担当課室 古座川町健康福祉課

交付金事業の評価課室 古座川町総務課



Ⅱ．事業評価個表

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

観光施設駐車場舗装事業

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

古座川町第5次長期総合計画（2020-2024）
基本目標Ⅳ　癒しと活力いっぱいの古座川タウン　③観光・交流事業の振興

古座川町観光協会を中心とし、町民及び事業者との協働のもと、温泉等の既存観光・交流拠点の充実を
はじめ、ハイキングルートや古座街道、道の駅を活用した各種観光・交流イベントの内容の充実を進める
とともに、町内観光・交流資源のネットワークづくりを推進する。

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 古座川町

交付金事業実施場所 和歌山県東牟婁郡古座川町 相瀬 地内

交付金事業の概要
主要施策にある、既存観光・交流拠点の充実を図るため、古座川町の観光施設である一枚岩公園
駐車場において、老朽化により残存しているインターロッキングブロックの撤去と張りコンク
リート舗装を行いました。

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及び成
果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度　　令和２年度

張りコンクリート舗装を
行い、観光客の安全性
の確保および利便性の
向上を図る。

-

達成度 %

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、事業実施後早期に評価を実施

成果実績 件

目標値 件



うち文部科学省分

うち経済産業省分

果実績
交付金事業の定性的な成果及び評価

本交付金を活用し、老朽化による観光設備の充実が図られ、観光・交流事業の振興につなげることがで
きました。

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 ２年度

達成度 % 100

観光施設駐車場の舗装

活動実績 式 1

活動見込 式 1

交付金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 備考

総事業費 1,900,000 0 0

交付金充当額 1,900,000

インターロッキングブロックの撤去
及びコンクリート舗装

指名競争入札 中居建設（古座川町） 2,531,100

1,900,000

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

計 2,531,100

交付金事業の担当課室 古座川町地域振興課

交付金事業の評価課室 古座川町総務課




