
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（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。

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
交付金事業に要

した経費

409,981,000 100,000,0001

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

大分スポーツ公園
管理運営事業

大分県

番号 備　考交付金充当額



Ⅱ．事業評価個表（2年度）

交付金事業実施場所 大分市大字横尾（大分スポーツ公園）
交付金事業の概要 大分スポーツ公園の管理運営委託（令和2年4月～令和3年3月）

【主要政策・施策】
大分県長期総合計画『安心・活力・発展プラン2015』（平成27年度～令和6年度）
「発展」３　スポーツの振興
(1)県民スポーツの推進
　□これからの基本方向
　・心身の健康の保持・増進を図り、健康で活力に満ちた長寿社会を実現するため、
　　幼児から高齢者までライフステージに応じたスポーツ活動を推進します。
　・人や地域の交流を促進することで、地域に一体感や活力を醸成し、地域社会の
　　再生に貢献するため、住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境を整備します。

【目標】年間利用者数　R2年度　1,200,000人　R5年度 1,200,000人

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大分県

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

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

大分スポーツ公園管理運営事業



交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

H30年度単位
活動実績
活動見込

交付金事業の成果目標
及び成果実績

評価年度の設定理由

指定管理の基本協定書において、年間利用者数を目標指標として定めているため、
年度毎に達成度を確認する必要がある。

年間を通し新型コロナウイルスの影響が大きく、施設の一部利用停止、各種イベント・大会等
の中止、開催自粛、入場制限等により目標達成率は53.2％にとどまった。他方で、コロナ禍に
おける密を避けた利用方法等、利用者の安全・安心に配慮した施設利用を工夫し提供した。

有（行財政改革推進委員会指定管理者評価部会による評価を実施）

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

単位

年間利用者数
1,200,000人

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費
等

平成27年度 事業終了（予定）年度 令和5年度事業開始年度

成果目標 成果指標

R2年度R1年度

当該施設管理運営事業の終期まで事業期間の設定理由

達成度

人
人
％

1,308,000 1,200,000

H30年度 R1年度 R2年度 備　考

達成度

378,363,000 419,345,000 409,981,000 事業期間計：2,342,758,560

98.4% 87.4% 53.2%
年間利用者数

1,199,995 1,143,762 638,606
1,220,000

150,000,000

0

150,000,000

150,000,000

0

150,000,000

年間利用者数
1,200,000人

638,606
1,200,000
53.2%

評価年度 令和2年度
成果実績
目標値

活動指標
人
人
％

交付金事業の担当課室
交付金事業の評価課室

土木建築部　公園・生活排水課
土木建築部　公園・生活排水課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
大分スポーツ公園管理運営委託 随意契約（指定管理者制度） （株）大宣 409,981,000

100,000,000

0

100,000,000



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。

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
交付金事業に要

した経費

146,835,960 50,000,0001

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営等措置

大分県立武道スポーツセン
ター管理運営事業

大分県

番号 備　考交付金充当額



Ⅱ．事業評価個表（２年度）

交付金事業実施場所 大分市大字横尾（大分県立武道スポーツセンター）
交付金事業の概要 武道スポーツセンターの管理運営委託（令和2年4月～令和3年3月）

令和元年度 事業終了（予定）年度 令和５年度事業開始年度

当該施設管理運営事業の終期まで事業期間の設定理由

【主要政策・施策】
大分県長期総合計画『安心・活力・発展プラン2015』（平成27年度～令和6年度）
「発展」３　スポーツの振興
(1)県民スポーツの推進
　□これからの基本方向
　・心身の健康の保持・増進を図り、健康で活力に満ちた長寿社会を実現するため、幼児
　　から高齢者までライフステージに応じたスポーツ活動を推進します。
　・人や地域の交流を促進することで、地域に一体感や活力を醸成し、地域社会の
　　再生に貢献するため、住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境を整備します。
【目標】年間利用者数　R2年度 257,000人　R5年度 293,000人

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大分県

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

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

大分県立武道スポーツセンター管理運営事業



交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

R01年度単位
活動実績
活動見込

交付金事業の成果目標
及び成果実績

評価年度の設定理由

指定管理の基本協定書において、年間利用者数を目標指標として定めているため、
年度毎に達成度を確認する必要がある。

年間を通し新型コロナウイルスの影響が大きく、施設の一時休館、各種イベント・大会等
の中止、開催自粛、入場制限等により目標達成率は45.6％にとどまった。他方で、コロナ
禍における密を避けた利用方法等、利用者の安全・安心に配慮した施設利用を工夫し提供
した。

有（行財政改革推進委員会指定管理者評価部会による評価を実施）

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

単位

年間利用者数
257,000人

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費
等

成果目標 成果指標

R03年度R02年度

達成度

人
人
%

257,000 271,000

R01年度 R02年度 R03年度 備　考

達成度

141,309,715 146,835,960 事業期間計：288,145,675

127.1% 45.6% 0.0%
年間利用者数

208,521 117,103
164,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

年間利用者数
257,000人

117,103
257,000
45.6%

評価年度 令和２年度
成果実績
目標値

活動指標
人
人
%

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

教育庁　体育保健課

教育庁　体育保健課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
大分県立武道ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ管理運営委託 随意契約（指定管理者制度） （株）大宣 146,835,960



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）

事業期間の設定理由 施設の管理運営事業であり、委託契約が途切れるわけにはいかない。

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

大分県長期総合計画
【発展】２芸術文化による創造県おおいたの推進
（１）芸術文化の創造　①多彩で優れた芸術文化に触れる機会の提供　他
目標値　年間ホール利用率：８７％、年間美術館来館者数：５００，０００人

事業開始年度 平成１８年度 事業終了（予定）年度 未定　

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大分県
交付金事業実施場所 大分市高砂町ほか１件

交付金事業の概要
大分県立総合文化センター及び大分県立美術館の管理・運営委託
（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

1
公共用施設に係る整備、維持補修又は維
持運営等措置 大分県立総合文化センター及び大分県立美術館管理運営事業

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

大分県立総合文化センター及
び大分県立美術館管理運営事
業

大分県 456,386,143 118,795,000

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

番号 措置名 交付金事業の名称



活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

500,000 500,000
達成度 ％ 114.4% 106.5% 51.2%

令和2年度

美術館
来館者数

活動実績 人 572,001 532,307 256,105
活動見込 人 500,000

有（指定管理業務については、行財政改革推進委員会指定管理者評価部会による評価を実
施）

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

文化センター
ホール年間利用率

活動実績 ％ 90.9 81.2 42.7
活動見込 ％ 87.0 87.0 87.0
達成度 ％ 104.5% 93.3% 49.1%

令和２年度は全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大により、総合文化センター・美術館ともに
貸館事業及び自主企画事業の中止・延期や、入館者の減少等の大きな影響を受けたため、セン
ター・美術館ともに成果目標の目標値には届かなかったが、延期・中止となった企画の代替として
感染症対策を徹底しながら追加公演等を実施することにより、当初予定されていた事業と同数を開
催したほか、各種動画配信や若手アーティスト公演事業等を実施し、県民の鑑賞機会・演奏機会を
確保するための新たな取り組みを積極的に実施した。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

美術館
来館者数

美術館
来館者数
（人）

成果実績 人 256,105

目標値 人 500,000

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3年度

文化センター
ホール年間利
用率

利用率：利用
件数（回）／
利用可能日数
（日）

成果実績 ％ 42.7

目標値 ％ 87.0

達成度 ％ 49.1

51.2

評価年度の設定理由
基本協定書に目標指標を定めており、毎年度評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等



交付金事業の担当課室 大分県企画振興部芸術文化スポーツ振興課

交付金事業の評価課室 大分県企画振興部芸術文化スポーツ振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

施設の管理運営 随意契約（指定管理者制度）
公益財団法人
大分県芸術文化スポーツ振興財団 456,386,143

うち経済産業省分 200,000,000 200,000,000 118,795,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 200,000,000 200,000,000 118,795,000

うち文部科学省分 0 0 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 448,958,000 453,114,000 456,386,143 事業期間計：4,778,293千円



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。

宇佐市 4,400,000 4,400,000
総事業費

19,536,000

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置
（交付規則第3条6号該当）

小型動力ポンプ付消防積載車整備事業

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 備考措置名番号

1



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）
（単位：円）

令和４年度

100 100 100

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 宇佐市

交付金事業実施場所 宇佐市安心院町佐田　ほか2件

3

3 2 3

事業期間の設定理由 第４次総合計画の期間内

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 令和３年度

更新台数　 更新台数/更新予定台数×100

達成度

交付金事業の概要
宇佐市では、取得後20年近く経過し、不具合の生じている消防積載車の更新を5カ年計画で消防団車両の全車両行うことを予定しています。災害時
の消防団の機動力を向上させ、消防団活動の迅速・円滑化を図るために、小型動力ポンプ付消防積載車の更新整備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

交付金事業の活動指標及び活動実績

活動指標

消防車両の整備台数

％

平成３０年度

3

小型動力ポンプ付消防積載車整備事業1
公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措
置（交付規則第３条６号該当）

交付金事業の名称

達成度

活動実績 台

令和元年度 令和２年度単位

活動見込 台

交付金事業に関係する主要政策・施策
第二次宇佐市総合計画前期基本計画　第1章（安全・安心な生活を守るまち）
　第4節消防・救急・救助　主要施策　3.消防団の充実
　　消防団車両を更新することで消防団員の士気高揚を図り団員の積極的な消防団活動を促すとともに、訓練出席率が上がることにより積極的な火
災予防の広報を実施することで、火災予防の思想普及につなげていきます。
目標
更新計画の目標（3台更新）

評価年度の設定理由

平成30年度～令和2年度における消防団車両の更新計画に基づくもの

交付金事業の定性的な成果及び評価等

事業開始年度

番号 措置名

2

無

平成３０年度 事業終了（予定）年度

本交付金の活用により小型動力ポンプ付消防積載車を3台更新することができました。
次年度に向けては、更新した車両を積極的に広報やイメージアップ戦略に活用し、新規の消防団員の確保や既存団員の士気高揚に努め、地域の防災
力の要としてのレベルアップを図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

％ 100

単位

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100



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

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 備考

19,381,680 13,156,000 19,536,000 52,073,680

4,400,000

交付金事業の契約の概要

消防積載車整備 要件設定型一般競争入札 株式会社　消防防災　大分本店 19,536,000円

交付金事業の評価課室 大分県商工観光労働部工業振興課

交付金事業の担当課室 大分県商工観光労働部工業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち経済産業省分

うち文部科学省分

交付金充当額 4,400,000 4,400,000

総事業費

交付金事業の総事業費等



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。

交付金事業に要
した経費

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

市道赤峰線改良工事基金造成事業 臼杵市 7,490,000 7,490,000
総事業費
7,490,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）
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

市道赤峰線改良工事基金造成事業

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 臼杵市

全体改良工事に占める改良
達成率（％）

83.10%

83.10%

100.00%

評価年度 令和2年度

100.0% 100.0% 100.0%
基金造成額

成果実績

目標値

第２次臼杵市総合計画：後期基本計画（令和２年度～令和６年度）
まちづくりの目標Ⅵ　社会基盤が整い、行動力がある市民が暮らすまち
施策の方針17　交通基盤を整える
具体的施策36　適正な道路整備及び維持管理の推進
・市道赤峰線は、幅員狭小で見通しの悪い箇所が残されており、車両通行及び通学時に危険な状態であるため、本改良
工事により、事故防止及び利便性の向上に努めます。
目標：
辺地債事業等における全２５路線の５年間の累計完成路線数18路線（令和６年度）

％

％

％

4,400,000 7,490,000

交付金事業の成果目標及び成
果実績

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

今年度は交付金7,490,000円について遺漏なく基金造成することができました。市道赤峰線の改良工事については、計
画３０ｍの延長（基金を活用した全体改良工事に占める改良達成率83.1%）が見込まれます。来年度は計画的な工事充
当を行っていきます。

無

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

単位

総合計画の整備期間
内に計画している区
間の安全が確保でき
た道路整備率１０
０％

交付金事業の活動指標及び活
動実績

交付金事業実施場所 臼杵市野津町大字秋山

4,400,000 4,400,000 7,490,000
4,400,000

交付金事業の概要

市道赤峰線は、国道３２６号と市道川風線に接続し、市南西部（南野津地区）と大分市及び豊後大野市等主要都市を結
ぶ重要路線であるが、幅員狭小で見通しの悪い箇所が残されており、車両通行及び通学時に危険な状態である。地域住
民の利便と安全を図る点から全線における早期改良工事が望まれているため、着実な改良工事を行うための基金造成と
して交付金を充当する。
（事業量）
＜市道赤峰線の改良工事（L=983m、W=7.0m)のための基金造成＞

達成度

活動指標
円

％

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

平成16年度 事業終了（予定）年度 令和3年度事業開始年度

成果目標 成果指標

  令和２年度  令和元年度

当該交付金交付期間満了まで事業期間の設定理由

達成度

平成30年度単位
活動実績
活動見込 円



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

大分県商工観光労働部工業振興課

大分県商工観光労働部工業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
基金造成 積立 - 7,490,000

7,490,000

7,490,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000 4,400,000 7,490,000
H16～R2年度総事業費

　78,590,000
総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等

うち経済産業省分

平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考



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。

措置名番号

1 大分市 3,556,389 3,556,389
総事業費
3,556,389

大分市立「のつはる少年自然の家」
維持運営事業

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

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）
（単位：円）

令和６年度

91.3 88.0 86.0

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大分市

交付金事業実施場所 大分市大字荷尾杵

129

150 150 150

事業期間の設定理由 大分市教育ビジョンの終期まで

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 評価年度 令和２年度

のつはる少年自然の家の
年間利用者数（2019年度22,500人）

のつはる少年自然の家の
年間利用者数（2019年度22,500人）

達成度

交付金事業の概要 のつはる少年自然の家の運営管理費（光熱費）に充当します。

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

評価年度の設定理由

目標設定の大分市教育ビジョン2017の第Ⅰ期の終期が令和元年度であることから、翌年度の2年度に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

のつはる少年自然の家の年間利用団体数

％

平成30年度

137

大分市立「のつはる少年自然の家」維持運営事業1
公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措
置（交付規則第３条６号該当）

交付金事業の名称

達成度

活動実績 人

令和元年度 令和2年度単位

活動見込 人

大分市教育ビジョン（平成２９年度～平成３６年度）
基本方針３　社会教育の推進と生涯学習の振興
重点施策（１）生涯学習支援体制の充実
具体的施策　②地区公民館の社会教育施設のソフト・ハード面の充実を図り、利用者の利便性向上に努めます。

指標：「のつはる少年自然の家」の年間利用者数

2015年度　20,856人（基準）
2019年度　22,500人（Ⅰ期）
2024年度　23,500人（Ⅱ期）

成果実績 人 6,349

目標値 人 22,500

事業開始年度

番号 措置名

132

無

平成２９年度 事業終了（予定）年度

本交付金の活用により、安定したライフラインの供給に資することができ、入所者の夏季・冬季の健康維持管理や快適性の向上につなげることができま
したが、コロナ禍の中、施設利用者のキャンセルが相次ぐことから、目標達成度としては、30%弱の状況でした。
　次年度に向けては、利便性、快適性が向上したことから、利用者のさらなる満足度の向上につなげ、利用者の増加に向けた取り組みを進めていくこと
としています、併せて、入所前の検温、手指消毒の徹底、マスクの着用等のコロナ感染症対策を徹底していることを施設下見時等に周知し、利用者の増
加を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

％ 28.2

単位



1,456,010 4,210,726 3,556,389

平成30年度 令和元年度 令和2年度 備考

1,456,010 4,210,726 3,556,389
H29～R1年度総事業費

　9,606,446
3,556,389交付金充当額 1,456,010

交付金事業の契約の概要

電気料 随意契約（特命） 九州電力株式会社 3,515,129円

交付金事業の評価課室 大分県商工観光労働部工業振興課

交付金事業の担当課室 大分県商工観光労働部工業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち経済産業省分

うち文部科学省分

4,210,726

総事業費

交付金事業の総事業費等

ガス料 随意契約（特命） 大分県農業協同組合 41,260円

3,556,389円計



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。

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

町道下園線舗装補修工事事業

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 備考措置名番号

1 玖珠町 4,400,000 4,400,000
総事業費
4,670,600



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）
（単位：円）

事業開始年度

番号 措置名

無

令和２年度 事業終了（予定）年度

当町では、第5次総合計画に基づき、広域的な道路ネットワークの形成、歩行者にやさしい生活道路網などの整備、公共交通への支援、
促進を通して安全で住みよいまちづくりの整備に取り組んでいる。町道下園線は一部区間（約208ｍ）の路面が経年劣化により損傷
しており、歩行時の転倒による怪我や、車両の事故等が危惧されているため、舗装路面を補修することで、道路通行時の安全が確保
され、道路交通の円滑化、地域住民の利便性の向上が図られた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

％ 100

単位

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

町道下園線舗装補修工事事業1
公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措
置（交付規則第３条６号該当）

交付金事業の名称

達成度

活動実績 ｍ

年度 年度単位

活動見込 ｍ

玖珠町第5次総合計画（平成23年～令和2年）
第4編　うるおいのある魅力的なまちづくり（都市基盤の整備）
第3章　利便性の高い地域交通系の整備
主要取組施策2　安全で人に優しい町道整備の推進
・町民の要望を踏まえ、幹線道路と町道との接続を強化し、交通の円滑化と機能性の高い道路網整備を進める。
目標：県道菅原・山浦線と接続する町道下園線の路面損傷範囲の舗装補修率100％
最終目標：100％（令和2年度）

評価年度の設定理由

事業実施の年度内に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

路面損傷部の補修延長

％

令和２年度

208

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玖珠町

交付金事業実施場所 玖珠町大字山浦

208

事業期間の設定理由 第５次総合計画の期間内

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 令和２年度

路面損傷部の舗装補修率100％ 路面損傷部の舗装補修率100％

達成度

交付金事業の概要

町道下園線は玖珠町大字山浦下園地区の主要な生活道路である。しかしながら、一部区間（約208ｍ）の路面の損傷（クラック、ポット
ホール、凹凸）が激しく、車両の通行に支障をきたしている。放置するとさらに路面状況が悪化し、事故に繋がることが懸念されるた
め、舗装補修により、利用性の向上を図る。
（事業量）
施工延長L=208ｍ　舗装補修A=746ｍ2

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

令和２年度

100



総事業費

交付金事業の総事業費等

交付金事業の契約の概要

道路工事 指名競争入札 株式会社　敷島組 4,670,600円

交付金事業の評価課室 大分県商工観光労働部工業振興課

交付金事業の担当課室 大分県商工観光労働部工業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち経済産業省分

うち文部科学省分

交付金充当額 4,400,000

4,400,000

令和2年度 年度 年度 備考

4,670,600



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。

九重町 4,425,000 4,425,000
総事業費
7,546,000

九重町Webカメラ増設工事事業

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 備考措置名番号

1

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）
（単位：円）

令和２年度

100

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 九重町

交付金事業実施場所 九重町大字町田ほか１件

2

事業期間の設定理由 第４次総合計画の期間内

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 令和２年度

Webカメラ2台増設　
九重町Webカメラ増設工事による
Webカメラ増設の整備率100％

達成度

交付金事業の概要 Webカメラ2台増設　町道四季彩ロード線（小倉山麓付近、あいのせ茶屋付近）

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

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

Webカメラ2台増設

％

令和２年度

2

九重町Webカメラ増設工事事業1
公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措
置（交付規則第３条６号該当）

交付金事業の名称

達成度

活動実績 台

年度 年度単位

活動見込 台

九重町第4次総合計画（平成24年度～平成33年度）
「第4章　快適で暮らしやすいまちづくり｣
4-4　交通対策
現状と課題に「今後も交通安全思想の普及、道路整備や交通安全施設の整備など交通安全対策の一層の推進が必要｣となっており、道路整備の他に交
通安全施設の整備を行うことで交通対策に繋げる。

評価年度の設定理由

九重町Webカメラ増設工事により整備され完成した時点

交付金事業の定性的な成果及び評価等

事業開始年度

番号 措置名

無

令和２年度 事業終了（予定）年度

本交付金の活用によりWebカメラの増設を行うことで交通安全面で住民の利便性の向上が期待できる

評価に係る第三者機関等の活用の有無

％ 100

単位

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100



4,425,000

令和2年度 年度 年度 備考

7,546,000

交付金事業の契約の概要

Webカメラ設置工事 指名競争入札 大分ケーブルテレコム株式会社 7,546,000円

交付金事業の評価課室 大分県商工観光労働部工業振興課

交付金事業の担当課室 大分県商工観光労働部工業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち経済産業省分

うち文部科学省分

交付金充当額 4,425,000

総事業費

交付金事業の総事業費等



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。

交付金事業に要
した経費

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

4,400,000
総事業費
5,255,800

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

「うめキャンプ村」ケビン改修事業 佐伯市 4,400,000



Ⅱ.事業評価個表　（　　　令和２年　　　）年度

佐伯市

平成30年度

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和５年度

成果実績

■宿泊者数
平成28年度　180,912人→令和４年度
242,900人

目標値 人

達成度

第２次佐伯市総合計画の「地域資源をいかした産業と観光の創生」に基づき設定

事業開始年度 事業終了(予定）年度

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

各ケビンの外壁やデッキ・テラス等の改修を行い、施設の長寿命化により利用者の安心・安全を確立し、宿泊者数の増
加を図る。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

令和４年度

事業期間の設定理由 令和4年度で事業完了予定のため

交付金事業の成果目標及び成
果実績

宿泊者数の増加 宿泊者数　　　　　　　　　　242,900人

#VALUE!

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次佐伯市総合計画（平成３０年（2018年）度～令和９年（2027年）度）
基本施策５　地域資源を生かした産業と観光の創生[産業振興]
国内誘客の推進
県内、福岡県域、宮崎県域などをターゲットにグランピング等キャンプ場の整備による誘客を図る。
【目標】
■宿泊者数　平成28年度　180,912人　→　令和４年度　242,900人

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 「うめキャンプ村」ケビン改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

交付金事業実施場所 佐伯市宇目大字南田原

交付金事業の概要

うめキャンプ村は北川ダムにかかる斜張橋「唄げんか大橋」のたもとに位置し、キャンプ村内のケビン１８棟は多くの者に利用されてい
る。ケビン建築から２０年以上経過し、外壁やテラス等の腐食、損傷が著しく、利用客に危険を及ぼす箇所もあることから、引き続きケ
ビン５棟の改修に交付金を充当する。
<事業量>
ケビン（マンサク、アセビ、ブナ、ヒメシャラ、アケボノ）５棟改修
（デッキ・テラス・階段改修、外壁改修・塗装）



単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

活動実績 棟 4 4 5

活動見込 棟 4 4 5

達成度 ％ 100% 100% 100%

平成３０年度 令和元年度

4,320,000 4,543,000

4,320,000 4,400,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 4,320,000 4,400,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法

建築一式工事 指名競争入札

大分県商工観光労働部工業振興課

大分県商工観光労働部工業振興課

契約の相手方 契約金額（円）

有限会社　天小組

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

5,255,800

4,400,000

交付金事業の総事業費等 令和２年度 備　考

総事業費 5,255,800 14,118,800

交付金充当額 4,400,000

交付金事業の活動指標及び活
動実績

活動指標

ケビン改修数



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。

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

マイクロバス整備事業 竹田市 8,421,450 8,421,450
総事業費
8,479,160

交付金事業に要
した経費

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

2

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

竹田市清掃センター(中継施設)コンテナ整
備事業

竹田市 8,123,240 8,123,240
総事業費
8,800,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度事業開始年度

成果目標 成果指標

 年度年度

竹田市地方創生ＴＯＰ総合戦略の対象期間事業期間の設定理由

達成度

令和２年度単位
活動実績
活動見込 台

交付金事業実施場所 竹田市大字会々

1
1

交付金事業の概要
マイクロバス２９人乗り　１台整備
本庁所管のマイクロバスが老朽化のため廃車となり、新規車両の整備が必須

達成度

活動指標
台

％

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

交付金事業の成果目標及び成
果実績

評価年度の設定理由

年度内に事業を終了する必要があるため

竹田市では、市民の団体での研修や小中学生の校外学習、住民健診の送迎等でマイクロバスを利用している。老朽化に
より故障し廃車となったマイクロバスをこの交付金事業により新しく整備することで、小中学生にとっては交流学習の
充実強化、一般市民にとっては集う場の充実にもつながる。

無

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

単位

マイクロバスの整備

交付金事業の活動指標及び活
動実績

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 竹田市

整備率

1

1

100.0%

評価年度 令和２年度

100 #DIV/0! #DIV/0!
マイクロバスの整備

成果実績

目標値

第２期竹田市地方創生ＴＯＰ総合戦略
　３．「ここで暮らしたい」という願いを叶え、次世代につなげていく

（２）小・中・高等学校の各過程における郷土教育、高等学校の魅力化・機能強化
２　竹田市教育のまちＴＯＰ運動の推進と実践

　４．あらゆるライフステージで健やかな毎日を過ごせるようにする
（４）我が事・丸ごと地域共生社会の推進

１　元気な高齢者の活躍の場づくり

台

台

％

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

マイクロバス整備事業



交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等

うち経済産業省分

令和２年度 年度 年度 備　考

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

8,479,160

株式会社　新光 8,479,160円

8,421,450

8,421,450

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

大分県商工観光労働部工業振興課

大分県商工観光労働部工業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
マイクロバス整備 指名競争入札



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

2
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

竹田市清掃センター(中継施設)コンテナ整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 竹田市
交付金事業実施場所 竹田市荻町馬背野

交付金事業の概要
自力脱着車用クローズドコンテナ整備
二枚蓋着脱型

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

竹田市地方創生ＴＯＰ総合戦略に基づいて定められた「竹田市一般廃棄物処理基本計画」

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 年度内に事業を終了予定のため

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 平成２年度

整備計画に基づく
コンテナの整備

事業計画に基づく
今年度整備数

成果実績 台 1

目標値 台 1

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由

年度内にコンテナの整備が完了するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　竹田市では現在大分市の中間処理施設にごみ処理を委託し、市は可燃ごみの中継基地として処理している。市にある
清掃センター中継施設に収集されたごみを搬送するためのコンテナが必要であるが、ごみ処理の広域化処理開始から１
７年が経過しており、経年劣化による不具合が出てきている。本事業によりコンテナを整備することで、適正なごみ処
理の継続が図られる。

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

ごみ収集コンテナの整備
活動実績 台 1
活動見込 台 1
達成度 ％ 100 #DIV/0! #DIV/0!

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 8,800,000

交付金充当額 8,123,240

うち文部科学省分

うち経済産業省分 8,123,240

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
ごみ収集コンテナ整備 随意契約（特命） 新明和工業　株式会社 8,800,000円

交付金事業の担当課室 大分県商工観光労働部工業振興課

交付金事業の評価課室 大分県商工観光労働部工業振興課



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。

交付金事業に要
した経費

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 地域活性化措置 防犯灯設置事業 竹田市 578,550 578,550
総事業費
770,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）
措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置 防犯灯設置事業

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 竹田市

整備率

25

25

100.0%

評価年度 令和２年度

成果実績

目標値

第２期竹田市地方創生ＴＯＰ総合戦略
　１．安心して暮らすことができる地域社会を実現する
　（２）共助の仕組みづくりの伴走型支援による持続可能な地域社会の形成
　　１　集落機能維持の仕組みの再構築

基

基

％

交付金事業の成果目標及び成
果実績

評価年度の設定理由

年度内に事業を終了する必要があるため

　竹田市では、防犯灯の管理は自治会で行っている。高齢化が進み、自治会に加入する世帯が減少している中、防犯灯
の電気料金等の維持管理費は自治会において負担となっている。
　従来の蛍光灯でなくＬＥＤの防犯灯にすることで電気料金の軽減につながり、また、防犯灯を設置することで地域の
防犯にもつながる。

無

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

単位

防犯灯の整備

交付金事業実施場所 竹田市内

交付金事業の概要 ＬＥＤ防犯灯設置 25基設置

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

令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度事業開始年度

成果目標 成果指標

年度内に事業を終了予定のため事業期間の設定理由

達成度



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

大分県商工観光労働部工業振興課

大分県商工観光労働部工業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
ＬＥＤ防犯灯整備 随意契約（少額） 株式会社　九電工 770,000円

578,550

578,550

770,000

100 #DIV/0! #DIV/0!
防犯灯の整備

交付金事業の活動指標及び活
動実績

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

25
25

達成度

活動指標
基

％

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等

 年度年度

うち経済産業省分

令和２年度単位
活動実績
活動見込

令和２年度 年度 年度 備　考

基







交付金事菜の総事菜費等 令和2年度
総事業費 ��,880,000 
交付金充当額 35、038、000

う
.....ち......文

......
部
.......

科
......

学
......

省
.......

分
•••••• 

う
.....ち......経

......
済
.......

産
......

業
......

省
.......

分
•••••• 

35、038、000
交付金事菜の契約の概要

契約の目的 I 契約の方法 I 契約の相千方
消防ポンプ自励車の整備 I 指名競争入札 I 株入会社 消防防災

父付金事業の担当課室 大分県廂工観光労働部工業振興諜
父付金事業の評価課室 大分県廂工観光労働部工業振輿課

備考

I 契約金額
I 44,880,000円





交付金事菜の総事菜費等 令和2年度
総事業費 6, �35, 000 
交付金充当額 6,000,000 

う
.....ち......文

......
部
.......

科
......

学
......

省
.......

分
•••••• 

う
.....ち......経

......
済
.......

産
......

業
......

省
.......

分
•••••• 

6,000,000 
交付金事菜の契約の概要

契約の目的 I 契約の方法 I 契約の相千方
給食逓搬車の整備 I 指名競争入札 I 有限会礼 二重モ ー タ ー ス

父付金事業の担当課室 大分県廂工観光労働部工業振興課
父付金事業の評価課室 大分県廂工観光労働部工業振輿諜

備考

I 契約金額
I 6,435,000円



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。

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

消防用装備等整備事業 別府市 4,400,000 4,400,000
総事業費
4,962,650

交付金事業に要
した経費

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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度事業開始年度

成果目標 成果指標

  年度

年度内に事業を終了させる必要があるため事業期間の設定理由

達成度

令和２年度単位
活動実績
活動見込 式

交付金事業実施場所 別府市上野口町

1
1

交付金事業の概要

　災害現場で使用する資器材について、更新計画を策定し、それに準じて資器材の更新を行っている。
　消防職員の活動に際しての安全確保は市民の生命・身体及び財産を保護することへの基本態勢であるため、火災現場
で使用が必須とされる消防用ホースや空気呼吸器の整備を行う。
・消防用ホース（６５ｍｍ×３５本、５０ｍｍ×３０本、４０ｍｍ×１０本、空気呼吸器×６式）

達成度

活動指標
式

％

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

％

交付金事業の成果目標及び成
果実績

評価年度の設定理由

各年度ごとに更新計画を設定していることに加え、物品の購入であるため、年度内の納品を契約条件とするため、数値
の把握は年度内に可能であるため。

補償期間を経過したり、現場活動で使用不可となった消防装備を順次更新することで、災害現場で活動する隊員の作業
効率の向上や公務災害の防止を図ることができる。

無

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

単位

消防資器材の適正
な維持管理及び整
備を行う

交付金事業の活動指標及び活
動実績

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 別府市

各消防資機材の更新計画に
基づく更新達成率

100

100

100.0%

評価年度 令和２年度

100.0% #DIV/0! #DIV/0!

更新計画に基づく消防装備（ホース、呼吸器）
一式の更新

成果実績

目標値

別府市総合計画後期基本計画（平成28年度～平成32年度）
基本目標6 市民主体の活動が活発で、市民と行政の協働のまちづくりが行われている
6-1-2　消防・救急体制の充実
目標：消防資器材の適正な維持管理及び整備を行う

％

％

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

消防用装備等整備事業



交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等

うち経済産業省分

令和２年度 年度 年度 備　考

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

4,962,650

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

大分県商工観光労働部工業振興課

大分県商工観光労働部工業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

物品購入 指名競争入札 鶴原消防設備㈱ 2,725,250円

4,400,000

物品購入 指名競争入札 新日本消防設備㈱ 2,237,400円

4,400,000



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。

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

別府市道維持改修事業

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 備考措置名番号

1 別府市 70,193,000 70,193,000
総事業費

80,613,500



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）
（単位：円）

事業開始年度

番号 措置名

無

令和２年度 事業終了（予定）年度

交付金の活用により、市道の維持改修事業を推進した

評価に係る第三者機関等の活用の有無

％ 100

単位

成果実績 路線 12

目標値 路線 12

別府市道維持改修事業1
公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措
置（交付規則第３条６号該当）

交付金事業の名称

達成度

活動実績 ｍ

年度 年度単位

活動見込 ｍ

第４次別府市総合計画（令和２年度～令和９年度）
政策４：都市基盤
施策１：【都市基盤】日常生活が便利で、安全・快適に暮らせるコンパクトなまちの実現
（２）めざす姿
・道路や河川等が整備され、誰もが、安全・快適に暮らせている

道路管理者として、市民・観光客の方々が安心して通行できるような、環境整備に努め、障がいのある人もない人も安心して暮らせる、安
心安全な道づくりを目指す。

評価年度の設定理由

整備することで道路の安全性が向上するため、整備年度（令和2年度）に評価

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

側溝改修・舗装改修・路肩改修
工事の総延長

％

令和２年度

1,250

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 別府市

交付金事業実施場所 別府市扇山ほか11件

1,250

事業期間の設定理由 本年度事業分は老朽化による改修が必要な市道のため設定期間内の完成を目指す

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 令和２年度

市民等の生活と密接に関わる
市道の改修工事を行い、
市民等の安心・安全な
暮らしにつなげる。

側溝改修・舗装改修・路肩改修
工事を行う路線数

達成度

交付金事業の概要
別府市道である朝見光町線などは路面等の損傷が激しく、車両の通行や歩行者の利用に支障をきたしている。放置すると更に路面状況が悪
化し、事故につながることが懸念されるため、舗装補修等により利用性の向上を図る。
・施工延長1,250ｍ　側溝改修・舗装改修・路肩改修工事

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

令和２年度

100



総事業費

交付金事業の総事業費等

交付金事業の契約の概要

道路工事 指名競争入札 別府工業(有)　 2,618,000円

交付金事業の評価課室 大分県商工観光労働部工業振興課

交付金事業の担当課室 大分県商工観光労働部工業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち経済産業省分

うち文部科学省分

交付金充当額 70,193,000

70,193,000

令和2年度 年度 年度 備考

80,613,500

道路工事 指名競争入札 (有)日豊工業社 2,310,000円

道路工事 指名競争入札 (有)梶原土木工業 6,084,100円

道路工事 指名競争入札 (株)安部組 20,216,900円

道路工事 指名競争入札 (有)大広建設工業 8,369,900円

道路工事 指名競争入札 斎藤土木(有) 2,310,000円

道路工事 指名競争入札 (有)丸富士工業 9,717,400円

道路工事 指名競争入札 (有)ササキ 2,201,100円

道路工事 指名競争入札 (株)浦松建設 7,318,300円

道路工事 指名競争入札 (株)浦松建設 6,208,400円

道路工事 指名競争入札 (株)安部組 9,574,400円

道路工事 指名競争入札 アイ建設(株) 3,685,000円



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 交付金事業に 交付金充当額 備考
金事業者名 要した経費

公共用施設に係る整備、 維
酎震付防火水槽設置事業 総事業費1 持補修又は維持連営等措置

（庄内町畑田地区）
由布巾 8,043,200 8,043,200 

8,043,200 
（交付規則第3条6号該当）

公共用旅設に係る整備、 維
総事業費2 持補修又は維持運営等措置 小型動カポンプ整備事業 由布市 1,842,000 1,842,000 

（交付規則第3条6号該当）
2,014,100 

（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。





交付金事菜の総事菜費等 令和2年度 年度
総事業費 8,0�3,200 
交付金充当額 8,0�3,200 

う
.....ち......文

......
部
.......

科
......

学
......

省
.......

分
•••••• 

う
.....ち......経

......
済
.......

産
......

業
......

省
.......

分
•••••• 

8,0�3,200 
交付金事菜の契約の概要

契約の目的 I 契約の方法 I 契約の相千方
物品購入 I 指名競争入札 I （株）五ヶ瀬

父付金事業の担当課室 大分県商工観光労働部工業振腿課
父付金事業の評価課室 大分県商工観光労働部工業振腿課

年度 備考

I 契約金額
I 8,043,200円





交付金事菜の総事菜費等 令和2年度 年度
総事業費 2, OH, 100 
交付金充当額 1 8�2,000 

う
.....ち......文

......
部
.......

科
......

学
......

省
.......

分
•••••• 

う
.....ち......経

......
済
.......

産
......

業
......

省
.......

分
•••••• 

1, 8�2, 000 
交付金事菜の契約の概要

契約の目的 I 契約の方法 I 契約の相千方
物品購入 I 指名競争入札 I （株）消防防災 大分本店

父付金事業の担当課室 大分県商工観光労働部工業振腿課
父付金事業の評価課室 大分県商工観光労働部工業振腿課

年度 備考

I 契約金額
I 2, 014, 100円




