




























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

保育士の雇用量

（雇用人数（人）×雇用期間（月））

活動実績 人月 35 35 35

活動見込 人月 35 35 35

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 5,128,968円 5,338,284円 5,194,620円 市総事業費 5,194,620円

交付金充当額 4,400,000円 4,400,000円 4,400,000円

うち文部科学省分

うち経済産業省分 4,400,000円 4,400,000円 4,400,000円

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

臨時保育士人件費 雇用 臨時保育士（補助員）５人 5,194,620円

交付金事業の担当課室 宿毛市総務課

交付金事業の評価課室 宿毛市総務課



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （令和２年度）

（単位： 円）

番号 措 置 名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した費用

交付金充当額 備 考

１ 地域活性化措置
令和２年度 電源立地地域対
策交付金事業 仁淀川町国民
健康保険診療所運営事業

仁淀川町 12,162,000 12,162,000
町総事業費
13,518,600

２ 地域活性化措置

令和２年度 電源立地地域対

策交付金事業 四万十町認定

こども園運営事業

四万十町 9,267,000 9,267,000

町総事業費

11,951,400



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 令和２年度 電源立地地域対策交付金事業 仁淀川町国民健康保険診療所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 仁淀川町

交付金事業実施場所 吾川郡仁淀川町大崎 仁淀川町国民健康保険診療所

交付金事業の概要
仁淀川町診療所の医師・看護師人件費（診療所１箇所・医師１名、看護師３名、歯科医師１名、歯科技工士１名）６カ月分。

仁淀川町では過疎地域自立促進計画に基づき、地域医療サービスの維持に努めています。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策

仁淀川町過疎地域自立促進計画（平成２８年度～令和２年度）

基本目標 ５．医療の確保（診療所運営確保事業）

「過疎化が進み運営が困難となっている大崎診療所を維持し地域医療の確保を図る。」

目標：診療日数の確保 診療率※100％

※事業年度における診療日数実績÷事業年度当初における診療予定日数×100

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

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

診療日数の確保 診療

率100％

事業年度における診療

日数実績÷事業年度当

初における診療予定日

数×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

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

本交付金を活用して、医師１名、看護師３名、歯科医師１名、歯科技工士１名を雇用することにより、週５日の診療日数が

確保され、仁淀川町の基本的な社会基盤を維持することができました。

こうした観点から、仁淀川町としては人口減少や地域経済の縮小といった課題を克服し、地域の活性化を図るうえで当該交

付金事業には十分な成果があったと考えており、今後も事業を継続したいと考えています。

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

医師・看護師等の雇用量 活動実績 人月 50 39 36



（雇用人数（人）×雇用期間（月）） 活動見込 人月 50 40 36

達成度 ％ 100 98 100

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 16,893,968円 14,447,766円 13,518,600円 町総事業費 13,518,600円

交付金充当額 15,322,000円 12,110,000円 12,162,000円

うち文部科学省分

うち経済産業省分 15,322,000円 12,110,000円 12,162,000円

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

医師・看護師等人件費 雇用
医師１名、看護師３名、歯科医師１名、

歯科技工士１名
13,518,600円

交付金事業の担当課室 仁淀川町企画課

交付金事業の評価課室 仁淀川町企画課



番号 措置名 交付金事業の名称

２ 地域活性化措置 令和２年度 電源立地地域対策交付金事業 四万十町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 四万十町

交付金事業実施場所 四万十町大正 認定こども園たのの

交付金事業の概要
四万十町内保育所の保育士人件費（1保育所・保育士6名・調理員1名）6か月分。保育所の事業運営の維持・充実による地域

住民の福祉向上を図るため、保育所の保育士及び調理員の人件費に交付金を充当します。

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2次総合振興計画（平成29年度～令和８年度）

施策目標（7）子どもを産み育てる環境の充実

・結婚・妊娠・出産・子育て・仕事と子育ての両立、子育て環境や定住対策など、それぞれの段階に応じた切れ目のない対策

を強化し、安心して住み続けられる地域づくりを推進することにより、子どもを産み育てやすいまちを目指します。

目標：待機児童ゼロ（入所を希望する児童の保育所受入率×100％）

※保育所受入児童数÷保育所入所希望児童数×100

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

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

入所を希望する児童の

保育所受入率：保育所

受入児童数÷保育所入

所希望児童数×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

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等

本交付金を活用して、保育士６名・調理員１名を雇用することにより早朝保育や居残り保育といった働きながら子育てをす

るご家族の多様なニーズに応じたサービスの提供が可能となり、安心して子育てができる環境を充実させることができまし

た。

また、地域の催しや福祉施設での交流イベントなどへ児童を参加させる取り組みも可能となり、教育面におけるサービスの

充実も図ることができました。

こうした観点から、四万十町としては、人口減少や地域経済の縮小といった課題を克服し、地域の活性化を図るうえで、当

該交付金事業には十分な成果があったと考えており、今後も事業を継続したいと考えています。

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

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 42 42

活動見込 人月 42 42

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 11,691,400円 11,951,400円 総事業費 11,951,400円

交付金充当額 9,267,000円 9,267,000円

うち文部科学省分

うち経済産業省分 9,267,000円 9,267,000円

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・調理員人件費 雇用 保育士６名・調理員１名 11,951,400円

交付金事業の担当課室 四万十町 企画課

交付金事業の評価課室 四万十町 教育委員会 生涯学習課



















-

II. ー事業評価個表（令和2年度）

番号 I 措置名 I 交付金事業の名称
i I 地域活田頃躙 l 令和2年度 電源立地地域対策交付金事業大豊町保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I大豊町
交付金事業実施場所 大豊町杉大 杉保育所ほか1件

大豊町内の保育士人件費（保育所2箇所·保育士4名） 5ヶ月分。
交付金事業の概要 大豊町では第2期大豊町まち・ひと· しごと創生総合戦略に基づき安心して子育てができる環境の充実に向け：就学前教育

・保育環境の充実に努めています。
交付金事業に関係する主要政策・施策

第2期大豊町まち・ひと・しごと創生総合泄酪（令和2年度～令和6年度）
交付金事業に関係する都道府県 基本目標3 安心して子育てができる環境を充実する
又は市町村の主要政策・施策と 具佑的な施策就学前教育・保育環境の推進
その目標 ・子育て環境の充実に向けて、保育サー ビスの質的向上充実を図ります

目標：待機児童ゼロ ひ⑲斤を希望する児童の保育所受入率※100%)
※保育所受入児童数十保育所入所希望児童数XlOO

事業開始年度 令和2年度 l 事業終了年度 I 令和2年度
事業期間の設定理由

成果目標 成果指標 単位 魯財面年度 令和2年度

入所を希望する児童の 成果実績 ％ 100 

待機児童ゼロ 保育所受入率：保育所
目標値 ％ 100 

受入児童数十保育所入
所希望児童数XlOO 達 ％ 100 

交付金事業の成果
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、 事業実施年度に評価を実施
目標及び 成果実績

交付金事業の定性的 な成果及び評価等
本交付金の活用による保育士の雇用確保により、待機児童ゼロを維持しながら、早朝保育や居残り保育、土曜日1日保育

など、多様なニーズに応じたサー ビスの提供が可能となっております。 そのため、働きながら子育てをしている世帯で も安
心して子育てができる環境を充実させることができました

また本交付金が町立保育所の存続に大きく寄与していることを地域住民に対して周知したことにより、 発電施設に対する
疇住民の職胴上を図れましt::a こういった観点からも、 当該交付金事業には十分な成果があったと考えており、今後も
事業を継続したいと考えます。













別紙

Ⅰ. 事業評価総括表（令和2年度） （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。

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
交付金事業者名又は

間接交付金事業者名

交付金事業に

要した経費
交付金充当額 備 考

１ 地域活性化措置 令和2年度 電源立地地域対

策交付金事業 香美市保育所

運営事業

香美市 21,922,000円 21,922,000円
（総事業費）

22,898,100円

番号 措置名 交付金事業の名称

１ 地域活性化措置 令和2年度 電源立地地域対策交付金事業 香美市保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 香美市

交付金事業実施場所 香美市物部町大栃 大栃保育園外4件

交付金事業の概要

香美市内の保育士人件費 （保育所5箇所・保育士32名）3ヶ月分

香美市では香美市こども・子育て支援事業計画に基づき安心して子育てができる環境の充実に向け、就学前教育・保育環境の

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

交付金事業に関する主要政策・施策

第2期 香美市子ども・子育て支援事業計画（令和2年度～令和6年度）

基本理念：ともに支え合い子どもの笑顔あふれる香美市

基本目標（具体的な施策）：子どもの教育・保育の充実・質の高い教育や保育を多様なニーズを踏まえながら総合的に提供し

ます。

目標：待機児童ゼロ（入所を希望する児童の保育所受入率※×100%）

※保育所受入児童数÷保育所入所希望児童数×100

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

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

入所を希望する児童の

保育所受入率：保育所

受入児童数÷保育所入

所希望児童数×100

成果実績 ％ 100％

目標値 ％ 100％

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

本交付金を活用して、保育士３２名を雇用することにより、早朝保育や居残り保育といった事業を行い、子育てしながら働

く環境を整え、保護者のニーズにそった保育サービスの提供が可能となり、安心して子どもを預けることができる環境を充実

させることができました。

また、家庭支援に関する取り組みや障害児に対する保育士の加配を行え、保育環境を充実させることができました。

こうした観点から、人口減少や地域経済の縮小といった課題に取り組み、地域の活性化を図る上で当該交付金は十分に活用

されており、今後も事業を継続したいと考えています。

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

保育士の雇用量

雇用人数（人）×雇用期間（月）

活動実績 人月 96 123 96

活動見込 人月 96 123 96

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 24,780,438 30,493,200 22,898,100 総事業費 22,898,100円

交付金充当額 22,471,000 22,439,000 21,922,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 22,471,000 22,439,000 21,922,000

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32名 22,898,100円

交付金事業の担当課室 香美市教育振興課

交付金事業の評価課室 香美市教育振興課



別紙

Ⅰ. 事業評価総括表（令和２年度）

（単位： 円）

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
交付金事業者名又は

間接交付金事業者名

交付金事業に

要した経費
交付金充当額 備 考

１ 地域活性化措置

令和２年度 電源立地地域対

策交付金事業 いの町保育所

及び認定こども園運営事業

いの町 21,933,000円 21,933,000円
町総事業費

25,538,400円

番号 措置名 交付金事業の名称

１ 地域活性化措置 令和２年度 電源立地地域対策交付金事業 いの町保育所及び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 いの町

交付金事業実施場所 いの町 天神保育園 ほか２件

交付金事業の概要

保育所及び認定こども園運営（保育士１２名及び保育教諭５名の６か月分の人件費に充てるもの）

「いの町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、安心して子育てができる環境づくりのため、就学前教育や保育環境の

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

交付金事業に関係する主要政策・施策

「いの町まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和元年度改訂版）」

基本目標３. 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、女性の活躍の場を拡大する

（１）誰もが希望の時期に子どもを産み育てやすい環境づくりの推進

（２）女性の活躍の場を拡大する

延長保育や土曜保育、乳児保育など多様なニーズに対応した保育サービスを実施し、働きながら安心して子育てができる環境

づくりを推進する。

目標：待機児童数ゼロ（入所・入園を希望する児童の保育所受入率100％）

保育所及び認定こども園受入児童数÷入所・入園希望児童数×100

待機児童を発生させないため、入所及び入園見込児童数を予測し、保育士の人員配置を整備しています。

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

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 入所・入園を希望する児童の保育所受入 成果実績 ％ 99.2



率：保育所及び認定こども園受入児童数

÷入所・入園希望児童数×100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 99.2

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

本交付金を活用して保育士１２名及び保育教諭５名を雇用することにより、延長保育、土曜保育、天神保育園での０歳児（６

ヶ月から）の受け入れを実施し、働きながら子育てをされているご家庭の多様なニーズに応じたサービスの提供が可能となり、

安心して子育てができる保育環境の充実や、女性活躍の機会を拡大させることができました。

成果実績は１００％に達しておりませんが、いの町としては、人口減少や人手不足といった課題を克服するうえで、当該交

付金事業には十分な成果があったと考えており、今後も事業を継続したいと考えています。

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

保育士・保育教諭の雇用量

（雇用人数（人）×雇用期間（月））

活動実績 人月 98 102 102

活動見込 人月 98 102 102

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 25,039,000円 25,209,608円 25,538,400円 総事業費 25,538,400円

交付金充当額 21,933,000円 21,933,000円 21,933,000円

うち文部科学省分

うち経済産業省分 21,933,000円 21,933,000円 21,933,000円

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・保育教諭人件費 雇用 保育士12名、保育教諭５名 25,538,400円

交付金事業の担当課室 いの町総務課

交付金事業の評価課室 いの町総務課




