
別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和２年度）

1
企業導入・産業活性化
措置

重点業種研究開発支援事業 鹿児島県 9,234,724 9,234,724

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

総事業費
10,076,690

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由 かごしま製造業振興方針の終期まで

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

研究開発成果を商
談(3件の商談)に
結びつける

商談件数

成果実績 件 2

目標値 件 3

達成度 ％ 66.7%

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，事業実施翌年度内に評価を実施

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

　かごしま製造業振興方針(平成28年度～令和2年度)
　6　振興方針　6-1　振興方針の4つの柱（目標）
　(1)たゆみないイノベーションと製品の開発・事業化による付加価値の創出・向上
　産学官連携や企業間連携等による，たゆみない技術研究や開発，本県の豊富な地域資源を生かした製品の開発，
　事業化支援など通じ，各企業が付加価値を向上させオンリ－ワンともいうべき強み(特色)を身につけることを目指す。

事業開始年度 平成28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 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県内一円

交付金事業の概要

　県内企業の研究開発力の向上を目的に，自動車，電子及び新成長分野関連産業等の重点業種産業の振興を図るため，県
内事業者の新技術・新製品の研究開発の取り組みに交付金を充当しました。

　【研究開発補助金　補助件数4件　計　9,234,724円】

　1　農業生産法人有限会社十津川農場　2,208,670円
　2　有限会社そおリサイクルセンター　2,263,155円
　3　ＹＥＪガラス株式会社　　　　　　2,061,847円
　4　鹿児島精機株式会社　　　　　　　2,701,052円

1 企業導入・産業活性化措置 重点業種研究開発支援事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

重点業種研究開発支援事業の委託 随意契約 公益財団法人かごしま産業支援センター 841,966

重点業種研究開発支援事業（補助）

重点業種研究開発支援事業（補助）

重点業種研究開発支援事業（補助）

補助

補助

交付金事業の評価課室 商工労働水産部産業立地課

交付金事業の担当課室 商工労働水産部産業立地課

重点業種研究開発支援事業（補助） 補助 農業生産法人有限会社十津川農場 2,208,670

補助

鹿児島精機株式会社

YEJガラス株式会社

有限会社そおリサイクルセンター

2,701,052

2,061,847

2,263,155

10,076,690計

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

11,113,000 8,542,383 9,234,724

交付金事業の契約の概要

総事業費 11,920,004 9,470,699 10,076,690 31,467,393円（3ヵ年計）

交付金充当額 11,113,000 8,542,383 9,234,724

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

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

3

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

3

達成度 ％ 100 166.7 133.3

令和2年度

補助金の採択件数3件

活動実績 件 3 5 4

活動見込 件 3

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，４つの中小企業の新製品・新技術の研究開発に対する支援を行うことができた。
次年度以降は，新規事業化・製品化を視野に入れた研究開発への支援を継続して実施していきたい。



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
要した経費

交付金充当額 備 考

1
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

職業能力開発校（宮之城）空調
設備整備事業

鹿児島県 1,386,000 1,386,000



Ⅱ．事業評価個表（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

令和3年度

評価年度の設定理由

事業実施の翌年度の実績により評価を実施。

成果目標 成果指標 単位 評価年度

就職率
95％

（就職者＋就職退
校者）/（修了者
＋就職退校者）×

100（％）

成果実績 ％

目標値 ％ 95

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 薩摩郡さつま町船木

交付金事業の概要

　本県の職業能力開発校である宮之城高等技術専門校では，学科教室に空調設備が整備されておらず，訓練環境に支障が
生じています。そのため，空調設備を設置するための調査設計委託業務に交付金を充当しました。

【設置機器及び仕様】
  室内機　8台
  天吊り型　4台・・冷房能力　5.0kW　 暖房能力　5.6kW
　  　　　　4台・・冷房能力　10.0kW　暖房能力　11.2kW
  室外機　　6台・・冷房能力　10.0kW　暖房能力　11.2kW

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

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 職業能力開発校（宮之城）空調設備整備事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

鹿児島県と鹿児島労働局の雇用対策協定に基づく事業計画（令和2年度版）
　第2章　令和2年度事業計画策定方針と新たな取組及び成果目標
　　本県と労働局との雇用対策協定の趣旨を踏まえ，県民の雇用の安定と地域経済の持続的発展のため，
  現下の人手不足の緩和に向けたＵＩターン就職や新規学卒者の県内就職促進を図るとともに，女性，
  高年齢者，障害を持った方々が生き生きと活躍できる就労環境の整備や「働き方改革」の推進による
  雇用環境の向上等に重点的に取り組みます。

　　2　令和2年度の取組に係る成果目標
　　（7）県立高等技術専門校の施設内訓練修了者の就職率　95％以上

達成度 ％



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の評価課室 商工労働水産部雇用労政課

宮之城高等技術専門校空調整備設備実施設計委託業務 指名競争入札 （有）アムーン（鹿児島市） 1,386,000

交付金事業の担当課室 商工労働水産部雇用労政課

0 0 1,386,000

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

交付金充当額 0 0 1,386,000

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 0 0 1,386,000

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

宮之城高等技術専門校の普通教室におけ
る空調の設計台数

活動実績 台 － － 8

活動見込

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　交付金の活用により，空調設備を設置する上での設計調査業務が進み，建物の構造診断や工法の検討ができました。調
査結果については，電気及び機械設備工事に活用し，今後も訓練環境の整備に取り組んでいきます。
　「就職率」については，令和3年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

台 － － 8

達成度 ％ － － 100



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
要した経費

交付金充当額 備 考

1 地域活性化措置 温排水影響調査事業 鹿児島県 6,704,623 6,704,623



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

海域モニタリング調査が年度末まで行われるため，事業次年度に評価を実施

1 地域活性化措置 温排水影響調査事業

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

・「原子力安全対策連絡協
議会」における報告（2
回）
・記者発表（2回）
・広報誌「原子力だより」
への掲載（2回）

各種実施回数

成果実績 回 2

目標値 回 2

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

川内原子力発電所に関する安全協定書
　第5条　環境放射線等の監視測定
　　甲，乙及び丙は，発電所周辺の環境放射線及び温排水に関する測定を実施する。

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 鹿児島県

交付金事業実施場所 川内原子力発電所周辺海域

交付金事業の概要

　川内原子力発電所から出される温排水が周辺環境に与える影響について的確に把握することを目的に，発電所周辺海域
において，水温・塩分・流況等の温排水影響調査事業を実施し，調査結果を地域住民に情報提供するために交付金を充当
しました。

海域モニタリング調査（水温，塩分，流況，海生生物，主要魚類及び漁業実態調査），海域モニタリング技術委員会（1
回），広報誌での調査結果報告

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 水産技術開発センター

6,704,623

交付金事業の担当課室 水産技術開発センター

報酬（会計年度任用職員） 雇用 会計年度任用職員 354,000

5,885,000

費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 雇用 会計年度任用職員 17,820

職員手当等（会計年度任用職員期末手当） 雇用 会計年度任用職員

6,037,214 6,052,167 6,704,623

交付金事業の契約の概要

総事業費 6,037,214 6,052,167 6,704,623 18,794,004円（3ヶ年計）

交付金充当額 6,037,214 6,052,167 6,704,623

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

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

①１式
②２回

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　川内原子力発電所周辺海域の水温・塩分，流況や生物出現状況および漁業実態が適切に把握できました。調査結果につ
いては，「原子力安全対策連絡協議会」における報告や記者発表，広報誌「原子力だより」への掲載，並びに年度報告書
の配布等を通じて，原子力発電に対する周辺住民への理解促進に努めたことにより，地域住民の福祉の向上が適切に図ら
れたと考えています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

①１式
②２回

達成度 ％ 100 100 100

令和2年度

①海域モニタリング調査（1式）
②海域モニタリング技術委員会（2
回）

活動実績
①式
②回

①１式
②２回

①１式
②２回

①１式
②２回

活動見込
①式
②回

①１式
②２回

35,482

共済費（会計年度任用職員保険料） 雇用 鹿児島労働局（鹿児島市） 3,664

報償費（標本船調査謝金，委員謝金） 雇用 バッチ網標本船従事者等 303,000

旅費（出張旅費，委員旅費） － 海域モニタリング技術委員会委員等 72,034

計

消耗品費 随意契約（少額） コニカミノルタジャパン株式会社ヘルスケアカンパニー鹿児島営業所等（鹿児島市） 10,874

燃料費 随意契約（少額） 山口石油店（指宿市） 8,969

使用料（会議室利用料等） 随意契約（少額） 鹿児島県社会福祉センター等（鹿児島市ほか） 13,780

委託料（温排水影響調査業務委託） 指名競争入札 国際航業株式会社鹿児島支店（鹿児島市）



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和２年度）

1 給付金交付助成措置 原子力立地給付金交付事業 鹿児島県 660,525,202 660,525,202

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

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由 毎年度，当該市が給付金交付事業の実施を判断しているため。

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３年度

成果実績

目標値

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，事業実施翌年度早期に評価を実施。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

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 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県薩摩川内市，いちき串木野市，阿久根市

交付金事業の概要
原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に係る地域の理解を促進するため，小売電気事業者等から電気の供給を受けて
いる住民・企業等に対して給付金を交付します。

【薩摩川内市】
　薩摩川内市内の電灯需要家及び電力需要家に原子力立地給付金を交付することで，電気料金の実質的な割引となり，地
域住民の暮らしや企業活動の負担軽減につながり，地域振興及び住民の福祉の向上に寄与します。

【いちき串木野市】
　小売電気事業者等から電気の供給を受けている住民・企業等に給付金を交付することで，原子力関連施設の設置・運転
の理解促進を図るとともに，地域住民の福祉の向上を図ります。

【阿久根市】
　阿久根市内の電灯需要家及び電力需要家に原子力立地給付金を交付することで，電気料金の実質的な割引となり，地域
住民の暮らしや企業活動の負担軽減につながり，地域振興及び住民の福祉向上に寄与します。

1 給付金交付助成措置 原子力立地給付金交付事業

番号 措置名 交付金事業の名称



交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動実績 延べkW数 403,809 387,853 388,568

活動見込 延べkW数 403,809 415,173 384,705

達成度 ％ 100 93.4 101.0

【阿久根市】

給付金の交付件数

活動実績 延べkW数 372,694 366,451.5 382,078

活動見込 延べkW数 372,694 399,921.5 376,010

達成度 ％ 100 91.6 101.6

【いちき串木野市】

給付金の交付件数

144,729

活動見込 延べ口数 145,497 147,315 144,873

達成度 ％ 99.9 98.1 99.9

活動実績 延べkW数 1,842,091 1,811,392.5 1,817,717.5

活動見込 延べkW数 1,842,499 1,919,371.5 1,894,013

達成度 ％ 99.9 94.4 96.0

【薩摩川内市】

給付金の交付件数

達成度 ％ 100 97.6 99.8

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和２年度

活動実績 延べ口数 151,380 150,504 149,712

活動見込 延べ口数

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

679,576

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和２年度

活動実績 延べ口数 145,485 144,549

151,380 154,248 149,952

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

676,705

達成度 ％ 99.9 99.2 99.8

令和２年度

活動実績 延べ口数 670,781 673,861 675,649

活動見込 延べ口数 670,853

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　交付金の活用により，令和２年10月1日現在の契約状況に基づき，鹿児島県内3市の電灯需要家に380,413,520円，電力需
要家に257,775,351円の立地給付金を交付し，地域住民及び企業が生活・活動をしやすい環境を整備したことにより，当該
3市の地域住民の福祉の向上が図られたと考えます。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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 661,396,202 657,381,782 660,525,202 1,979,303,186円（3カ年計）

交付金充当額 661,396,202 657,381,782 660,525,202

661,396,202 657,381,782 660,525,202

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

交付金事業の評価課室 鹿児島県総合政策部エネルギー政策課，薩摩川内市企画政策部企画政策課，いちき串木野市企画政策課，阿久根市企画調整課

給付金の交付事務 随意契約（公募） 一般財団法人　電源地域振興センター（東京都中央区日本橋） 660,525,202

交付金事業の担当課室 鹿児島県総合政策部エネルギー政策課





Ⅱ．事業評価個表（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・施策と目標

鹿児島県立短期大学の施設管理計画(平成27年度～令和10年度）
　 5　施設整備の基本的な考え方
　　(2) 県立短期大学施設改修
　　　　県立短期大学のキャンパスアメニティの向上等を図るため，必要な施設改修を行う。
　　　②　教育環境上危険なもの

更新緊急度の高い
受変電設備の更新

率100％

（更新済機器数÷
更新対象機器数）

×100

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和5年度

事業期間の設定理由 鹿児島県立短期大学の施設管理計画のうち電気設備改修計画による

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和6年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

鹿児島県立短期大学施設管理計画の最終年度の翌年度に評価を実施

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県立短期大学電気設備改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島市下伊敷

交付金事業の概要

　本学の施設の整備年度は昭和35年度と古く，施設設備の老朽化が課題となっています。
　電気設備については老朽化による停電等の重大事故発生を防止するため，設置後の更新推奨時期を超過している第4電気
室内の受変電設備機器の更新を行いました。

　・第4電気室内電気設備更新
　  継電器　5A電流引外し方式　1台
 　 遮断器　遮断電流 7.2kV400A（8kA）手動式電流トリップ方式　1台
 　 高圧コンデンサ　50kVAR　1台

番号 措置名 交付金事業の名称











別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

教育文化施設における再生可能
エネルギー型街路灯整備事業

鹿児島県 7,969,000 7,969,000

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

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 再生可能エネルギー導入ビジョン2018終期まで

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

○かごしま未来創造ビジョン（平成30年度～令和9年度）
6　安心・安全な県民生活の実現
（1）強靱な県土づくりと危機管理体制の強化　－　防災・減災対策の推進
7　暮らしが潤い世界につながる県土の創造
（3）個性豊かで魅力ある景観づくりと活力あるまちづくり
　・道路・公園などの都市基盤整備や市街地の整備に当たっては，機能的な都市活動
　　を確保した環境負荷の少ないコンパクトなまちづくりを推進します。（抜粋）
○再生可能エネルギー導入ビジョン2018（平成30年度～令和4年度）
　第3章　第1節　再生可能エネルギー導入の基本方針と導入目標
　・県や市町村による公共施設への再生可能エネルギーの導入を積極的に進めるな
　　ど，相互に連携して再生可能エネルギーの導入を促進します。（抜粋）

目標1：住民の安心・安全な施設利用を確保することによる住民満足度の向上
　　　　→　利用者満足度80％の達成（令和3年度）
目標2：再生可能エネルギーの普及による温室効果ガス（CO2）削減量
　　　　→　324.6kg／年の達成（令和3年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 令和4年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県内一円

交付金事業の概要

　学校等の教育文化施設は，災害時の避難所に指定されることが多く，災害における停電時に避難者の誘導等を行うため
の照明インフラを確保することが重要です。
　そのため，住民等の利用が多く見込まれる教育文化施設において，再生可能エネルギー発電設備を併設したＬＥＤ街路
灯を設置する市町村への補助事業に交付金を充当しました。

　※再生可能エネルギー発電設備を併設したLED街路灯の設置に係る市町村への補助金　1市1町，6基

（1）補助対象事業
　　　風力や小水力，太陽光などの再生可能エネルギー発電設備を併設したＬＥＤ街路灯を設置する市町村に対し，
    事業に要する経費を助成する
（2）補助対象施設
　　　学校及び各種学校，公民館，図書館，青年の家，幼稚園，文化会館，その他
　　これに準ずる施設
（3）補助率
　　　定額（上限1,500千円／基）

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 教育文化施設における再生可能エネルギー型街路灯整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称



再生可能エネル
ギーの普及による

温室効果ガス
(CO2)削減量
324.6kg/年

再生可能エネル
ギー型街路灯の導

入実績

成果実績 kg

目標値 kg 324.6kg

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4年度

施設の利用者満足
度80％

利用者アンケート
の集計結果による

成果実績 ％

目標値 ％ 80%

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業実施年度の翌年度に利用者アンケート等で把握・集計を行い，事業実施の翌々年度に事業評価を実施



うち文部科学省分

うち経済産業省分

補助 垂水市

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 総合政策部エネルギー政策課

再エネ街路灯整備への補助 補助 和泊町 1,969,000

交付金事業の担当課室 総合政策部エネルギー政策課

再エネ街路灯整備への補助 6,000,000

計 7,969,000

14,042,920 8,367,700 7,969,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 14,042,920 8,367,700 7,969,000 30,379,620円（3ヶ年計）

交付金充当額 14,042,920 8,367,700 7,969,000

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

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

10

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

6

達成度 ％ 110% 60% 100%

令和2年度

再エネ街路灯の整備を行う市町村へ
の補助基数

活動実績 基 11 6 6

活動見込 基 10

交付金事業の定性的な成果及び評価等

当事業の実施により，市町と連携した教育文化施設への再エネ街路灯設置が進み，災害における停電時に避難者の誘導等
を行うための照明インフラの確保が出来ました。今後も継続して再生可能エネルギーの導入を促進していきます。
「施設の利用者満足度」及び「再生可能エネルギーの普及による温室効果ガス(CO2)削減量」については，令和4年度に改
めて達成度合いを測定予定です。
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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
要した経費

交付金充当額 備 考

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は
維持運営等措置 大気監視測定機器整備事業 鹿児島県 9,174,000 9,174,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 大気監視測定機器整備事業

事業期間の設定理由

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

成果実績

目標値

達成度

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

・大気汚染防止法第22条(大気の汚染の状況の常時監視)
　都道府県知事は，環境省令で定めるところにより，大気の汚染（放射性物質によるものを除く。）の状況を常時監視し
なければならない。
　自動測定器は24時間連続稼働を長期間行うことから使用に伴う構成部品の劣化は避けることができず，環境省「環境大
気常時監視マニュアル第6版　4．3．4測定機の耐用年数」に基づき，各測定器の更新基準を設け計画的な更新を行う。

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 鹿児島県

交付金事業実施場所 薩摩川内市御陵下町ほか2件

交付金事業の概要

　大気汚染防止法第22条に基づく大気常時監視において，老朽化に伴う不具合が発生し，常時監視に支障を来すおそれの
ある以下の機器の更新を行いました。

　上期：窒素酸化物自動測定記録計　2式，非メタン炭化水素自動測定記録計　1式，微小粒子状物質自動測定記録計　1式

　下期：微小粒子状物質自動測定記録計　1式，ＰＭ2.5秤量用精密天秤　1式

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

PM2.5秤量用精密天秤の更新 一般競争入札 株式会社スライブ精工（鹿児島市） 2,762,760

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 鹿児島県環境保健センター

14,686,760

交付金事業の担当課室 鹿児島県環境保健センター

窒素酸化物自動測定記録計の更新 一般競争入札 西南電気株式会社鹿児島営業所（鹿児島市） 3,894,000

非メタン炭化水素自動測定記録計の更新 一般競争入札 株式会社ジェイ･サイエンス西日本鹿児島出張所（鹿児島市） 2,530,000

微小粒子状物質自動測定記録計の更新 一般競争入札 株式会社オーケー社鹿児島（鹿児島市） 2,750,000

計

微小粒子状物質自動測定記録計の更新 一般競争入札 株式会社オーケー社鹿児島（鹿児島市） 2,750,000

0 0 0 令和2年下期申請分5,512,760円（2式）

13,521,600 6,669,960 14,686,760

交付金事業の契約の概要

総事業費 13,521,600 6,669,960 14,686,760 34,878,320円（3ヶ年計）

交付金充当額 13,521,600 6,669,960 14,686,760 令和2年上期申請分9,174,000円（4式）

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

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

3

機器の整備を行い，正常に測定できていることを評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　機器の整備は計画どおり完了し，大気汚染状況について支障なく常時監視が可能となった。
　今後，地域の特色に応じた効果的な大気汚染物質対策の検討がなされ，地域住民の福祉の向上を図ることが期待され
る。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

6

達成度 ％ 100 100 100

令和2年度

大気環境監視に係る機器の整備台数

活動実績 式 6 3 6

活動見込 式 6

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











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 県民の森浄水場施設更新事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

鹿児島県森林・林業基本計画（令和元年度～令和10年度）
第2章 　施策の推進方針
　第1節 　基本理念と目標
　　　　　木材生産額の5割アップ　102億円（平成29年度）→150億円（令和10年度）
　　　　　木材生産量の3割アップ　112万m3（平成29年度）→150万m3（令和10年度）
　　　　　再造林面積の倍増　　 　512ha　（平成29年度）→1,200ha（令和10年度）
　第2節　 目指すべき姿
　　　　　　森林・林業，木材利用等の意義や重要性について，県民の理解と関心が深まり，森林環境教育やレク
　　　　　リエーションの場としても森林が広く利用され，県内各地で県民参加による森林（もり）づくりが積極
　　　　　的に展開されます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和10年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 霧島市丹生附地内

交付金事業の概要

　県民の森は，保健休養の場であるとともに，森林・林業に関する知識の向上を図る施設として利用していますが，開園
から35年以上が経過し，老朽化が進んでる状況です。
　水道施設においても，老朽化による機器の不都合が生じ，施設の機器更新，修繕等が必要となっていることから，浄水
場施設機器の更新をおこないました。

丹生附水源地送水ポンプ（立型多段渦巻ポンプ）更新　2台（出力7.5kW，電源三相200V，口径40mm）
丹生附浄水場送水ポンプ（カスケードポンプ）更新　1台（モーター出力5.5kW，電源三相200V，口径40mm）

事業期間の設定理由 県森林･林業振興基本計画の終期まで

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6年度

県民の森施設管理
状況の良好回答の

割合80％

アンケート結果の
3ヶ年平均による

成果実績 ％

目標値 ％ 80

達成度 ％

評価年度の設定理由

施設利用者による施設管理状況アンケートの3ヶ年平均により評価するため。







Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 県森林･林業振興基本計画の終期まで

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6年度

照葉樹の森施設管
理状況の良好回答

の割合90％

アンケート結果の
3ヶ年平均による

成果実績 ％

目標値 ％ 90

達成度 ％

評価年度の設定理由

施設利用者による施設管理状況アンケートの3ヶ年平均により評価するため。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

鹿児島県森林・林業基本計画（令和元年度～令和10年度）
第2章　 基本理念と目標及び目指すべき姿
　第1節 　基本理念と目標
　　　　　木材生産額の5割アップ　102億円（平成29年度）→150億円（令和10年度）
　　　　　木材生産量の3割アップ　112万m3（平成29年度）→150万m3（令和10年度）
　　　　　再造林面積の倍増　　　 512ha　（平成29年度）→1,200ha（令和10年度）
　第2節 　目指すべき姿
　　　　　　森林・林業，木材利用等の意義や重要性について，県民の理解と関心が深まり，森林環境教育やレク
　　　　　リエーションの場としても森林が広く利用され，県内各地で県民参加による森林（もり）づくりが積極
　　　　　的に展開されます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和10年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 肝属郡錦江町田代麓地内

交付金事業の概要

　照葉樹の森は，「森林生態系保護地域」など貴重な森林に親しみながら森林・林業に関する学習体験活動ができる施設
として利用していますが，施設内には上水道が整備されておらず，森林内の水を処理して飲料水等に利用しています。
　水源地にある水中タービンポンプは設置から約20年経過し，一度も交換していないため長年の使用で不具合も発生して
おり，修理等を行いながら利用しています。水道施設管理者からも水中タービンポンプ更新の必要性の報告もあり，稼働
しなくなった場合，飲料水等の供給が行えなくなるため，浄水場施設機器の更新を行いました。

揚水ポンプ（水中タービンポンプ）1台更新（出力2.2kW，口径32mm）

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 照葉樹の森浄水場施設更新事業

番号 措置名 交付金事業の名称





別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和２年度）

1
企業導入・産業活性化
措置

工業団地基盤整備費補助事業 鹿児島県 30,000,000 30,000,000

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

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

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・施策と目標

「かごしま製造業振興方針」　（平成28年度～令和2年度）
　6　振興方針
　　6-1　振興方針の4つの柱（目標）
　　(3) 企業立地の促進・立地企業へのフォローアップによる産業集積と県内製造業の成長
　　　　「自動車・電子・食品」の重点3分野に加え，今後も成長が期待される「環境・新エネルギー産業」，「健康・
        医療産業」，「バイオ関連産業」，「航空機関連産業」に対する積極的な誘致活動を展開し，産業集積による
        県内製造業の基盤強化を目指す。
　　　　立地協定件数：170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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 志布志市志布志町

交付金事業の概要

　鹿児島県は，低廉で，立地条件の優れた工業団地の造成を推進し，企業立地の促進を図るため，市町村等が行う工業団
地の基盤整備事業に対し助成を行っており，本年度は志布志市臨海工業団地5工区の助成を行った。
【仕様】
　工業団地基盤整備事業補助金
　30,000,000円（上限）×1件
　＝30,000,000円
【事業内容】
①上ノ浜・波見線道路築造工事：道路工事　L=98.0ｍ　路盤工　A=588.0㎡
                              表層工　L=201.0ｍ，A=1,210㎡（車道部）
②給水管布設工事：水道配水用ポリエチレン管φ75　L＝193m
　　　　　　　　　地上式消火栓　N=2基

1 企業導入・産業活性化措置 工業団地基盤整備費補助事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 商工労働水産部産業立地課

交付金事業の担当課室 商工労働水産部産業立地課

工業団地基盤整備事業費補助金(志布志市) 補助 志布志市 30,000,000

0 0 0

0 0 30,000,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 30,000,000

交付金充当額 0 0 30,000,000

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

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

―

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ ― ― 100%

令和2年度

工業団地の造成に係る補助件数

活動実績 件 ― ― 1

活動見込 件 ―

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

立地協定件数170
件

平成28年度～令和
2年度までの件数
の合計

成果実績 件 209

目標値 件 170

達成度 ％ 122.9%

評価年度の設定理由

平成28年度～令和2年度までの立地協定件数の実績により，評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

－

















Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針の期間による

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6年度

新規就農率
63％

新規就農者÷卒業
生数×100

成果実績 ％

目標値 ％ 63

達成度 ％

評価年度の設定理由

令和3年度～令和6年度卒業生平均の新規就農率により事業評価を行うため

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針（平成27年度～令和6年度）
　4　担い手確保・育成に関する施策
　　（2）新たに就農しようとする者の確保・育成に関する施策
　　　・農業就業人口の減少に対応していくためには，地域農業の担い手となることが期待される意欲ある
      新規就農者を確保・育成する必要があります。
　　　  このため，農業高等学校，農業大学校などでの教育・研修，鹿児島県新規就農相談所等での就農・就
      業相談活動等を推進します。

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和6年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 日置市吹上町

交付金事業の概要

　鹿児島県立農業大学校では，次代の農業及び農村を担う優れた農業者及び農村地域の指導者等の育成を行っておりま
す。
　学生は，全寮制のため学生寮に入居しておりますが，各居室に設置したエアコンが導入後17年経過し，故障が多く発生
しており，故障した際の修理部品の新たな調達も不可能な状況にあります。
　そのため，平成29年度から電源立地地域対策交付金を活用し，エアコンの更新を行っており，本年度も継続して実施し
ました。

・学生寮空調機器　52台　壁掛型　冷房能力　2.2kW　暖房能力　2.2kW

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 農業大学校学生寮空調機器更新整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称













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 農業大学校冷凍庫室外機設備等更新事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針（平成27年度～令和6年度）
　4　担い手確保・育成に関する施策
　 (2)新たに就農しようとする者の確保・育成に関する施策
　　　　　　農業就農人口の減少に対応していくためには，若い人に農業の魅力を伝え，将来的に農業を職業と
　　　　　して選択してもらい，地域農業の担い手となることが期待される意欲ある新規就農者を確保・育成す
　　　　　る必要があります。
　　　　　　このため，鹿児島県新規就農相談所等での県内外における就農・就業相談，農業高等学校及び農業
　　　　　大学校での教育・研修，農業法人と就業希望者とのマッチングなど，就農・就業促進に向けた取組を
　　　　　推進します。
　　（3）女性が農業経営において能力を発揮できる環境整備に関する施策
　　　　　　農業の振興や農村の活性化を図るためには，農業就業人口の約半数を占める女性の農業経営や地域
　　　　　づくりの担い手としての位置付けを明確にし，持てる能力を十分発揮できるようにする必要があります。
　　　　　　さらに，地域資源を生かした女性による新たな商品・サービスの開発をはじめとする起業活動を促
　　　　　進し，その活躍の場を広げます。

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和6年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 日置市吹上町

交付金事業の概要

　農業大学校における学生及び農業者の加工指導においては，加工用原材料は農大産野菜・果樹を収穫時期に冷凍(一次加
工)して保管し，随時加工指導用として使用しています。現在の冷凍庫は凍結機能が低下し，フロンガス対応機種のため，
万一ガス漏れが生じた場合，使用不能になります。
　そのため，電源立地地域対策交付金を活用し，ノンフロン製品に対応できる新たな室外・室内機，配管等に更新しまし
た。
　・　冷凍庫の室外・室内機、配管等更新整備　一式
 　　 冷却ユニット冷凍，室内機能力－20℃維持，室外機，冷媒配管接続

事業期間の設定理由 かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針の期間による。

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4年度

農業者研修の定員
充足率
100％

受講者÷定員×
100

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

　事業実施翌年度の成果目標により評価を行うため。





別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （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
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

フラワーパーク維持補修事業 鹿児島県 26,128,400 26,128,400

（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

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

「鹿児島県観光振興基本方針」（令和２年度～令和６年度）
　第5「観光立県かごしま」の実現に関する施策
　南薩地域　◎地域の特性　フラワーパークかごしま
　地域の特性を踏まえ，豊かな自然や良好な景観，特色のある歴史的資源等を生かした観光地を整備するとともに，他の
地域とも連携した広域周遊観光ルートの確立等を図るなど，ウェルネスをテーマとした滞在型観光等を推進します。

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 鹿児島県

交付金事業実施場所 指宿市山川岡児ケ水

交付金事業の概要

　フラワーパークかごしまは，花と緑のふれあいの場と併せて消費者と生産者の交流や魅力のある観光拠点として運営さ
れていますが，平成8年5月の開園から20年を経過し，耐用年数を経過した施設・機械が更新時期を迎えているため，園内
の花き，花木の適正な生産管理を行い，四季を通じた魅力ある施設運営を行うことを目的に，施設の空調設備の更新に交
付金を充当します。
○フラワーホール棟空調設備
　ロビー　　　室内機（冷／暖 9.0/10.0kw）４台，室外機（冷／暖40.0/45.0kw）１台
　ギャラリー　室内機（冷／暖14.0/16.0kw）５台，室外機（冷／暖67.0/77.5kw）１台
　図書館　　　室内機（冷／暖 7.1/ 8.0kw）４台，室外機（冷／暖28.0/31.5kw）１台

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 フラワーパーク維持補修事業

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4年度

入園者の満足度
80％

入園者に対するア
ンケート集計結果

による

成果実績 ％

目標値 ％ 80%

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業実施の翌年度の実績により評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　当事業でフラワーホールの空調設備を更新したことにより，引き続き，当施設を利用する学生や高齢者等の県民の方々
に対して，快適な環境を整えることができました。
　「入場者の満足度」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。

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

3,400

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 農政部農産園芸課

フラワーホール棟空調改修電気工事一式 指名競争入札 有限会社藤電設（指宿市） 5,885,000

交付金事業の担当課室 農政部農産園芸課

フラワーホール棟空調改修工事一式 指名競争入札 株式会社常盤建設（指宿市） 20,240,000

計 26,128,400

旅費 ‐ ‐

0 0 26,128,400

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 26,128,400

交付金充当額 0 0 26,128,400

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

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

- 16

達成度 ％ - - 100

令和2年度

フラワーホール棟空調設備更新台数
（ロビー，ギャラリー，図書館）

活動実績 台 - - 16

活動見込 台 -



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （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
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

畜産試験場施設整備事業（家畜
排泄物処理システム更新）

鹿児島県 12,320,000 12,320,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

交付金事業の概要

　畜産試験場では，県内酪農家の経営安定等に寄与するため，乳用牛を飼養した試験研究を行っています。家畜排泄物処
理システムは，作業の労働力軽減が可能であるとともに，畜舎環境衛生保全を図っており，試験データを正確に取得する
ためには，不可欠でありますが，老朽化が進み，故障が頻発しており，作業中断はもとより，人畜の安全性や試験データ
の精度に支障をきたすことが懸念されることから,システムの更新に交付金を充当しました。
〈家畜排泄物処理システムの更新〉
　　①チェーンスクレッパー　　　2ｾｯﾄ
　　②バーンクリーナー　1ｾｯﾄ
　　③ガタークリーナー　1ｾｯﾄ

事業期間の設定理由

1 公共施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 畜産試験場施設整備事業（家畜排泄物処理システム更新）

令和5年度

酪農家1戸当たり平均
飼養頭数（中間目標
令和4年度末）

統計調査結果によ
る

成果実績 頭

目標値 頭 93.45

達成度 ％

評価年度

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 鹿児島県

交付金事業実施場所 霧島市国分

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

鹿児島県酪農・肉用牛生産近代化計画書
　Ⅳ　乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項
　　1　乳牛
　　　（2）乳牛の飼養規模拡大のための措置
　　　　　ウ　生産性向上を図るための飼養管理技術等の導入
　　　　　　　フリーストール（フリーバーン）・ミルキングパーラーシステム，個体管理用自動給餌機，搾乳ユニット
　　　　　　自動搬送装置及びＩＣＴ技術を活用した発情発見装置や搾乳ロボットを活用した省力的な飼養管理方式，酪
　　　　　　農ヘルパーの積極的な活用等により，労働負担の軽減を図る。

　　　○酪農家1戸当たり平均飼養頭数（頭数）
　　　　　現状　75.6頭(平成25年度)→最終目標　99.4頭(令和7年度)

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

成果目標 成果指標 単位



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等

事業実施により，作業の労働力軽減と畜舎環境衛生保全を図られたと考えています。試験データを正確に取得するため
に，引き続き，畜舎環境保全に取り組みます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

評価年度の設定理由

中間目標年度の翌年度に評価を実施。

令和元年度 令和2年度 備考

無

活動実績 セット － － 4

活動見込 セット － － 4

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

家畜排泄物処理システム更新数

平成30年度

交付金事業の契約の概要

0 0 12,320,000

交付金充当額 0 0 12,320,000

総事業費

家畜排泄物処理システム更新（ガタークリーナー） 指名競争入札 株式会社コーンズ・エージー南九州支店（宮崎県都城市） 2,200,000

12,320,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

家畜排泄物処理システム更新（チェーンスクレッパー） 指名競争入札 株式会社コーンズ・エージー南九州支店（宮崎県都城市） 6,270,000

家畜排泄物処理システム更新（バーンクリーナー） 指名競争入札 株式会社コーンズ・エージー南九州支店（宮崎県都城市） 3,850,000

0 0 12,320,000

達成度 ％ － － 100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金事業の総事業費等

計

交付金事業の担当課室 農業開発総合センター畜産試験場

交付金事業の評価課室 農業開発総合センター畜産試験場

交付金事業の成果目標
及び成果実績



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
要した経費

交付金充当額 備 考

1
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

北薩トンネル排水処理施設維持
管理事業

鹿児島県 21,530,000 21,360,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

毎年度の事業実施の効果を早期に評価する必要があるため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　環境基本法で定める環境基準値（河川，海域，湖沼等の公共用水域における水質の汚濁に関し，維持されることが望ま
しい基準）ヒ素濃度0.01mg/L以下を満たしており，十分な効果が得られたと考えます。
　引き続き，適切な処理を行うため，施設の管理維持に努めます。

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 北薩トンネル排水処理施設維持管理事業

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

ヒ素濃度0.01mg/L
以下

水質調査の結果に
よる

成果実績 mg/L 0.01

目標値 mg/L 0.01

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

【鹿児島県環境保全計画】
第4章　第3節　自然あふれる癒しのかごしまづくり
　　7　水・土壌環境の保全
　　　公共用水域の水質の環境基準の達成維持に努めます。

　目標：トンネル排水施設からの排水が環境基本法で定める環境基準値（河川，海域，湖沼等の公共用水域における
　　　　水質の汚濁に関し，維持されることが望ましい基準）ヒ素濃度0.01mg/L以下を満足するよう努めます。

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 鹿児島県

交付金事業実施場所 出水市高尾野町平八重地内

交付金事業の概要

　起点をさつま町泊野，終点を出水市高尾野町柴引とする北薩トンネルは，平成30年3月に完成し，供用しているところで
す。
　本トンネルは，掘削工事中に高濃度のヒ素を含む多量の湧水が発生したことから，湧水量を減らす対策工事を実施した
ところですが，完全に止水することは難しく，放流先である河川水が環境基準を超えないような対策を講じる必要が生じ
たため，湧水からヒ素の除去を化学的に行う排水処理施設（以下「施設」という）を整備しました。
　適切な処理を行うためには，施設の管理維持費が必要であるため，今回，施設運営管理に係る費用に交付金を充当しま
した。

・施設運営管理 薬剤供給（鉄溶液，高分子凝集剤，PAC）
　　　　　　　 汚泥処理（汚泥運搬，汚泥処分，汚泥含水率測定）
　　　　　　　 水施設運転管理（運転調整，水質分析）
　　　　　　　 施設管理（接触酸化処理・逆洗排水処理設備総合点検，逆洗排水処理設備部品交換）

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 土木部道路維持課

交付金事業の担当課室 土木部道路維持課

トンネル排水施設の維持管理 随意契約（特命） 株式会社ナガオカ（大阪府貝塚市） 21,530,000

0 22,688,000 21,360,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 22,765,000 21,530,000 44,295,000円（2ヶ年計）

交付金充当額 0 22,688,000 21,360,000

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

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

5

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

5

達成度 ％ - 120 120

令和2年度

北薩トンネル排水処理施設における
運転調整回数

活動実績 回 - 6 6

活動見込 回 -



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
要した経費

交付金充当額 備 考

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は
維持運営等措置 防災研修センター空調改修事業 鹿児島県 34,530,200 34,530,200



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 防災研修センター空調改修事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

かごしま未来創造ビジョン（平成30年度～令和9年度）
Ⅳ　安心安全な県民生活の実現
（中項目）①強靱な県土づくりと危機管理体制の強化
≪10年後の将来像≫
　県民生活や市町村，県及び防災関係機関が，それぞれの役割と責任の下に相互に連携・協働して防災・減災対策を行う
「自助」「共助」「公助」による体制が確立されています。
（小項目）①自助・共助・公助による地域防災力の強化
●　防災講演会や県総合防災訓練等を通じて，子どもを含む幅広い年齢層への防
　災知識の普及啓発及び防災意識の高揚を図ります。
●　自主防災組織の結成及び活動に対し必要な支援を行うとともに，自主防災組
　組の運営における重要な役割を担う人材の育成を行います。

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 鹿児島県

交付金事業実施場所 姶良市平松

交付金事業の概要

　防災研修センターは，風水害・地震等の自然災害に対する県民の防災意識の高揚や自主防災組織の活動の促進を図るこ
とを目的に，平成16年4月に開設したところですが，建物は平成3年の竣工から30年近くが経過し，特に空調設備の老朽化
が著しいことから，改修を行い県民が利用しやすい施設とするものです。
（主な内容）
　空調設備（室内機　23台，室外機4台，室内機室外機セット1組）の設置及び付帯工事
・　空調工事一式
・　電気工事一式
・　監理委託一式

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4年度

自主防災組織の結
成割合　93％
（令和3年度実
績）

自主防災組織率：
自主防災組織が組
織されている地域
の世帯数÷管内の
世帯数

成果実績 ％

目標値 ％ 93

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業実施後，翌年度の実績により評価を実施。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

旅費（打合せ・検査） 雇用 職員 1,200

合計

及び成果実績
交付金事業の定性的な成果及び評価等

　防災研修センターの空調設備の改修を行い，県民が利用しやすい施設になったことにより，防災意識の高揚につながっ
たと考えます。
　「自主防災組織率」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

30

達成度 ％ － － 93

令和2年度

防災研修センターにおける空調改修
台数

活動実績 台 － － 28

活動見込 台 －

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

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

－

総事業費 0 0 34,530,200

交付金充当額 0 0 34,530,200

0 0 0

0 0 34,530,200

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

交付金事業の評価課室 危機管理防災局災害対策課

34,530,200

交付金事業の担当課室 危機管理防災局災害対策課

空調改修工事 指名競争入札 株式会社ダイサン（霧島市） 25,839,000

空調改修電気工事 指名競争入札 株式会社外園電気（姶良市） 7,370,000

工事監理委託 随意契約（特命） 有限会社設備共同プラン（鹿児島市） 1,320,000



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

鹿児島県立青少年研修センター
キャンプ場通路屋根設置事業

鹿児島県 1,760,000 1,760,000

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

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（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４年度

野外炊飯活動
利用団体数

34団体
（令和3年度）

野外炊飯活動利用
団体数合計

成果実績 団体

目標値 団体 34

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業完了後，翌年度の実績により評価を実施。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

かごしま未来創造ビジョン（平成30年度～令和9年度）
　　第５章　施策展開の基本方向
　　　Ⅲ　結婚，妊娠・出産，子育ての希望がかなう社会の実現
　　　　３　子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり
　　　　　●　青少年を育てる環境づくりの推進

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 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島市宮之浦町

交付金事業の概要

　本所においては，生涯学習の一環として様々な体験活動を実施していますが，その中でも，野外炊飯は，食育や火育を
学べることから，特に小・中学校や高等学校における集団宿泊学習や企業研修など，各団体のニーズも高い活動です。
　野外炊飯について，食事サイトには上屋がないため，雨天時は炊飯場で調理したもの等をキャンプ研修棟へ運び，そこ
で食事を摂らざるを得ない状況ですが，各炊飯棟からキャンプ研修棟までの通路に屋根がないことから屋根の設置を行い
ました。

　施工数量　L＝13.7ｍ（幅2.5ｍ×高さ2.5ｍ×４基）

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県立青少年研修センターキャンプ場通路屋根設置事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 鹿児島県立青少年研修センター

キャンプ場通路屋根設置工事 随意契約 有村総合建設株式会社（鹿児島市） 1,760,000

交付金事業の担当課室 鹿児島県立青少年研修センター

0 0 1,760,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 1,760,000

交付金充当額 0 0 1,760,000

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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

13.7

達成度 ％ － － 100

令和2年度

キャンプ場通路屋根設置延長

活動実績 ｍ － － 13.7

活動見込 ｍ －

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，雨天時の野外炊飯において研修生が雨に濡れることもなく，調理でき火傷や転倒による怪我な
どの事故発生のリスクが低くなるとともに，研修生の安心・安全につながった。また，活動スペースが広がることにより
野外炊飯プログラムが充実した内容で行えるようになった。
「キャンプ場利用団体数等」について，令和３年度に改めて確認予定です。



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
要した経費

交付金充当額 備 考

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は
維持運営等措置 大気監視測定機器整備事業 鹿児島県 5,512,760 5,512,760



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 大気監視測定機器整備事業

事業期間の設定理由

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

成果実績

目標値

達成度

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

・大気汚染防止法第22条(大気の汚染の状況の常時監視)
　都道府県知事は，環境省令で定めるところにより，大気の汚染（放射性物質によるものを除く。）の状況を常時監視し
なければならない。
　自動測定器は24時間連続稼働を長期間行うことから使用に伴う構成部品の劣化は避けることができず，環境省「環境大
気常時監視マニュアル第6版　4．3．4測定機の耐用年数」に基づき，各測定器の更新基準を設け計画的な更新を行う。

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 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島市城南町ほか1件

交付金事業の概要

　大気汚染防止法第22条に基づく大気常時監視において，老朽化に伴う不具合が発生し，常時監視に支障を来すおそれの
ある以下の機器の更新を行いました。

　上期：窒素酸化物自動測定記録計　2式，非メタン炭化水素自動測定記録計　1式，微小粒子状物質自動測定記録計　1式

　下期：微小粒子状物質自動測定記録計　1式，ＰＭ2.5秤量用精密天秤　1式

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

株式会社オーケー社鹿児島（鹿児島市）

株式会社スライブ精工（鹿児島市）

2,750,000

2,762,760

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 鹿児島県環境保健センター

14,686,760

交付金事業の担当課室 鹿児島県環境保健センター

窒素酸化物自動測定記録計の更新 一般競争入札 西南電気株式会社鹿児島営業所（鹿児島市） 3,894,000

非メタン炭化水素自動測定記録計の更新 一般競争入札 株式会社ジェイ･サイエンス西日本鹿児島出張所（鹿児島市） 2,530,000

微小粒子状物質自動測定記録計の更新 一般競争入札 株式会社オーケー社鹿児島（鹿児島市） 2,750,000

計

微小粒子状物質自動測定記録計の更新

PM2.5秤量用精密天秤の更新

一般競争入札

一般競争入札

0 0 0 令和2年下期申請分5,512,760円（2式）

13,521,600 6,669,960 14,686,760

交付金事業の契約の概要

総事業費 13,521,600 6,669,960 14,686,760 34,878,320円（3ヶ年計）

交付金充当額 13,521,600 6,669,960 14,686,760 令和2年上期申請分9,174,000円（4式）

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

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

3

機器の整備を行い，正常に測定できていることを評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　機器の整備は計画どおり完了し，大気汚染状況について支障なく常時監視が可能となった。
　今後，地域の特色に応じた効果的な大気汚染物質対策の検討がなされ，地域住民の福祉の向上を図ることが期待され
る。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

6

達成度 ％ 100 100 100

令和2年度

大気環境監視測定機器整備台数

活動実績 式 6 3 6

活動見込 式 6

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



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （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 公共用施設に係る整備，維持補修又は
維持運営等措置 水質監視測定機器整備事業 鹿児島県 2,739,000 2,739,000

（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

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

　水質汚濁防止法第15条　常時監視

　第1項　都道府県知事は，環境省令で定めるところににより，公共用水域及び地下水の水質の汚濁（放射性物質に
　　　　 よるものを除く。第17条第1項において同じ。）の状況を常時監視しなければならない。

　第2項　都道府県知事は，環境省令で定めるところにより，前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならな
い。

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 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島市城南町

交付金事業の概要

　水質汚濁防止法第15条に基づく公共用水域の常時監視において，老朽化に伴う不具合が発生し常時監視に支障をきたす
おそれのある現有機器の更新を行いました。

　1 ＢＯＤ恒温器　1式
　2 電動ビュレット　1式
　3 ロータリーエバポレーター　1式

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 水質監視測定機器整備事業

事業期間の設定理由

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

成果実績

目標値

達成度



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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

機器の整備を行い，正常に測定できていることを評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　機器の整備は計画どおり完了し，水質汚濁防止法第15条における公共用水域及び地下水の水質汚濁状況の常時監視が可
能となった。
　今後，公共用水域等の水質保全に資することができ，地域住民の福祉の向上を図ることが期待される。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

3

達成度 ％ － － 100

令和2年度

水質監視測定機器整備台数

活動実績 式 － － 3

活動見込 式 －

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

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

－

総事業費 0 0 2,739,000

交付金充当額 0 0 2,739,000

契約の相手方

0 0 0

0 0 2,739,000

交付金事業の契約の概要

契約金額

交付金事業の評価課室 環境林務部環境保全課

2,739,000

交付金事業の担当課室 環境林務部環境保全課

BOD恒温器（1式）の整備 一般競争入札 株式会社スライブ精工（鹿児島市） 1,430,000

電動ビュレット（1式）の整備 一般競争入札 サツマ薬品株式会社（鹿児島市） 616,000

ロータリーエバポレーター（1式）の整備 一般競争入札 サツマ薬品株式会社（鹿児島市） 693,000

計

契約の目的 契約の方法



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
要した経費

交付金充当額 備 考

1
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

森の研修館かごしま施設整備事
業

鹿児島県 177,760 177,760



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 森の研修館かごしま施設整備事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

1 かごしま未来創造ビジョン(平成30年度～令和9年度）
    第5章 施策展開の基本方向

③ 地域産業の振興を支える人材の確保・育成
       基礎的な技能講習，能力に応じた段階的な技能実習等により，新規就業者
　　 や現場技能者の確保・育成を図ります。

2 第5期鹿児島県林業労働力の確保の促進に関する基本計画（平成29年度～令和2年度）
　　第2　林業労働力の確保の促進に関する方針
　　 関係団体等と連携しながら新規就業者の確保や定着率の向上を図るとともに，雇用管理や
　　現場管理を統括できる経営感覚に優れた人材の育成に努めます。
　　　また，事業量の安定確保や収益性の向上に取り組み，林業事業体の経営基盤の強化を
　　図るとともに，労働条件の改善に努め，若者が魅力を感じる林業事業体を育成します。
目標
　林業就業者　1,512人（平成28年度）→ 1,800人（令和2年度末）

事業開始年度 平成29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 鹿児島県

交付金事業実施場所 姶良市蒲生町上久徳地内

交付金事業の概要

  森の研修館かごしまは，林業就業者を対象に林業に関する知識及び技術の研修を行うための施設として平成12年に整備
され，運営されています。
　当研修館の中には，老朽化による機能低下が著しい施設があるため，本事業においては，以下の機器の更新に交付金を
充当しました。

　上期：自動洗濯乾燥機更新：3台　（洗濯8.0㎏，乾燥4.5㎏），既存洗濯機処分：3台，既存乾燥機処分：3台
　　　　AED（自動体外式除細動器）更新：1台
　　　　自動食器洗浄機取替：1台　（小型ドアタイプ洗浄機（3相200V)）

　下期：自動洗濯乾燥機更新：2台　（洗濯8.0㎏，乾燥4.5㎏），既存洗濯機処分：2台

事業期間の設定理由 第5期鹿児島県林業労働力の確保の促進に関する基本計画の終期まで

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

林業就業者1,800
人

県内林業事業体を
対象とした実態調
査

成果実績 人

目標値 人 1,800

達成度 ％



うち文部科学省分

うち経済産業省分

1,340,240

自動洗濯乾燥機更新 随意契約（少額） 海江田電機株式会社（いちき串木野市） 177,760

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

第5期鹿児島県林業労働力の確保の促進に関する基本計画の終期の翌年度に実施

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，当施設における自動洗濯乾燥機の更新により，林業従事者が労働安全衛生法に基づいた技能講習等
を受ける環境が整備され，研修施設を利用した延べ人数は平成28～令和2年度の年間平均4,474人となっており，新規林業
就業者の確保・育成が進み，地域住民の福祉の向上が図られました。
　「林業就業者」については，令和3年度末に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

7

達成度 ％ 100% 100% 100%

令和2年度

森の研修館かごしまにおける機器の
整備台数

活動実績 台 11 33 7

活動見込 台 11

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

33

令和２年度

総事業費 4,431,600 1,174,124 6,945,964円（3ヶ年計）

交付金充当額 4,431,600 1,174,124 令和2年度上期申請1,162,480円（5台）

1,340,240

1,340,240

令和2年度下期申請177,760円（2台）

4,431,600 1,174,124

交付金事業の契約の概要

1,340,240

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 環境林務部森林経営課

交付金事業の担当課室 環境林務部森林経営課

自動洗濯乾燥機更新 随意契約（少額） オーケー電機株式会社（鹿児島市） 301,180

AED更新 随意契約（少額） 株式会社いすず医科器械（鹿児島市） 181,500

自動食器洗浄機取替 随意契約（少額） 株式会社川内厨房食器（薩摩川内市） 679,800

計



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和２年度）

1
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

県民の森浄水場施設更新事業 鹿児島県 5,389,000 5,389,000

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

（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

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 県民の森浄水場施設更新事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

鹿児島県森林・林業基本計画（令和元年度～令和10年度）
第2章　施策の推進方針
　第1節　基本理念と目標
　　　　　木材生産額の5割アップ　102億円（平成29年度）→150億円（令和10年度）
　　　　　木材生産量の3割アップ　112万m3（平成29年度）→150万m3（令和10年度）
　　　　　再造林面積の倍増　　　　512ha　（平成29年度）→1,200ha（令和10年度）
　第2節　目指すべき姿
　　　　　　森林・林業，木材利用等の意義や重要性について，県民の理解と関心が深まり，森林環境教育やレク
　　　　　リエーションの場としても森林が広く利用され，県内各地で県民参加による森林（もり）づくりが積極
　　　　　的に展開されます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和10年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 姶良市北山地内

交付金事業の概要

　県民の森は，保健休養の場であるとともに，森林・林業に関する知識の向上を図る施設として利用していますが，開園
から35年以上が経過し，老朽化が進んでる状況です。
　水道施設においても，老朽化による機器の不都合が生じ，施設の機器更新，修繕等が必要となっていることから，浄水
場施設機器の更新をおこないました。

　上期：丹生附水源地送水ポンプ（立型多段渦巻ポンプ）更新　2台（出力7.5kW，電源三相200V，口径40mm）
　　　　丹生附浄水場送水ポンプ（カスケードポンプ）更新　1台（モーター出力5.5kW，電源三相200V，口径40mm）

　下期：牟田山浄水場バルブ開閉台更新   7基

事業期間の設定理由 県森林･林業振興基本計画の終期まで

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6年度

県民の森施設管理
状況の良好回答の
割合80％

アンケート結果の
3ヶ年平均による

成果実績 ％

目標値 ％ 80

達成度 ％

評価年度の設定理由

施設利用者による施設管理状況アンケートの3ヶ年平均により評価するため。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 環境林務部森づくり推進課

浄水場施設更新 指名競争入札 有限会社ナカタマリ（姶良市） 5,389,000

交付金事業の担当課室 環境林務部森づくり推進課

R2下期申請分5,389,000円（7台）

7,831,000 2,002,000 9,966,155

交付金事業の契約の概要

総事業費 7,831,000 2,002,000 9,966,155 19,799,155円（3ヶ年計）

交付金充当額 7,831,000 2,002,000 9,966,155 R2上期申請分4,577,155円（3台）

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

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

3

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

10

達成度 ％ 100 100 100

令和2年度

県民の森浄水場施設機器更新台数

活動実績 台 10 3 10

活動見込 台 10

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，当施設における浄水場施設機器の更新が図られ，利用者の森林･林業に関する学習体験活動等を
行うための環境が整ったことで，県民の保健及び休養並びに緑化の推進，自然環境の保全等に関する知識の向上が図られ
ました。
　「県民の森施設管理状況の良好回答の割合」については，令和6年度に改めて達成度合いを測定予定です。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和２年度）

1
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

照葉樹の森浄水場施設更新事業 鹿児島県 715,000 715,000

（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）

事業期間の設定理由 県森林･林業振興基本計画の終期まで

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6年度

照葉樹の森施設管
理状況の良好回答
の割合90％

アンケート結果の
3ヶ年平均による

成果実績 ％

目標値 ％ 90

達成度 ％

評価年度の設定理由

施設利用者による施設管理状況アンケートの3ヶ年平均により評価するため。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

鹿児島県森林・林業基本計画（令和元年度～令和10年度）
第2章　基本理念と目標及び目指すべき姿
　第1節　基本理念と目標
　　　　　木材生産額の5割アップ　102億円（平成29年度）→150億円（令和10年度）
　　　　　木材生産量の3割アップ　112万m3（平成29年度）→150万m3（令和10年度）
　　　　　再造林面積の倍増　　　　512ha　（平成29年度）→1,200ha（令和10年度）
　第2節　目指すべき姿
　　　　　　森林・林業，木材利用等の意義や重要性について，県民の理解と関心が深まり，森林環境教育やレク
　　　　　リエーションの場としても森林が広く利用され，県内各地で県民参加による森林（もり）づくりが積極
　　　　　的に展開されます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和10年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 肝属郡錦江町田代麓　地内

交付金事業の概要

　照葉樹の森は，「森林生態系保護地域」など貴重な森林に親しみながら森林・林業に関する学習体験活動ができる施設
として利用していますが，施設内には上水道が整備されておらず，森林内の水を処理して飲料水等に利用しています。
　水源地にある水中タービンポンプは設置から約20年経過し，一度も交換していないため長年の使用で不具合も発生して
おり，修理等を行いながら利用しています。水道施設管理者からも水中タービンポンプ更新の必要性の報告もあり，稼働
しなくなった場合，飲料水等の供給が行えなくなるため，以下の機器の更新を行いました。

　上期：揚水ポンプ（水中タービンポンプ）更新1台（出力2.2kW，口径32mm）

　下期：揚水ポンプ（水中タービンポンプ）更新1台（出力2.2 ，口径32mm）

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 照葉樹の森浄水場施設更新事業



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 環境林務部　森づくり推進課

浄水場施設更新 随意契約（少額） 有限会社　徳留工業（錦江町） 715,000

交付金事業の担当課室 環境林務部　森づくり推進課

0 0 0 R2下期申請分　　715,000円

0 0 1,430,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 1,430,000 1,430,000（3ヶ年計）

交付金充当額 0 0 1,430,000 R2上期申請分　　715,000円

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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

2

達成度 ％ － － 100

令和2年度

照葉樹の森浄水場施設機器更新台数

活動実績 台 － － 2

活動見込 台 －

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，当施設における浄水場施設機器の更新が図られ，貴重な森林に親しみながら利用者の森林・林
業に関する学習体験活動等を行うための環境が整いつつあり，緑化の推進や自然環境の保全等に関する知識の向上が図ら
れました。
　「施設管理状況の良好回答の割合」については，令和6年度に改めて達成度合いを測定予定です。

浄水場施設更新 随意契約（少額） 有限会社　徳留工業（錦江町） 715,000

1,430,000計



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和２年度）

1
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

農業大学校農業研修館空調機器
更新整備事業

鹿児島県 2,167,000 2,167,000

（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）

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6年度

短期宿泊研修施設
利用者数年間延べ
1,500人

3年間の平均利用
者数

成果実績 人

目標値 人 1,500

達成度 ％

評価年度の設定理由

令和3年度～令和5年度の短期宿泊研修施設利用者数の平均により，事業評価を行うため。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針（平成27年度～令和6年度）
　＊かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針
  4　担い手確保・育成に関する施策
　（1）経営改善意欲のある農業者の確保・育成に関する施策（農業研修館）
      ・　本県の基幹産業である農業を持続的に発展させていくためには，
  　　 効率的かつ安定的な経営の実現を目指す担い手を確保・育成する必要がありま
       す。
  （2）女性が農業経営において能力を発揮できる環境整備に関する施策(農業研修館)
　　　・　女性農業者の意欲と能力を高めるための研修会等を通じ，高度な農業技
　　　　術や高い経営管理能力を持ち，地域農業を担う女性リーダーを育成します。

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 鹿児島県

交付金事業実施場所 日置市吹上町

交付金事業の概要

　鹿児島県立農業大学校では,次代の農業及び農村を担う優れた農業者及び農村地域の指導者等の育成を行っており，各種
農業研修を一般農業者等が受講する際は,農業研修館の短期宿泊室を利用するが,各室に設置したエアコンが導入後17年経
過し，故障が年々増加しており，故障した際の修理部品の新たな調達も不可能な状況にあります。
　そのため，電源立地地域対策交付金を活用し，エアコンの更新を実施しました。

・令和2年度更新台数
  農業研修館空調機器23台（壁掛型　冷房能力　2.2kw，暖房能力　2.5kw）

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 農業大学校農業研修館空調機器更新整備事業



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 農業開発総合センター農業大学校教修部農業研修課

学生寮空調機器更新（23台） 指名競争入札 海江田電機株式会社（いちき串木野市） 2,167,000

交付金事業の担当課室 農業開発総合センター農業大学校教修部農業研修課

0 0 0

0 0 2,167,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 2,167,000

交付金充当額 0 0 2,167,000

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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

23

達成度 ％ － － 100

令和2年度

空調機器の更新整備台数

活動実績 台 － － 23

活動見込 台 －

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　空調機器を更新したことで機器の故障がなくなり，快適な研修生活を提供することができるようになりました。これに
より研修館の利用者数の向上が期待されます。
「3年間の平均利用者数」については，令和6年度に改めて達成度合いを測定予定です。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
避難所看板設置工事

姶良市 4,336,000 4,336,000

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

総事業費
4,336,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 避難所看板設置工事の終期まで

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4年度

市民に分かりやす
い避難所看板及び
避難所誘導看板の
整備率100％

（整備済看板数/
要整備看板数）×
100

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

避難所看板設置の終期の翌年度に評価を実施

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

姶良市地域防災計画（令和2年度）
　第2編一般災害対策編　第2章災害応急対策
   2　避難所の指定　1　指定避難所の指定等
　 （3）指定避難所等の周知
　  　③　避難所として指定した施設等については，市民にわかりやすく当該施設に表示しておく。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 姶良市

交付金事業実施場所 姶良市内一円

交付金事業の概要

　現在，多くの指定避難所の案内看板は，合併以前の看板が設置されており，統一性がなく，一部老朽化が進んでいる箇
所も存在します。
　そのため，指定避難所に立看板を設置・張替えをする工事に交付金を充当しました。

　避難所案内標識新規設置6基
　撤去及び新規設置1基

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　避難所看板設置工事

番号 措置名 交付金事業の名称



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等

　本交付金の活用により，指定避難所の案内看板の設置等を行い，災害発生時など，いざというときに迅速に避難ができ
るよう，平常時から避難所を確認できる環境が整いつつあります。事業完了に向けて，来年度以降も事業を継続して実施
します。
　「市民に分かりやすい避難所看板の整備の割合」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

7

達成度 ％ 100 100 100

令和2年度

避難所看板の設置箇所数

活動実績 箇所 11 19 7

活動見込 箇所 11

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

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

19

総事業費 5,292,000 6,788,000 4,336,000 16,416,000円（3ヶ年計）　

交付金充当額 5,000,000 5,000,000 4,336,000

5,000,000 5,000,000 4,336,000

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

交付金事業の評価課室 姶良市総務部危機管理課

避難所看板設置 指名競争入札 株式会社美光社（姶良市） 4,336,000

交付金事業の担当課室 姶良市総務部危機管理課

計 4,336,000



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
番所丘公園指定管理事業

阿久根市 13,053,600 13,053,600

2
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
図書館及び郷土資料館指定管理
事業

阿久根市 18,000,000 18,000,000
総事業費

18,750,000

3
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
葬斎場指定管理事業

阿久根市 12,863,520 12,863,520
総事業費

13,399,500

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

総事業費
13,597,500

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 指定管理者制度による指定管理期間終了まで

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

施設運営・利用に
対する満足度
100％

施設運営・利用に対
するアンケート調
査：満足していると
回答した人数÷アン
ケート回答数×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，事業実施翌年度早期に評価を実施

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

阿久根市まちづくりビジョン（第2期笑顔あふれる阿久根市人口ビジョン及び総合戦略）（令和2年度～令和6年度）
　基本目標2　地域の魅力が広がる「つながり」のまち
　　基本政策1　観光の振興
　　　施策分類①　観光の振興
　　　　・憩いの場である番所丘公園や大島公園などの都市公園の効用を更に高め
　　　　　るための環境整備に努めるとともに，民間のノウハウを積極的に活用し
　　　　　た施設の管理運営を行いながら，イベントの開催等を通じた観光の振興
　　　　　を図ります。

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 阿久根市

交付金事業実施場所 阿久根市西目

交付金事業の概要

　番所丘公園は，市民の休息，遊戯，運動など様々なコミュニティ活動に利用されており，公園を適切に維持管理するた
め，管理業務委託費に交付金を充当しました。

・番所丘公園管理運営業務に係る委託費（7月～3月の9か月分）

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　番所丘公園指定管理事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 阿久根市都市建設課

番所丘公園管理委託運営業務に係る委託費 随意契約（公募） （株）日本水泳振興会（東京都中野区） 13,597,500

交付金事業の担当課室 阿久根市都市建設課

13,171,305 13,171,305 13,053,600

交付金事業の契約の概要

総事業費 13,332,000 13,497,000 13,597,500 40,426,500円（3ヶ年計）

交付金充当額 13,171,305 13,171,305 13,053,600

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

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

9

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

9

達成度 ％ 100 100 100

令和2年度

指定管理料の充当月数

活動実績 月 9 9 9

活動見込 月 9

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，公園を適切に維持管理することができ，様々なコミュニティ活動に利用することができまし
た。これにより，当該公園の主な利用者である地域住民が安心及び快適に公園を使用でき利便性向上が図られました。
　「施設運営・利用に対する満足度」について,令和2年度で集計したアンケート結果を基に利用者満足度を算出したとこ
ろ，利用者満足度は100％で，成果目標である100％を達成できました。引き続き，地域住民の憩いの場として公園を利用
できるよう公園の維持及び管理に努めます。



交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

寄せられる意見・
苦情件数0件

寄せられる意見・
苦情件数の計

成果実績 件 0

目標値 件 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

交付金事業の概要

　阿久根市では，第5次阿久根市総合計画に基づき，読書の啓発など生涯にわたり学ぶ環境を作ることに取り組んでいま
す。中でも，阿久根市立図書館及び郷土資料館は，郷土の歴史や文化財などの展示による郷土を愛する心を育むと共に知
の交流拠点としての役割が期待されます。そのための阿久根市立図書館及び郷土資料館の管理業務委託費に交付金を充当
しました。

・図書館及び郷土資料館管理運営業務に係る委託費（7月～3月分の9か月分）

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

阿久根市まちづくりビジョン（第2期笑顔あふれる阿久根市人口ビジョン及び総合戦略）
（令和2年度～令和6年度）
　基本目標5　豊かな心が育まれ文化の薫るまち
　　基本政策2　生涯学習の推進と社会教育の充実
　　　施策分類①　生涯学習の推進
　　　　・移動図書館や読み聞かせ会，親子読書の実施・サポートに努めます。

事業開始年度 平成28年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由 指定管理者制度による指定管理期間終了まで

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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　図書館及び郷土資料館指定管理事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 阿久根市

交付金事業実施場所 阿久根市高松町



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 阿久根市教育委員会　生涯学習課

交付金事業の評価課室 阿久根市教育委員会　生涯学習課

18,375,000 18,375,000 18,000,000

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

図書館及び郷土資料館管理運営業務に係る委託費 随意契約（公募） NPO法人ぷれでお（阿久根市） 18,750,000

交付金充当額 18,375,000 18,375,000 18,000,000

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 18,875,000 18,602,000 18,750,000 56,227,000（3ヶ年計）

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

指定管理料の充当月数

活動実績 月 9 9 9

活動見込 月 9 9 9

達成度 ％ 100 100 100

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，図書館及び郷土資料館を管理運営することができ，郷土を愛する心を育むと共に知の交流拠点
としての役割を維持することができました。これにより，当該施設の主な利用者である地域住民の読書の啓発など生涯に
わたり学ぶ環境を作る場を提供し，郷土愛及び知学びの姿勢が醸成されています。
　「寄せられる意見・苦情件数0件」について,令和2年度は0件で，成果目標である0件を達成できました。引き続き，地域
住民の生涯にわたり学ぶ場としての機能維持及び管理に努めます。

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

寄せられる意見・
苦情件数0件

寄せられる意見・
苦情件数（件）

成果実績 件 0

目標値 件 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

交付金事業の概要

　阿久根市葬斎場「佛石の里」は，市唯一の葬斎場であり，稼働件数は年間400件ほどであります。火葬に支障のないよう
葬祭場の適切な維持管理を行うことが必要であるため，葬斎場の管理業務委託費に交付金を充当しました。

・葬斎場管理運営業務に係る委託費（7月～3月分の9か月分）

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

阿久根市まちづくりビジョン（第2期笑顔あふれる阿久根市人口ビジョン及び総合戦略）（令和2年度～令和6年度）
　基本目標4　快適・安全で潤いとやすらぎのあるまち
　　基本政策2　暮らしを支える生活基盤の形成
　　　施策分類①　住環境の整備
　　　　・専門知識を有する職員による適切な維持管理を行い，故人との最後の別
　　　　れを告げる場としてふさわしい施設運営を行うとともに，施設の安定した
　　　　維持管理を行うことにより，施設の長寿命化に取り組むことで地域住民の
　　　　福祉の向上を図ることを目標とします。

事業開始年度 平成28年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由 指定管理者制度による指定管理期間終了まで

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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　葬斎場指定管理事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 阿久根市

交付金事業実施場所 阿久根市西目



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 阿久根市市民環境課

交付金事業の評価課室 阿久根市市民環境課

13,108,800 13,108,800 12,863,520

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

葬祭場管理運営業務に係る委託 随意契約（公募） 有限会社本石材店（阿久根市） 13,399,500

交付金充当額 13,108,800 13,108,800 12,863,520

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 13,108,800 13,271,400 13,399,500 39,779,700円（3ヶ年計）

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

指定管理料の充当月数

活動実績 月 9 9 9

活動見込 月 9 9 9

達成度 ％ 100 100 100

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，葬斎場の適切な維持管理に努めることができました。これにより，当該施設の主な利用者であ
る地域住民が故人との最後の別れを告げる場を提供することができ福祉の向上が図られました。
　「寄せられる意見・苦情件数0件」について,令和2年度は0件で，成果目標である0件を達成できました。引き続き，施設
の安定した維持管理を行うことにより施設の長寿命化に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
消防団普通消防積載車整備事業

阿久根市 8,000,000 8,000,000

2
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
消防署人員搬送車整備事業

阿久根市 3,905,000 3,905,000
総事業費
3,905,000

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

総事業費
8,195,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（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4年度

活動現場における
重大事故発生件数
0件

活動現場における
重大事故発生件数
の合計

成果実績 人

目標値 人 0

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業実施翌年度の実績により評価を実施

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

《補助金事業に関する主要政策・施策》
阿久根市まちづくりビジョン（第2期笑顔あふれる阿久根市人口ビジョン及び総合戦略）（令和2年度～令和6年度）
　基本目標4　快適・安全で潤いとやすらぎのあるまち
　　基本政策3　消防・防災対策の充実
　　　施策分類②　消防体制の整備
　　　　・火災予防について啓発広報を実施するとともに，計画的な消防資機材の整備を進めます。

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 阿久根市

交付金事業実施場所 阿久根市脇本

交付金事業の概要

　三笠分団黒之浜班の普通消防積載車1台は，令和元年度末で配備から27年が経過し，老朽化による走行性低下と附属品の
欠陥が見受けられるため，積載車の更新に交付金を充当しました。

・普通消防積載車（1台，全長5,080mm，全幅1,730mm，全高2,480mm，艤装費，積載品及び附属品）

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　消防団普通消防積載車整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 阿久根市総務課消防係

消防団普通消防積載車整備事業 指名競争入札 （株）ナカムラ消防化学鹿児島営業所（鹿児島市） 8,195,000

交付金事業の担当課室 阿久根市総務課消防係

11,129,950 6,563,793 8,000,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 17,064,000 8,250,000 8,195,000 33,509,000円（3ヶ年計）

交付金充当額 11,129,950 6,563,793 8,000,000

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

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ 100 100 100

令和2年度

消防団普通消防積載車整備

活動実績 式 2 1 1

活動見込 式 2

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，老朽化が進み，機能低下が見受けられた普通消防積載車の更新をすることができました。これ
により，消防団員の安全確保，安全確実な活動を円滑に行うことが可能となり，消防体制の充実が図られ地域住民の安心
及び安全の確保につながりました。
　引き続き，地域住民及び消防団員の安心・安全を守る消防体制の充実に努めます。



交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和4年度

活動現場における
重大事故発生件数
0件

活動現場における
重大事故発生件数
の合計

成果実績 件

目標値 件 0

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業実施翌年度の実績により評価を実施

交付金事業の概要

　既存の人員搬送車は，民間企業から平成6年に寄贈を受け，各種災害現場への活動隊員の派遣や必要資器材の搬送などに
活躍をしていました。しかし，令和元年度末で配備から25年が経過し，老朽化が著しい状況となっていました。災害時に
おける被害の軽減に，活動隊員の搬送は必要不可欠であることから，人員搬送車の更新に交付金を充当しました。

・人員搬送車（1台，4ドア，ワゴンタイプ，定員10名，装備取付品及び附属品）

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

《補助金事業に関する主要政策・施策》
阿久根市まちづくりビジョン（第2期笑顔あふれる阿久根市人口ビジョン及び総合戦略）（令和2年度～令和6年度）
　基本目標4　快適・安全で潤いとやすらぎのあるまち
　　基本政策3　消防・防災対策の充実
　　　施策分類②　消防体制の整備
　　　　・火災予防について啓発広報を実施するとともに，計画的な消防資機材の整備を進めます。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　消防署人員搬送車整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 阿久根市

交付金事業実施場所 阿久根市鶴見町



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 阿久根地区消防組合

交付金事業の評価課室 阿久根地区消防組合

0 0 3,905,000

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

消防署人員搬送車整備 指名競争入札 （株）熊谷消防設備（鹿児島市） 3,905,000

交付金充当額 0 0 3,905,000

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 0 0 3,905,000

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

消防署人員搬送車整備

活動実績 式 － － 1

活動見込 式 － － 1

達成度 ％ － － 100

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，老朽化が進み，機能低下が見受けられた人員搬送車の更新をすることができました。これによ
り，消防団員の安全確保，安全確実な活動を円滑に行うことが可能となり，消防体制の充実が図られ地域住民の安心及び
安全の確保につながりました。
　引き続き，地域住民及び消防団員の安心・安全を守る消防体制の充実に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無









別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
塩浜公園整備事業

阿久根市 23,000,000 23,000,000

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

総事業費
25,897,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（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4年度

年度末(3.31)での
住民基本台帳を基
に集計した公園整
備集落（潟区）の
人口1,650人

年度末(3.31)での
住民基本台帳を基
に集計した公園整
備集落（潟区）の
人口

成果実績 人

目標値 人 1,650

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業実施翌年度の実績により評価を実施

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

《交付金事業に関する主要政策・施策》
阿久根市まちづくりビジョン（第2期笑顔あふれる阿久根市人口ビジョン及び総合戦略）（令和2年度～令和6年度）
　基本目標4　快適・安全で潤いとやすらぎのあるまち
　　基本政策2　暮らしを支える生活基盤の形成
　　　施策分類②　社会資本等の整備
　　　　・都市公園や農村公園などの公園は，緑地等とともに市民の憩いと安らぎの場になってお
　　　　り，美化等環境保全に努める必要があります。

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 阿久根市

交付金事業実施場所 阿久根市塩浜町

交付金事業の概要

　塩浜公園が所在する塩浜町は，平成18年度から平成30年度までの13年間で81件（年平均6件程度）の新築住宅が建設さ
れ，若年世代が多く，コミュニティ活動が活発な地域です。今後，南九州西回り自動車道の整備が予定され定住を推進す
る地域となり，子育て世代が幅広く利用できる憩いの場を整備する必要があるため，公園整備に交付金を充当しました。

　塩浜公園整備工事
　公園整備　1式
　　コンクリート縁石　L=68.7ｍ，カラーアスファルト舗装　A=332.7㎡，クレイ舗装　A=1258.2㎡，
　　2連ブランコ　1基，3欄鉄棒　1基，健康遊具　2基，スプリング遊具　2基，休憩所　1基，
　　縁台　1基，ベンチ　1基，ソーラー式照明　1基

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　塩浜公園整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 阿久根市都市建設課

塩浜公園整備事業 指名競争入札 野村建設工業（株）（阿久根市） 25,897,000

交付金事業の担当課室 阿久根市都市建設課

0 0 23,000,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 25,897,000

交付金充当額 0 0 23,000,000

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

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

-

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ - - 100

令和2年度

塩浜公園の整備

活動実績 式 - - 1

活動見込 式 -

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，阿久根市の塩浜公園の整備をすることができました。これにより，当該施設の主な利用者であ
る周辺の地域住民が安心及び快適に施設を使用でき，利便性向上が図られました。
　成果目標である「公園整備集落（潟区）の人口」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。













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
要した経費

交付金充当額 備 考

総事業費
4,180,000

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
住用地区消防用資機材整備事業

奄美市 4,180,000 4,180,000



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 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　住用地区消防用資機材整備事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

奄美市総合計画　後期基本計画（平成28年～令和2年）
第3章　自然に囲まれた快適なくらしのまちづくり
第4節　安全な地域づくりの推進　1.防災対策・体制の強化　（2）消防・救急体制の強化

○複雑多様化する災害に的確に対応するため，関係機関と連携を密にし，設備や資機材の充実，消防職員や消防団員の資
質と技術の向上を図り，消防体制と救急・救助体制の強化に努めます。

■消防車両や資機材の設置更新

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和4年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 奄美市

交付金事業実施場所 奄美市住用町内一円

交付金事業の概要

　現在, 住用町管内には72箇所の消火栓が設置されていますが，消火栓ホース格納箱については，未設置か設置されてい
ても老朽化している状況で，年次的に設置・更新を行う計画です。
　万が一，火災等が発生した場合，消防車が現地に到着するまでに遠い所では20分ほどかかるため，初動体制と初期消火
に努めてもらうことを目的に，今年度は消防署から遠い21箇所の消火栓ホース格納箱を整備しました。
　また，豪雨等で河川の氾濫が発生し集落が浸水した場合を想定し，見里地区消防団倉庫にアルミ軽量パントボートを整
備しました。
　（事業量）
　・消火栓ホース格納箱一式　21セット　・アルミ軽量パントボート　1艇

事業期間の設定理由 消火栓ホース格納箱整備計画による

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5年度

住用地区における
消火栓格納箱の設
置率100％

（消火栓格納箱設
置個所/要設置箇
所）×100

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

消火栓ホース格納箱整備計画の終期の翌年度に評価を実施



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等

　令和2年度において,消火栓ホース格納箱を整備したことにより, 万が一，火災等が発生した場合の初動体制と初期消火
につながると考えています。令和3年度においても，引き続き整備を進めていく予定です。
　「住用地区における消火栓格納箱設置率100％」については，令和5年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

21

達成度 ％ － － 100

令和2年度

消火栓ホース格納箱の整備個所数

活動実績 箇所 － － 21

活動見込 箇所 －

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

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

－

総事業費 0 0 4,180,000

交付金充当額 0 0 4,180,000

0 0 4,180,000

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

交付金事業の評価課室 大島地区消防組合住用消防分駐所

住用地区消防用資機材整備事業 指名競争入札 株式会社　鹿児島消防防災（鹿児島市） 4,180,000

交付金事業の担当課室 大島地区消防組合住用消防分駐所



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
伊佐市避難所用機材整備事業

伊佐市 3,883,000 3,883,000

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

総事業費
3,883,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 ％

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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　伊佐市避難所用機材整備事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

主要施策：第1次伊佐市総合振興計画後期基本計画（平成28年度～令和2年度）
政策3　　：自然と調和した快適な生活空間づくり
施策13　：防災体制の充実
　    市民の生命・財産を災害から守るために，市民自身の防災意識の高揚や，自助・共助・公助による
　　　防災体制の充実を図り，災害に強いまちの形成をめざします。

　　  目標：普段から災害に対する備えをしている市民の割合　（平成26年度現状値42.2％→令和2年度目標値70.0％）

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 伊佐市

交付金事業実施場所 伊佐市一円

交付金事業の概要

　伊佐市では，災害等に関しては伊佐市役所総務課交通消防防災係に対策本部を置き，地域のコミュニティ施設等を利用
して伊佐市内に公設避難所（22ヶ所，収容人数2,190人）及び福祉避難所（2ヶ所，収容人数320人）を計24ヶ所指定してい
ます。平成28年度にカセットボンベ式発電機を各避難所に配置することにより，必要最小限の電気を確保することができ
ていますが，令和元年9月の台風15号による千葉県での大規模停電を教訓に，大規模災害に対応できるガソリン発電機，投
光器等の防災備品を拠点となる避難所に設置することで，より一層避難所の防災体制の充実を図りました。
　〇防災用品・備蓄品一式
　投光器33台，発電機6台，防災倉庫4台，救急セット24セット，2つ折り担架4台，折りたたみベッド6台

平成28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1次伊佐市総合振興計画後期基本計画の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和3年度

評価年度の設定理由

第1次伊佐市総合振興計画後期基本計画の終期の翌年度に評価を実施。

成果目標 成果指標 単位 評価年度

普段から災害に対する
備えをしている市民の
割合70％

市民意識調査によ
る

成果実績 人

目標値 ％ 70



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の評価課室 伊佐市総務課

物品購入 指名競争入札 株式会社鹿児島消防防災（鹿児島市） 3,883,000

交付金事業の担当課室 伊佐市総務課

0 0 3,883,000

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

交付金充当額 0 0 3,883,000

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 0 0 3,883,000

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

伊佐市内の公設避難所における備品等の
整備台数

活動実績 台 － － 77

活動見込

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　投光器，発電機，防災倉庫，救急セット，2つ折り担架，折りたたみベッドを購入し，公設避難所の施設設備充実を図る
ことにより，普段市民が利用する公設避難所の防災設備を拡充することで，市民の防災意識向上にも貢献し，災害時に避
難者がより安心して避難できる施設となり，素早い避難につながると考えられます。また，大規模災害のような避難が長
期化する場合でも避難者や避難所の管理者が安心して過ごせるなど防災体制の充実にも寄与していると考えます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

台 － － 77

達成度 ％ － － 100



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
伊佐市避難所用機材整備強化事
業

伊佐市 886,160 886,160

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 備 考

総事業費
886,160

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 第1次伊佐市総合振興計画後期基本計画の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和3年度

評価年度の設定理由

第1次伊佐市総合振興計画後期基本計画の終期の翌年度に評価を実施。

成果目標 成果指標 単位 評価年度

普段から災害に対する
備えをしている市民の
割合70％

市民意識調査によ
る

成果実績 ％

目標値 ％ 70

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

主要施策：第1次伊佐市総合振興計画後期基本計画（平成28年度～令和2年度）
政策3　　：自然と調和した快適な生活空間づくり
施策13　 ：防災体制の充実
　    市民の生命・財産を災害から守るために，市民自身の防災意識の高揚や，自助・共助・公助による
　　　防災体制の充実を図り，災害に強いまちの形成をめざします。

　　  目標：普段から災害に対する備えをしている市民の割合　（平成26年度現状値42.2％→令和2年度目標値70.0％）

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 伊佐市

交付金事業実施場所 伊佐市一円

交付金事業の概要

　伊佐市では，災害等に関しては伊佐市役所総務課交通消防防災係に対策本部を置き，地域のコミュニティ施設等を利用
して伊佐市内に公設避難所（22ヶ所，収容人数2,190人）及び福祉避難所（2ヶ所，収容人数320人）を計24ヶ所指定してい
ます。平成28年度にカセットボンベ式発電機，令和2年上期に投光器，救急セット等を各避難所に配置し，避難所備品の充
実を図っていますが，令和2年7月豪雨，台風10号のような大規模災害に対応するべく，折りたたみベッド，折りたたみ式
マットレス等の防災備品を各避難所に設置することで，より一層避難所の防災体制の充実を図りました。

〇防災用品・備蓄品一式
折りたたみベッド8台，カセットガスコンロ24個，ヤカン24個，折りたたみ式マット400枚

平成28年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　伊佐市避難所用機材整備強化事業

番号 措置名 交付金事業の名称

達成度 ％



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の評価課室 伊佐市総務課

物品購入 指名競争入札 ミドリ安全鹿児島株式会社　国分営業所（霧島市） 886,160

交付金事業の担当課室 伊佐市総務課

0 0 886,160

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

交付金充当額 0 0 886,160

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 0 0 886,160

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

伊佐市内の公設避難所における備品等の
整備台数

活動実績 台 － － 456

活動見込

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　令和2年上期に投光器，救急セット等を各避難所に配置し，公設避難所の施設設備充実を図る事により，普段市民が利用
する公設避難所の防災設備を拡充することで，市民の防災意識向上を図り，災害時に避難者がより安心して避難できる避
難所としての機能強化を行いました。今回，折りたたみベッド，カセットガスコンロ，ヤカン，折りたたみ式マットを購
入し，大規模災害のような避難が長期化する場合でも避難者や避難所の管理者が安心して過ごせるなど防災体制の充実に
も寄与していると考えます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

台 － － 456

達成度 ％ － － 100



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
移動図書館車更新事業

出水市 16,000,000 16,000,000

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

総事業費
19,788,010

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（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5年度

図書館の年間貸出
し冊数7.50冊／人

図書館の年間貸出
冊数（個人）／出
水市人口

成果実績 冊/人

目標値 冊/人 7.50

達成度 ％

評価年度の設定理由

第二次出水市総合基本計画の終期の翌年度に評価を実施

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第二次出水市総合計画基本計画（平成30年度～令和4年度）
  第4章　郷土を愛し文化を伝え豊かな心を育むまちづくり
　　第1節　生涯学習の推進
　　　4　読書活動の推進
　　　　・全ての市民が読書を通して，感動する心を培い，想像力を育み，コミュニケーション
　　　　能力を身に付け，主体的に生きてゆく力を養うため，市と市民が協働して読書環境の整
　　　　備に努め，「読書活動日本一のまちづくり」を推進します。

　　目標：図書館の年間貸出し冊数　目標：7.50冊／人（令和4年度）

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 出水市

交付金事業実施場所 出水市本町地内

交付金事業の概要

　出水市が所有している移動図書館車の老朽化により，修繕や点検に費用を要するだけでなく，安全な運行の確保が危惧
されている状況です。
　今回，交付金を活用し，移動図書館車への更新を行うことで，高齢者，身障者等にも優しい構造や利用環境の改善が図
られ，住民一人当たりの貸出冊数の増加を促し，市における読書活動推進の向上ができました。
　移動図書館車　3.0トンATセミバス型　1台
　　全長　5,430㎜，全幅　2,100㎜，全高　2,600㎜，室内高　1,760㎜

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　移動図書館車更新事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 出水市教育委員会生涯学習課（読書推進室）

移動図書館車更新 指名競争入札 株式会社イズミ車体製作所（熊本県菊池郡大津町） 19,745,000

交付金事業の担当課室 出水市教育委員会生涯学習課（読書推進室）

重量税

自賠責保険料

-

-

- 7,500

24,780

0 0 0

0 0 16,000,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 19,788,010

交付金充当額 0 0 16,000,000

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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ － － 100

令和2年度

移動図書館車の更新台数

活動実績 台 － － 1

活動見込 台 －

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，移動図書館車を更新したことにより，安全な運行の確保が可能となりました。また，高齢者，身障
者等にも優しい構造や利用環境の改善が図られたことにより，住民一人当たりの貸出冊数の増加を促し，市における読書
活動推進の向上ができました。
　「図書館の住民一人当たりの年間貸出冊数」については，令和5年度に改めて達成度合いを測定予定です。

-

計 19,788,010

リサイクル料 - - 10,730









別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
国道328号（下知識地内）配水管
新設工事

出水市 7,000,000 7,000,000

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

総事業費
8,962,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 下知識地内の水道管整備計画による

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4年度

下知識町地内の水
道管新設整備率
100%

整備済延長/要整
備延長×100
（％）

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業更新計画の終期の翌年度に評価を実施

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第二次出水市総合計画基本計画(平成30年度～令和4年度）
　第2章　都市基盤が整った機能性の高い快適なまちづくり
　　第1節　計画的な土地利用
　　　  2　用途地域等の見直し
　　　　　用途地域等を見直し，土地利用の適正な規制及び誘導を行うことにより，都市機能の
　　　　適正配置と効率の良いまちづくりを推進する。

　目標：用途地域の面積　現状　439ha（平成30年度）　→　目標　580ha（令和4年度）

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 出水市

交付金事業実施場所 出水市下知識町地内

交付金事業の概要

　出水市で実施している地域地区の見直しに伴い，南九州西回り自動車道の出水ＩＣ周辺は今後，都市的土地利用に用い
られることが想定されるため，水道設備を充実させることで企業立地の促進を図りました。

　水道管新設　施工延長（平面）L=230.4m
　　　　　　　　　管布設延長　L=230.7m

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　国道328号（下知識地内）配水管新設工事

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 出水市　水道課

配水管新設工事 指名競争入札 有限会社川窪建設（出水市） 8,962,000

交付金事業の担当課室 出水市　水道課

0 0 0

0 0 7,000,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 8,962,000

交付金充当額 0 0 7,000,000

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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

230

達成度 ％ － － 100

令和2年度

新設した水道管の延長

活動実績 ｍ － － 230

活動見込 ｍ －

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　南九州西回り自動車道出水ＩＣ周辺の都市的土地利用を想定し，水道を供給できる地域を拡大することができました。
　引き続き，令和3年度には既存の横断管との接続のための整備を実施し，さらに安定的な水道の供給体制を整える予定で
す。
　「下知識地内の水道管新設整備率」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。







うち文部科学省分

うち経済産業省分

台 － 65 65

達成度 ％ － 100 100

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，故障等の不具合が生じていたベッド65台を更新することができました。
　これにより，入院患者や医療従事者に安全・快適な医療環境の提供が可能となりました。
　引き続き，利用者ニーズを踏まえ，市の基幹的な医療施設として，市民の満足する医療体制の充実に努めます。
　「入院患者満足度」については，令和3年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 0 20,304,000 20,130,000 40,434,000円（2ヶ年計）

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

病棟ベッド更新台数

活動実績 台 － 65 65

活動見込

交付金充当額 0 15,817,000 16,075,000

0 15,817,000 16,075,000

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

交付金事業の評価課室 出水総合医療センター総務課

設備更新 指名競争入札 アイティーアイ株式会社　八代支店（熊本県八代市） 20,130,000

交付金事業の担当課室 出水総合医療センター総務課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
中央公民館・文化会館非常照明
等改修工事

出水市 9,000,000 9,000,000

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

総事業費
12,045,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（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5年度

文化会館・音楽
ホール利用者数
56,000人

文化会館・音楽
ホール利用者数合
計

成果実績 人

目標値 人 56,000

達成度 ％

評価年度の設定理由

第二次出水市総合基本計画の終期の翌年度に評価を実施

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第二次出水市総合計画基本計画（平成30年度～令和4年度）
  第4章　郷土を愛し文化を伝え豊かな心を育むまちづくり
　　第4節　文化の振興
　　　2　文化活動推進と文化施設の機能維持・活用
　　　　・優れた芸術・文化に接する機会を設け，市民の文化活動への参加を促進します。
　　　　　また，地域に根ざした芸術・文化活動を行っている市民に，その成果の発表と交流の場を提供
　　　　する等の支援を行い，文化活動の推進を図ります。
　　　　　さらに，これらの活動拠点として文化施設の機能維持と活用に努めます。
　　目標：文化会館・音楽ホール利用者数
　　　現状54,660人（平成28年度）　目標56,000人（令和4年度）

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 出水市

交付金事業実施場所 出水市文化町地内

交付金事業の概要

　中央公民館及び文化会館は市民の文化活動の拠点施設となっているが，当該施設は運用開始から44年が経過し，施設内
の劣化が進んでいる状況です。
　電気設備においても，受変電装置や日常的な電気供給に必要な高圧ケーブル，非常時に電気を供給する直流電源装置等
の劣化が進んでいるため，常時，安定的な電気供給を行うために電気施設の改修を行いました。
　小型直流電源装置  1,000Ｗ　3台
　電池内蔵型非常照明　一式
　高圧ケーブル張替　　一式
　受変電装置　　　　　一式

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　中央公民館・文化会館非常照明等改修工事

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 出水市生涯学習課

中央公民館・文化会館非常照明等改修 一般競争入札 有限会社山門電気商会（出水市） 12,045,000

交付金事業の担当課室 出水市生涯学習課

0 0 0

0 0 9,000,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 12,045,000

交付金充当額 0 0 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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

3

達成度 ％ － － 100

令和2年度

文化会館及び文化会館の電源装置更
新台数

活動実績 台 － － 3

活動見込 台 －

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，中央公民館・文化会館非常照明等改修工事を実施したことにより，安定した電気の供給及び非常時
のおける利用者の安全確保が可能となり，安心した利用環境を提供することができるようになりました。
　「文化会館・音楽ホール利用者数」については，令和5年度に改めて達成度合いを測定予定です。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
原子力発電施設周辺地域加算給
付金交付事業

いちき串木野市 5,405,660 5,405,660

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

総事業費
5,405,660

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（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3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、事業実施翌年度早期に評価を実施。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

　小売電気事業者等から電気の供給を受けている住民・企業等に給付金を交付することで、原子力関連施設の設置・運転
の理解促進を図るとともに、地域住民の福祉の向上を図ります。

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 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市羽島・荒川地区

交付金事業の概要 小売電気業者等から電気の供給を受けている一般家庭、工場等に対する給付金

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　原子力発電施設周辺地域加算給付金交付事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 いちき串木野市企画政策課

交付金事業の担当課室 いちき串木野市企画政策課

加算給付金の交付 補助 一般財団法人電源地域振興センター（東京都中央区） 5,405,660

5,699,652 5,564,974 5,405,660

交付金事業の契約の概要

総事業費 5,699,652 5,564,974 5,405,660 16,670,286円（3ヵ年計）

交付金充当額 5,699,652 5,564,974 5,405,660

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

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

5,299,689

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

5,275,689

達成度 ％ 87.7 86.9 87.6

令和2年度

加算給付金の給付額（電灯需要家契
約口数×250円+電力需要家契約kw数
×63円）

活動実績 円 4,777,959 4,605,675 4,620,198

活動見込 円 5,445,141

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　当該地区の電灯需要家及び電力需要家に対して、従来の原子力立地給付金に加算（電灯需要家1戸あたり250円・電力需
要家1kWあたり63円）することで、住民の不均衡感を取り除き、地区住民の生活の安定を確保するとともに、原子力発電の
必要性についての理解につながり、地域住民の福祉の向上を図ることができました。

　加算給付金交付実績
　・電灯需要家3,582,000円（250円×14,328戸）
　・電力需要家1,038,198円
 　①　1kWあたり（63円×16,480kW＝1,038,240円）
 　②　0.5kW減額調整（0.5円×7口×12月＝42.0円）
 　③　①－②（1,038,240円－42円＝1,038,198円）



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
市道春日・曙町１号線道路改良
事業

いちき串木野市 9,800,000 9,800,000

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

総事業費
10,439,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（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3年度

市道春日・曙町1
号線における安全
に通行できる道路
の割合100％

安全に通行できる
道路延長/路線延
長×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

事業完了が年度末となるため，事業実施翌年度に評価を実施。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

　いちき串木野市第2次総合計画（前期計画）（平成29年度～令和3年度）
　第2部　基本計画
　第4章　利便性が高く美しいまちを創造する「快適な環境のまちづくり」
　第1節　社会基盤
　1）　道路・交通網の整備
 　1)-1　道路
   　基本的方向　市道については，周辺部への配慮や地域間の交流，円滑な移動の実現を
             　目指し，集落間のネットワーク道路として計画的な整備を図るとともに市
             　外地内の老朽化した側溝及び舗装の整備を行います。
　 　主要施策  （2）生活道路の充実　①生活道路の改良及び整備改修（側溝・舗装）

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 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市春日町地内

交付金事業の概要

　市道春日・曙町1号線（その他市道）は，主要地方道串木野港線に隣接し，串木野駅も近接していることから，地域住民
の生活道路として重要な役割を果たしています。路面や側溝の劣化が進行しており，併せて既存の側溝が一部開口型であ
ることから，歩行者等の通行に支障をきたしています。振動や交通安全対策等市民の福祉の向上を図り，市民の安全な生
活を確保するため，道路整備（排水工・舗装工）に交付金を充当しました。

市道春日・曙町1号線：施工延長 L=86ｍ　Ｗ=5.8～11.33ｍ　A=396㎡
                      排水工(落蓋300型)　L=168ｍ

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　市道春日・曙町1号線道路改良事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 いちき串木野市都市建設課

市道春日・曙町1号線道路改良 条件付き一般競争入札 有限会社　坂口組（いちき串木野市） 10,439,000

交付金事業の担当課室 いちき串木野市都市建設課

0 0 9,800,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 10,439,000

交付金充当額 0 0 9,800,000

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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

86

達成度 ％ － － 100

令和2年度

市道春日・曙町1号線における道路整
備延長

活動実績 ｍ － － 86

活動見込 ｍ －

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　当事業において舗装等の整備を行い，老朽化していた路面を改良したことで，車両走行時の安全性が向上し，また，近
隣住宅への振動や騒音の減少にもつながりました。
　今後も，老朽化した舗装や側溝の整備に努めます。



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
要した経費

交付金充当額 備 考

総事業費
20,400,000

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
市道桜町1号線外道路改良事業

いちき串木野市 19,000,000 19,000,000



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 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　市道桜町1号線外道路改良事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

　いちき串木野市第2次総合計画（前期計画）（平成29年度～令和3年度）
　第2部　基本計画
　第4章　利便性が高く美しいまちを創造する「快適な環境のまちづくり」
　第1節　社会基盤
　1）　道路・交通網の整備
 　1)-1　道路
   　基本的方向　市道については、周辺部への配慮や地域間の交流、円滑な移動の実現を
             　目指し、集落間のネットワーク道路として計画的な整備を図るとともに市
             　外地内の老朽化した側溝及び舗装の整備を行います。
　 　主要施策  （2）生活道路の充実　①生活道路の改良及び整備改修（側溝・舗装）

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 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市桜町地内

交付金事業の概要

　市道桜町1号線外（その他市道）は，2級市道桜通線に隣接しており，公民館も近接していることから，地域住民の生活
道路として重要な役割を果たしていますが，路面や側溝の劣化が進行しており，併せて既存の側溝がU型側溝（開口型）で
あることから，歩行者等の通行に支障をきたしています。振動や交通安全対策等市民の福祉の向上を図り，市民の安全な
生活を確保するため，道路整備（排水工・舗装工）に交付金を充当しました。

市道桜町1号線外：施工延長 L=157ｍ　Ｗ=5.94～11.7ｍ　 A=781㎡
　　　　　　　　　　排水工(落蓋300型) L=249m，排水工(落蓋400型) L=38m

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

市道桜町1号線外
における安全に通
行できる道路の割
合100％

安全に通行できる
道路延長/路線延
長×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

事業完了が年度末となるため，事業実施翌年度に評価を実施。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

計

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 いちき串木野市都市建設課

市道桜町1号線外道路改良工事 条件付き一般競争入札 株式会社マリン工業（いちき串木野市） 20,400,000

交付金事業の担当課室 いちき串木野市都市建設課

20,400,000

0 0 19,000,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 20,400,000

交付金充当額 0 0 19,000,000

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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

157

達成度 ％ － － 100

令和2年度

市道桜町1号線外における道路整備延
長

活動実績 ｍ － － 157

活動見込 ｍ －

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　当事業において舗装等の整備を行い，老朽化していた路面を改良したことで，車両走行時の安全性が向上し，また，近
隣住宅への振動や騒音の減少にもつながりました。
　今後も，老朽化した舗装や側溝の整備に努めます。



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
要した経費

交付金充当額 備 考

総事業費
16,020,000

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
市道島平・野元線道路改良事業

いちき串木野市 15,300,000 15,300,000



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 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　市道島平・野元線道路改良事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

　いちき串木野市第2次総合計画（前期計画）（平成29年度～令和3年度）
　第2部　基本計画
　第4章　利便性が高く美しいまちを創造する「快適な環境のまちづくり」
　第1節　社会基盤
　1）　道路・交通網の整備
 　1)-1　道路
   　基本的方向　市道については，周辺部への配慮や地域間の交流，円滑な移動の実現を
             　目指し，集落間のネットワーク道路として計画的な整備を図るとともに市
             　外地内の老朽化した側溝及び舗装の整備を行います。
　 　主要施策  （2）生活道路の充実　①生活道路の改良及び整備改修（側溝・舗装）

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 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市西島平町地内

交付金事業の概要

　市道島平・野元線は，近年，海の駅の開業により交通量が増加しました。路面等の老朽化に伴い，近隣の住宅では，大
型車両の通行時に大きな振動が発生していることから，改修事業に交付金を充当し，舗装等の整備を行い，住環境の改善
を図りました。
（事業量）
　施工延長　L=356ｍ 　W=6.3～10.15ｍ　A=2,251㎡

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

市道島平・野元線
における安全に通
行できる道路の割
合100％

安全に通行できる
道路延長/路線延
長×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

事業完了が年度末となるため，事業実施翌年度に評価を実施。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

計

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 いちき串木野市都市建設課

市道島平・野元線道路改良工事 条件付き一般競争入札 有限会社芹ヶ野建設（いちき串木野市） 16,020,000

交付金事業の担当課室 いちき串木野市都市建設課

16,020,000

0 0 15,300,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 16,020,000

交付金充当額 0 0 15,300,000

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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

354

達成度 ％ － － 100.6

令和2年度

市道島平・野元線における道路整備
延長

活動実績 ｍ － － 356

活動見込 ｍ －

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　当事業において舗装等の整備を行い，老朽化していた路面を改良したことで，車両走行時の安全性が向上し，また，近
隣住宅への振動や騒音の減少にもつながりました。
　今後も，老朽化した舗装や側溝の整備に努めます。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
市道浦和町1号線道路改良事業

いちき串木野市 8,000,000 8,000,000

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

総事業費
8,610,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（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3年度

市道浦和町1号線
における安全に通
行できる道路の割
合100％

安全に通行できる
道路延長/路線延
長×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

事業完了が年度末となるため，事業実施翌年度に評価を実施。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

　いちき串木野市第2次総合計画（前期計画）（平成29年度～令和3年度）
　第2部　基本計画
　第4章　利便性が高く美しいまちを創造する「快適な環境のまちづくり」
　第1節　社会基盤
　1）　道路・交通網の整備
 　1)-1　道路
   　基本的方向　市道については，周辺部への配慮や地域間の交流，円滑な移動の実現を
             　目指し，集落間のネットワーク道路として計画的な整備を図るとともに市
             　外地内の老朽化した側溝及び舗装の整備を行います。
　 　主要施策  （2）生活道路の充実　①生活道路の改良及び整備改修（側溝・舗装）

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 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市浦和町地内

交付金事業の概要

　市道浦和町1号線（その他市道）は，主要地方道串木野港線に隣接し，1級市道浜田通線にも接続していることから，地
域住民の生活道路として重要な役割を果たしていますが，路面や側溝の劣化が進行しており，歩行者等の通行に支障をき
たしています。振動や交通安全対策等市民の福祉の向上を図り，市民の安全な生活を確保するため，道路整備（排水工・
舗装工）に交付金を充当しました。

市道浦和町1号線：施工延長 L=152ｍ　Ｗ＝3.24～8.74ｍ　A=538㎡
　　　　　　　　　排水工(落蓋250型) L=31ｍ，排水工(落蓋300型) L=48ｍ

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　市道浦和町1号線道路改良事業

番号 措置名 交付金事業の名称



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等

　当事業において舗装等の整備を行い，老朽化していた路面を改良したことで，車両走行時の安全性が向上し，また，近
隣住宅への振動や騒音の減少にもつながりました。
　今後も，老朽化した舗装や側溝の整備に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

152

達成度 ％ － － 100

令和2年度

市道浦和町1号線における道路整備延
長

活動実績 ｍ － － 152

活動見込 ｍ －

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

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

－

総事業費 0 0 8,610,000

交付金充当額 0 0 8,000,000

0 0 8,000,000

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

交付金事業の評価課室 いちき串木野市都市建設課

8,610,000

交付金事業の担当課室 いちき串木野市都市建設課

計

市道浦和町1号線道路改良工事 条件付き一般競争入札 有限会社福薗建設（いちき串木野市） 8,610,000



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
要した経費

交付金充当額 備 考

総事業費
16,690,000

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
市道塩屋町2号線道路改良事業

いちき串木野市 16,200,000 16,200,000



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 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　市道塩屋町2号線道路改良事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

　いちき串木野市第2次総合計画（前期計画）（平成29年度～令和3年度）
　第2部　基本計画
　第4章　利便性が高く美しいまちを創造する「快適な環境のまちづくり」
　第1節　社会基盤
　1）　道路・交通網の整備
 　1)-1　道路
   　基本的方向　市道については，周辺部への配慮や地域間の交流，円滑な移動の実現を
             　目指し，集落間のネットワーク道路として計画的な整備を図るとともに市
             　外地内の老朽化した側溝及び舗装の整備を行います。
　　 主要施策  （2）生活道路の充実　①生活道路の改良及び整備改修（側溝・舗装）

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 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市塩屋町地内

交付金事業の概要

　市道塩屋町2号線（その他市道）は，1級市道島平・野元線に接続し，沿線には市営住宅もあることから，地域住民の生
活道路として重要な役割を果たしています。路面や側溝の劣化が進行しており，併せて既存の側溝がU型側溝（開口型）で
あることから，歩行者等の通行に支障をきたしています。振動や交通安全対策等市民の福祉の向上を図り，市民の安全な
生活を確保するため，道路整備（排水工・舗装工）に交付金を充当しました。

市道塩屋町2号線：施工延長 L=136ｍ　Ｗ＝5.94～12ｍ　A=700㎡
　　　　　　　　 排水工(落蓋300型)　L=241ｍ

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

市道塩屋町2号線
における安全に通
行できる道路の割
合100％

安全に通行できる
道路延長/路線延
長×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

事業完了が年度末となるため，事業実施翌年度に評価を実施。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

いちき串木野市都市建設課

16,690,000

交付金事業の担当課室 いちき串木野市都市建設課

計

市道塩屋町2号線道路改良工事 条件付き一般競争入札 有限会社芹ケ野建設（いちき串木野市） 16,690,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室

0 0 16,200,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 16,690,000

交付金充当額 0 0 16,200,000

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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

136

達成度 ％ － － 100

令和2年度

市道塩屋町2号線における道路整備延
長

活動実績 ｍ － － 136

活動見込 ｍ －

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　当事業において舗装等の整備を行い，老朽化していた路面を改良したことで，車両走行時の安全性が向上し，また，近
隣住宅への振動や騒音の減少にもつながりました。
　今後も，老朽化した舗装や側溝の整備に努めます。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
福祉バス更新事業

いちき串木野市 15,510,000 15,510,000

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

総事業費
15,510,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（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4年度

研修への満足度
80％以上

アンケート調査に
よる

成果実績 ％

目標値 ％ 80

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業実施後，翌年度の実績により評価を実施するため。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

いちき串木野市第2次総合計画（前期計画）（平成29年度～令和３年度）
第2部　基本計画
第2章　健康で文化的な生活を営める「元気で安心できるまちづくり」
第2節　保健・医療・福祉
４）　高齢者福祉の充実　主要施策
(３)高齢者の生きがいと社会参加の促進
①高齢者クラブ等の運営・活動支援
目標：高齢者クラブ数　54クラブ（平成28年度）→57クラブ（令和3年度）

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 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市昭和通

交付金事業の概要

　高齢者クラブの研修と，それに伴う福祉バスの運行は，年間を通して160件，延べ2,846人（平成30年度）となってお
り，当活動は高齢者福祉に一定程度寄与しています。
　しかしながら，現行のバスは平成15年8月から運行しているもので，令和2年3月末で16年を経過し，走行距離も22万7千
㎞を超え，老朽が進んでおり，専任の運転手により，定期的な点検整備を実施していますが，駆動系統並びに制御系統の
部品の経年劣化による故障が頻発しており，運行中に機関が急停止するなど，利用者の安全性についての課題があること
から，福祉バスの更新を行いました。

・中型バス　乗車定員：41人　　1台
・全長8,990mm　全幅2,340㎜，全高3,035㎜
・直列4気筒　総排気量5,123 
・6速ＡＭＴ
・クラウチングシステム車高調

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　福祉バス更新事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 いちき串木野市福祉課

福祉バスの更新 指名競争入札 いすゞ自動車九州株式会社川内支店（薩摩川内市） 15,510,000

交付金事業の担当課室 いちき串木野市福祉課

0 0 15,510,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 15,510,000

交付金充当額 0 0 15,510,000

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

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

0

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ 0 0 100

令和2年度

福祉バスの更新台数

活動実績 台 0 0 1

活動見込 台 0

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本事業において，福祉バスを更新したことにより，バスの運行時における安心安全の確保につながるものと考えます。
　今後，この整備されたバスを活用することにより，高齢者福祉の向上を目指します。
　「研修への満足度」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定する予定です。









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
要した経費

交付金充当額 備 考

総事業費
7,403,000

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
串木野環境センターパワーショ
ベル更新事業

いちき串木野市 7,403,000 7,403,000



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 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　串木野環境センターパワーショベル更新事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

　いちき串木野市第2次総合計画（前期計画）（平成29年度～令和3年度）
　第2部　基本計画
　第2章　健康で文化的な生活を営める「元気で安心できるまちづくり」
　第1節　生活環境
　 2）　ごみ処理の充実
　基本的方向
　(1)市民への資源物分別収集の啓発など、ごみの減量化及び再資源化の促進に積極的に取り組みます。
　指標：令和29年度基準→令和3年度目標
　　　・リサイクル率（11.6％→20％）　・１人１日当たりのごみの排出量（960ｇ→900ｇ）

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 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市冠嶽

交付金事業の概要

　一般廃棄物の焼却処分機能を有する串木野環境センターには、令和元年度実績で市内全域から3,672件、延べ約600ｔの
量の草木が搬入されており、場内での積込み、仮置き、移動等の作業は全て1台のパワーショベルで行っています。
　また、環境センターでは、量の調整をしながら一般廃棄物の焼却処理を行う必要があり、一旦運び込まれた草木は一時
貯留され、日々、適量を焼却炉に運搬し処分を行っています。このような、積込み、仮置き、運搬等の作業にパワーショ
ベルは欠かせず、重要な役割を担っていますが、現行機は、令和元年度末の時点で22年が経過し、経年劣化により故障が
頻発しており、業務に支障をきたしていたため、更新を行いました。

・パワーショベル　1台　　・運転質量　7,200㎏　　・エンジン形式　直噴ディーゼル
・定格出力　41.8ｋW　・標準バケット容量　0.28 
・全長5,880mm　全幅2,320mm　全高2,690mm
・機械式フォーククロー付属

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4年度

草木の年間処理量
600ｔ

年間搬入量に対す
る処理量（年間実
績）

成果実績 ｔ

目標値 ｔ 600

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業実施後、令和３年度の実績により評価を実施するため。



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等

　当事業において、パワーショベルを更新したことで、一般廃棄物処分場での草木の積込みや運搬に係る作業効率が向上
したものと考えられます。今後、この整備されたパワーショベルを活用することにより、市民の生活環境の向上に努めま
す。
　「草木の年間処理量」については、令和4年度に改めて達成度合いを測定する予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ － － 100

令和2年度

パワーショベルの更新台数

活動実績 台 － － 1

活動見込 台 －

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

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

－

総事業費 0 0 7,403,000

交付金充当額 0 0 7,403,000

0 0 7,403,000

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

交付金事業の評価課室 いちき串木野市市民生活課

串木野環境センターパワーショベル更新 指名競争入札 南国殖産株式会社川内支店（薩摩川内市） 7,403,000

交付金事業の担当課室 いちき串木野市市民生活課









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
要した経費

交付金充当額 備 考

総事業費
2,912,162

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
デジタル防災行政無線維持運営
事業

鹿児島市 2,500,000 2,500,000



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 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　デジタル防災行政無線維持運営事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

　第五次鹿児島市総合計画
　　後期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　　基本目標4　健やかに暮らせる　安全で安心なまち
　　6　総合的な危機管理・防災力の充実～危機や災害に強い安心安全なまち
　　　づくりを進めます！～
　　　　災害危険場所等の把握や，地震・津波による被災抑制等の防災対策事業
　　　を促進するとともに，市民及び国　県などの関係機関との緊密な連携と協
　　　力による総合的な防災体制を充実します。

　　目標：「災害に強いまちである」と感じる市民の割合　50.0％（令和3年度）

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 鹿児島市

交付金事業実施場所 鹿児島市内全域

交付金事業の概要

　鹿児島市では，第5次総合計画に基づき，災害対策設備等の充実を進めており，災害時に市民に対して防災や避難に関す
る情報伝達等を迅速・確実に行うために必要なデジタル防災行政無線の維持運営経費のうち，同報系デジタル防災行政無
線設備の地域コミュニティ基地局等の回線使用料に交付金を充当しました。

・自動電話応答機能及び地域コミュニティ基地局86局の回線使用料　10ヶ月分

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

「災害に強いまち
である」と感じる
市民の割合50.0％

市民意識アンケー
ト調査

成果実績 ％

目標値 ％ 50

達成度 ％

評価年度の設定理由

第五次鹿児島市総合計画後期基本計画の評価年度



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等

　防災行政無線を適切に維持運営することにより，災害発生時に，一斉に避難情報などの緊急情報を伝達することがで
き，市民生活の安全性を確保することができました。今後も継続して総合的な防災体制の充実に努めます。
　「「災害に強いまちである」と感じる市民の割合」については，令和3年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

365

達成度 ％ 100 100 100

令和2年度

防災行政無線の放送日数

活動実績 日 365 366 365

活動見込 日 365

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

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

366

総事業費 5,685,205 5,904,325 2,912,162 14,501,692円（3ヵ年計）

交付金充当額 4,000,000 5,000,000 2,500,000

4,000,000 5,000,000 2,500,000

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

交付金事業の評価課室 鹿児島市危機管理課

デジタル防災行政無線維持運営事業（自動電話応答機能等） 随意契約（特命） 西日本電信電話株式会社鹿児島支店（鹿児島市） 2,912,162

交付金事業の担当課室 鹿児島市危機管理課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1 福祉対策措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
大量軽石火山灰対応計画に係る
避難シミュレーション事業

鹿児島市 7,500,000 7,500,000

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

総事業費
19,250,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（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3年度

「災害に強いまち
である」と感じる
市民の割合50.0％

市民意識アンケー
ト調査

成果実績 ％

目標値 ％ 50

達成度 ％

評価年度の設定理由

第五次鹿児島市総合計画後期基本計画の評価年度

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第五次鹿児島市総合計画
　後期基本計画（平成29年度～令和3年度）
　基本目標4　健やかに暮らせる　安全で安心なまち
　6　総合的な危機管理・防災力の充実
　　　～危機や災害に強い安心安全なまちづくりを進めます！～
　　Ⅴ　総合的な桜島爆発・降灰対策の推進
　　　桜島の大規模噴火に備えるため，市民及び関係機関との連携により，避難計画の充実，
　　　長期的な避難生活支援対策や大量降灰対策の検討など，全島避難を要する噴火への対
　　　策を推進します。

　目標：「災害に強いまちである」と感じる市民の割合　50.0％（令和3年度）

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 鹿児島市

交付金事業実施場所 鹿児島市内全域

交付金事業の概要

　鹿児島市では，令和元年度に鹿児島市地域防災計画桜島火山対策大量軽石火山灰対応計画に基づき，鹿児島市街地側へ
避難情報を発表した際の避難促進のための処置・対策案を検討しました。
　今回，避難促進のための処置・対策の実効性を高めるために，避難にかかる時間の推計の他，車両交通制限等の施策の
効果検証を行う業務委託料に交付金を充当しました。

大量軽石火山灰対応計画に係る避難シミュレーション業務委託料
(1) 避難完了時間の推計
(2) 渋滞箇所の抽出
(3) 処置・対策の効果検証

1 福祉対策措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　大量軽石火山灰対応計画に係る避難シミュレーション事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 鹿児島市危機管理課

交付金事業の担当課室 鹿児島市危機管理課

大量軽石火山灰対応計画に係る避難シ
ミュレーション

随意契約（特命） 株式会社アイ・ディー・エー（群馬県高崎市） 19,250,000

0 0 7,500,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 19,250,000

交付金充当額 0 0 7,500,000

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

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

-

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ - - 100

令和2年度

シミュレーション業務結果報告書の
作成

活動実績 式 - - 1

活動見込 式 -

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　桜島の大規模噴火時における市街地側の対策をとりまとめた「大量軽石火山灰対応計画」に基づく避難シミュレーショ
ンの実施により，計画の課題と対応策が明らかになり，シミュレーション結果を踏まえた計画の修正を行うことができま
した。今後も継続して計画の実効性を高め，火山災害対策の充実に努めます。
　「災害に強いまちである」と感じる市民の割合については，令和3年度に改めてアンケート調査を実施する予定です。





Ⅱ．事業評価個表（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

令和4年度

評価年度の設定理由

第2次肝付町総合振興計画の評価年度の翌年度に評価を実施

成果目標 成果指標 単位 評価年度

【入込観光客数】
41万人

町内の入れ込み観
光客数計

成果実績 人

目標値 人 410,000

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次肝付町総合振興計画（基本計画〈前期〉：平成29年～令和3年度）
　基本目標１　経済・産業　地域資源のブランド化と融合により，新たな活力を創生するまちづくり
　　基本方針⑥　観光の振興
  （3）観光施設の整備・改善
　　　 既存施設・設備の補修　設置以来年月が経過し劣化している施設の補修を行い，長寿命化を図ります。

       指標　 入込観光客数　現状37万人（平成29年度）　目標→41万人（令和3年度）

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 肝付町

交付金事業実施場所 肝付町新富

交付金事業の概要

　やぶさめの里総合公園は，住民の健康増進やレクリエーションの拠点であるとともに観光・交流の主要施設とし位置づ
けられており，世代を問わず多くの人に利用されていますが，公園を適正に管理するための芝刈り機が故障していること
から，広大な公園敷地を管理するための芝刈り機の更新を行いました。

　自走式芝刈機　1台
（刈幅　630mm，刈高　20～80mm，排気量　251cc，最大出力　5.9kW，始動方式　リコイル式，
　タンク容量　6.0リットル，能率　1.58反/h）

令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　やぶさめの里総合公園景観整備用芝刈機購入事業

番号 措置名 交付金事業の名称

達成度 ％





別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1 地域活性化措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
肝付町マスコットキャラクター
情報提供･発信事業

肝付町 1,015,300 1,015,300

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

総事業費
1,015,300

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（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4年度

【交流人口の増
加】60,000人

肝付町内の各イベ
ント合計来場者数

成果実績 人

目標値 人 60,000

達成度 ％

評価年度の設定理由

第2次肝付町総合振興計画の評価年度の翌年度に評価を実施

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次肝付町総合振興計画（基本計画<前期>：平成29年度～令和3年度）
　　基本目標5　行財政・協働　地域が核となり，協働型社会を実現するまちづくり
　　　基本方針②　交流活動の充実（1）域内・域外交流の充実
　　　　地域資源を活かしたイベント（飲食・スポーツ・ロケット打ち上げ）等の開催による交流推進を図ります。
　　　　指標　交流人口の増加　現状52,002人（平成29年度）→目標60,000人（令和3年度）

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 肝付町

交付金事業実施場所 肝付町南方地内

交付金事業の概要

　肝付町は町の観光ＰＲ等を目的に，マスコットキャラクター「いて丸」のイベント参加やＰＲ動画撮影，地域団体の貸
し出しを行っていますが，着ぐるみの取得から8年以上が経過しており，内外部の劣化が激しく，イベント等で使用する際
に支障が出ているため，今後も引き続きイベント等に参加し，肝付町のＰＲを十分に行うため，着ぐるみの更新を行いま
した。
　着ぐるみ　1体（本体，収納袋及びBOX，オプション）

1 地域活性化措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　肝付町マスコットキャラクター情報提供･発信事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 肝付町産業創出課

備品購入 指名競争入札 日本サンモルド株式会社（大阪府箕面市） 1,015,300

交付金事業の担当課室 肝付町産業創出課

0 0 1,015,300

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 1,015,300

交付金充当額 0 0 1,015,300

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

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

-

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ - - 100

令和2年度

マスコットキャラクターの更新数

活動実績 体 - - 1

活動見込 体 -

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，イベント等での使用に際し，支障なく本町のＰＲが可能となりました。
「交流人口の増加」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。



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
要した経費

交付金充当額 備 考

総事業費
330,000

1 地域活性化措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
肝付町交流人口拡大事業

肝付町 330,000 330,000



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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　肝付町交流人口拡大事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次肝付町総合振興計画（基本計画<前期>：平成29年度～令和3年度）
　基本目標⑤　行財政・協働　地域が核となり，協働型社会を実現するまちづくり
　　基本方針②　交流活動の充実
　　（2）指標【交流人口の増加】（現状：平成29年度）52,002人⇒（目標値：令和3年度）60,000人
　　（3）基本施策1　域内・域外交流の充実

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 肝付町

交付金事業実施場所 肝属郡肝付町南方

交付金事業の概要

　肝付町では現在，町内イベントや広域での取り組みを通じ，観光入込客数の増加を目指しています。
　当取り組みの中で，交流人口拡大のため実施する町内イベント等で，イベントを支援するための「歓迎」という文字の
入った肝付町オリジナルの旗を使用していますが，平成24年度以前に製作したものであり，劣化が激しいため，肝付町に
来られたお客様に対し，気持ちよく観光を楽しんでいただくために歓迎旗の更新を行いました。

【肝付町歓迎旗仕様】
　生　地　：カラー印刷
　寸　法　：1000mm×600mm
　本　数　：200セット
　その他　：チチ（4か所）
　デザイン：3種類

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4年度

【交流人口の増
加】60,000人

肝付町内の各イベ
ント合計来場者数

成果実績 人

目標値 人 60,000

達成度 ％

評価年度の設定理由

第2次肝付町総合振興計画の評価年度の翌年度に評価を実施



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等

　本交付金の活用により，イベント等での使用に際し，支障なく肝付町への歓迎が可能となりました。
「交流人口の増加」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

200

達成度 ％ － － 100

令和2年度

歓迎旗の更新本数

活動実績 本 － － 200

活動見込 本 －

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

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

－

総事業費 0 0 330,000

交付金充当額 0 0 330,000

0 0 330,000

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

交付金事業の評価課室 肝付町産業創出課

備品購入 指名競争入札 株式会社　綜合印刷（鹿屋市） 330,000

交付金事業の担当課室 肝付町産業創出課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （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

総事業費
4,765,390

（単位：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

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
塚崎古墳群維持管理用トラク
ター更新事業

肝付町 4,374,900 4,374,900



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　塚崎古墳群維持管理用トラクター更新事業

事業期間の設定理由

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和4年度

歴史民俗資料館
の入館者数1,300
人

年間入館者数（令
和3年度）

成果実績 人

目標値 人 1,300

達成度 ％

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

　第2次肝付町総合振興計画（基本計画<前期>：平成29年度～令和3年度）
　　基本目標④　教育・文化　生きがいと心豊かな人材、伝統と文化を育むまちづくり
　　　基本方針③　地域文化の振興
　　　　(2)指標【歴史民俗資料館の入館者数】(現状：平成29年度)740人⇒(目標値：令和３年度)20％増
　　　　　※成果目標値について、令和元年度時点で上記目標を達成しているため、
　　　　　　令和元年度入館者数（1,065人）の20％増で設定（1,065人×1.2≒1,300人）
　　　　(3)基本施策２　文化財、歴史資源の発掘・保全・活用
　　　　　塚崎古墳群の保存整備、二階堂家住宅環境整備をはじめ、各文化財の保存・整備や文化財を活用した
　　　　　教育普及活動をこれからも継続して行います。

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 肝付町

交付金事業実施場所 肝属郡肝付町野崎地内

交付金事業の概要

　肝付町内にある塚崎古墳群(個人または町所有の59基の古墳からなる古墳群)の維持補修のために必要なトラクターの更
新を行う事業である。肝付町生涯学習課が保有し、塚崎古墳群維持管理用として現在使用しているトラクターは、昭和61
年型のものであり、別課が経年劣化のため使用しなくなり、廃棄予定だったものを修繕し部品交換を行うことで稼働させ
ている状況であった。
　肝付町内の文化財である塚崎古墳群は国指定史跡に登録されており歴史的な価値が高いものである。教育普及・地域振
興のため、策定された塚崎古墳群保存活用計画に基づいて整備を行っていく段階にある。そのためには公有地化した塚崎
古墳群の維持管理のために塚崎古墳群維持管理用トラクターの早急な更新が必要であるため、交付金を充当し、トラク
ターの更新を行った。

塚崎古墳群維持管理用トラクター　１台
(内訳)
・車体　トラクター
・前部ウエイトセット一式
・付属品　ニプロロータリー

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 肝付町教育委員会生涯学習課

備品購入 指名競争入札 白坂農機（肝属郡肝付町） 4,752,000

交付金事業の担当課室 肝付町教育委員会生涯学習課

任意保険加入 随意契約 一般財団法人全国自治協会（東京都千代田区） 13,390

4,765,390計

0 0 4,374,900

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 4,765,390

交付金充当額 0 0 4,374,900

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

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

－

第2次肝付町総合振興計画の評価年度の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等

　本交付金の活用により，当該施設の適正な管理が可能となりました。引き続き，策定された塚崎古墳群保存活用計画に
基づいて整備し，文化財を活用した教育普及活動の充実を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ － － 100

令和2年度

塚崎古墳群維持管理用トラクター更
新台数

活動実績 台 － － 1

活動見込 台 －

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









別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
錦江町消防団広報車整備事業

錦江町 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 備 考

総事業費
4,400,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（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4年度

広報回数15回
令和3年度広報回
数実績

成果実績 回

目標値 回 15

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業実施の翌年度の数値により評価を行う

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次錦江町総合振興計画（平成27年度～令和6年度）
　9　災害に強く，住民の生命・財産を守るまちづくり
　　9-1　災害対策の充実化
　　　3．基本方針
　　　　①消防施設整備の拡充
　　　　　 消火栓の地上化とともに，消防車両の計画的な更新を図ります。

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 錦江町

交付金事業実施場所 錦江町大字城元地内

交付金事業の概要

　錦江町では，消防7分団，女性消防隊，役場消防隊（団員221名）と南部消防署で，錦江湾から山間部に至るまでの地域
と7,382名の住民の生命財産を守るために防火予防対策に努め不測の事態に備えています。
　各分団は消火活動など災害発生又は発生後の活動が主であり，また，女性消防隊は平常時の防火・防災の教育，啓発を
主としていることから，平常時の防火・防災の広報及び火災を含む災害時の避難誘導の広報に寄与するための消防団広報
車を整備しました。

（事業量）
　軽箱バン（1台，ＡＴ，4ＷＤ），艤装，附属品

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　錦江町消防団広報車整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 錦江町総務課

車両購入 指名競争入札 鹿児島森田ポンプ株式会社（鹿児島市） 4,400,000

交付金事業の担当課室 錦江町総務課

0 0 4,400,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 4,400,000

交付金充当額 0 0 4,400,000

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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ － － 100

令和2年度

消防団広報車の整備台数

活動実績 台 － － 1

活動見込 台 －

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　交付金を活用し，錦江町消防団に広報車を整備することができ，以前より予防消防である広報活動の充実が図られるよ
うになりました。車両の整備後は，春の火災予防週間を中心に7回の広報活動を行い，町内全域に防火の啓発を行いまし
た。今後も定期的な広報活動を行い住民の防火・防災の意識の向上及び災害時の避難広報に努めていきます。
　なお，「広報回数」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1 地域活性化措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
学校教育施設等管理運営事業
（幼稚園）

薩摩川内市 134,200,000 134,200,000

2
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
学校教育施設等管理運営事業
（小中学校）

薩摩川内市 103,000,000 103,000,000
総事業費

137,768,529

（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

総事業費
152,914,629



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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　学校教育施設等管理運営事業（幼稚園）

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

　第2次総合計画（後期基本計画：令和2年度～令和6年度）
　　政策Ⅴ次世代を担う人と文化を育むまちづくり
　　　施策1未来をたくましく生きる力を育む教育の推進
　　　②知・徳・体の調和のとれた生きる力を育む教育の推進

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 薩摩川内市

交付金事業実施場所 薩摩川内市一円

交付金事業の概要

　薩摩川内市では，総合計画政策Ⅴ【教育・文化】次世代を担う人と文化を育むまちづくりの「施策1未来をたくましく生
きる力を育む教育の推進」に取り組んでおり，知・徳・体の調和のとれた生きる力を育む教育の推進，発育段階に応じた
幼児教育を展開・維持するため，市内8幼稚園の教諭及び専門員の人件費に交付金を充当しました。

　■幼稚園　　　　　　　 8園
　○幼稚園教諭　　　　：26名
　　幼稚園教諭業務専門員：7名
　　内32名)1年間の人件費(4月～3月)
　　内1名)6ヶ月の人件費(10月～3月)
　○幼稚園行政事務専門員：1名
　　7ヶ月の人件費(9月～3月)

事業期間の設定理由

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和4年度

学校関係者におけ
る年度末評価の平
均値　3.6以上

8幼稚園において
行われる学校関係
者における4段階
評価の平均値

成果実績 点

目標値 点 3.6

達成度 ％



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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

令和2年度の事業完了後、翌年度の成果指標を評価するため。

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、市内8幼稚園に在籍する幼稚園教諭26名、幼稚園教諭業務専門員7名及び幼稚園行政事務専門員1
名の人件費の一部に充当することができました。これにより、幼稚園の安定的な管理運営体制が確立され幼稚園教育の充
実が図られ、園児の健全な育成に寄与することができました。
　各年度の教育課程終了後に実施される「学校関係者における年度末評価の平均値（成果目標）」については、令和4年度
に改めて達成度合いを測定予定です。今後も本事業を継続し、更なる幼児教育の充実を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

396

達成度 ％ 100 91 88

令和2年度

幼稚園教諭及び幼稚園教諭業務専門
員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 420 402 350

活動見込 人月 420

学校関係者評価委員（各中学校区の学校・幼稚園のＰＴＡ等関係者（各1人）、地区コミ代表（各1人）、教職経験者等の
適任者（中学校区1人）、事務局校長（各中学校区1人）※中学校区で20人を超えない範囲。

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

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

444

総事業費 173,914,545 151,529,842 152,914,629 478,359,016円（3ヶ年計）

交付金充当額 117,533,000 112,181,000 134,200,000

117,533,000 112,181,000 134,200,000

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

交付金事業の評価課室 薩摩川内市教育委員会教育部教育総務課

交付金事業の担当課室 薩摩川内市教育委員会教育部教育総務課

人件費 雇用
幼稚園教諭26名及び幼稚園教諭業務専門員7名及び
幼稚園行政事務専門員1名

152,914,629



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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　学校教育施設等管理運営事業（小中学校）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 薩摩川内市

交付金事業実施場所 薩摩川内市一円

交付金事業の概要

　薩摩川内市では，総合計画政策5【教育・文化】次世代を担う人と文化を育むまちづくりの「施策1未来をたくましく生
きる力を育む教育の推進」に取り組んでおり，学校教育環境の保全及び小中学校義務教育の充実を図り，健全な育成に寄
与するため，市内26小学校及び11中学校及び1義務教育学校の学校主事及び専門員の人件費に交付金を充当しました。

　■小学校　　　  　　 26校（学校主事：15名、学校用務専門員：11名）
　■中学校　　　　　　 11校（学校主事： 7名、学校用務専門員： 4名）
　■義務教育学校      　1校（学校主事：1名）
　計 学校主事：23名、学校用務専門員：15名　1年間の人件費（4月～3月）

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次総合計画（後期基本計画：令和2年度～令和6年度）
　政策Ⅴ次世代を担う人と文化を育むまちづくり
　　施策1未来をたくましく生きる力を育む教育の推進
　　②知・徳・体の調和のとれた生きる力を育む教育の推進

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4年度
38小中学校において行われ
る学校関係者評価におけ
る、学校の環境整備や施設
の維持管理に係る2項目の4
段階評価の平均値　3.6以
上

38小中学校において行
われる学校関係者評価
における、学校の環境
整備や施設の維持管理
に係る2項目の4段階評
価の平均値

成果実績 ％

目標値 点 3.6

達成度 ％

評価年度の設定理由

令和2年度の事業完了後、翌年度の成果指標を評価するため。



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等

　本交付金の活用により、市内26小学校、11中学校及び1義務教育学校の学校主事23名、学校用務専門員15名の人件費の一部に充当
することができました。
　これにより、安定的な管理運営体制が確立され、学校教育環境の保全及び小・中・義務教育学校の充実が図られ、生徒の健全な育
成に寄与することができました。
　「学校関係者評価委員における学校の環境整備や施設の維持管理に係る2項目の数値平均」については、令和4年度に改めて達成度
合いを測定予定です。今後も本事業を継続し、小・中・義務教育学校の充実を図る予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

学校関係者評価委員（各中学校区の学校・幼稚園のＰＴＡ等関係者（各1人）、地区コミ代表（各1人）、教職経験者等の
適任者（中学校区1人）、事務局校長（各中学校区1人）※中学校区で20人を超えない範囲。

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

学校主事及び学校用務専門員の雇用
量
（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 480 453 425

活動見込 人月 528 504 456

達成度 ％ 91 90 93

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 156,464,671 149,977,720 137,768,529 444,210,920円（3ヶ年計）

交付金充当額 134,000,000 112,440,000 103,000,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市教育委員会教育部教育総務課

交付金事業の評価課室 薩摩川内市教育委員会教育部教育総務課

134,000,000 112,440,000 103,000,000

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

人件費 雇用 学校主事23名及び学校用務専門員15名 137,768,529





Ⅱ．事業評価個表（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4年度

樋脇学校給食セン
ター給食実施率

100％

樋脇学校給食センター給食実施日数
（日）／樋脇学校給食センター給食

実施計画日数（日）
（※施設の不備以外による未実施日

は実施計画日数から除く）

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

令和2年度設備整備完了後の翌年度の成果指標をもとに評価するため

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次薩摩川内市総合計画（後期基本計画）
政策：政策5　教育文化　次世代を担う人と文化を育むまちづくり
薩摩川内市教育振興基本計画（令和2年度～令和6年度）
施策の方向：知・徳・体の調和のとれた生きる力を育む教育の推進
施策：学校給食の充実
　ア学校給食の管理，運営体制の整備
　　　学校給食センターにおいては，施設設備の日常点検，定期点検を行いながら，安全・安心でおいしい学校給食
    の提供に努めるとともに，老朽化した施設設備については，年次的に整備に努め適正な運営を図ります。
　イ安全・安心な学校給食の充実
　　　安全・安心な食材の使用や地場産物の活用を推進するために関係機関との連携を図ります。

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 薩摩川内市

交付金事業実施場所 薩摩川内市樋脇町

交付金事業の概要

　薩摩川内市には5ケ所（川内・樋脇・入来・里・下甑）の学校給食センターがありますが，各学校給食センターは開設か
ら15年～34年経過していることから，備品の老朽化に伴う修繕が頻発している状況で，年次的に備品の更新を行う計画で
す。
  今年度は樋脇学校給食センターの備品の更新に交付金を充当しました。

樋脇学校給食センター
　・ボイラー　一式
 　 ボイラー　サムソン　EB-500PN　1台，軟水器　サムソン　SS-2DJ　1台，薬注装置　サムソン　CP-W-30　1台

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　学校給食センター施設整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 薩摩川内市教育委員会  学校教育課

物品売買契約 指名競争入札 株式会社　カクイチ商店（薩摩川内市） 4,147,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市教育委員会  学校教育課

0 0 3,732,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 4,147,000

交付金充当額 0 0 3,732,000

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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ － － 100

令和2年度

薩摩川内市内の学校給食センター
施設整備台数

活動実績 台 － － 1

活動見込 台 －

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，樋脇学校給食センターに設置されていた老朽化したボイラーを更新することができました。
　今回の更新は，安定した給湯及び広い調理スペースの確保につながり，安心して調理業務を遂行できる環境を整えるこ
とができました。これにより，より一層安全で安心な給食の提供が図られ，児童・生徒の食育に寄与出来ました。
　「樋脇学校給食センター給食実施率」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
東部消防署非常用発電設備改修
工事事業

薩摩川内市 24,910,000 24,910,000

2
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
市道温泉場中通線道路整備事業

薩摩川内市 19,110,000 19,110,000
総事業費
25,411,000

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

総事業費
31,946,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 第2次薩摩川内市総合計画（後期基本計画）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7年度

常備消防施設にお
ける老朽化した非
常用発電設備の改
修率100％

改修済設備数／
要改修設備数×
100

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

後期基本計画（令和2年度～令和6年度）の計画期間終了後に，成果として評価するため。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次薩摩川内市総合計画　後期基本計画　（令和2年度～令和6年度）
　政策Ⅱ【生活環境】快適で魅力的な住み続けたいまちづくり
　　 ■施策1　市民の安全確保と防災対応の推進
　　　　　　　　　・複雑多様化する災害に的確に対応するため，施設や車両及び資機材を年次的に整備するとともに，
　　　　　　　　　　職員及び団員の専門的研修により資質の向上に取り組み，災害対応能力の向上に努めます。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和6年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 薩摩川内市

交付金事業実施場所 薩摩川内市入来町地内

交付金事業の概要

　老朽化した非常用発電機設備を整備することにより，消防施設の非常時における災害活動拠点施設としての機能維持を
図るほか，市民の安心安全な生活の維持に寄与するため，東部消防署非常用発電設備の改修を行いました。

　非常用発電機設置工事（90kVA三相3線式220V/60Hz）1台
　電源改修工事，電気設備撤去工事等

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　東部消防署非常用発電設備改修工事事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 薩摩川内市消防局消防総務課

東部消防署非常用発電設備改修工事 一般競争入札 有限会社湯田電工（薩摩川内市） 31,946,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市消防局消防総務課

0 0 24,910,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 31,946,000

交付金充当額 0 0 24,910,000

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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ － － 100

令和2年度

東部消防署非常用発電整備の改修

活動実績 式 － － 1

活動見込 式 －

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，老朽化した非常用発電機設備を整備することにより，消防施設の非常時における災害活動拠点施設
としての機能維持及び市民の安心安全な生活の維持を図りました。なお，成果指標については令和7年度に改めて評価しま
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 単位 評価年度 令和4年度

市道温泉場中通線
の整備率100％

整備済延長/要整
備延長 × 100
（％）

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

市道温泉場中通線道路整備事業終了年度の翌年度に評価するため。

交付金事業の概要

　市比野温泉は湯治場として栄えた歴史ある名湯で，今では市比野温泉サッカー大会の宿泊施設や市比野温泉よさこい祭
りのイベント会場となっていますが，メインストリートである市道温泉場中通線は経年劣化等により老朽化しているた
め，舗装の改修を行いました。

　施行延長L=224ｍ，W=5.0～7.9m ，A=1,333㎡
　1工区　L=119ｍ，W=5.0～7.9m ，A=695㎡
　2工区　L=105ｍ，W=5.2～6.6m ，A=638㎡

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次薩摩川内市総合計画（後期基本計画）（令和2年度～令和6年度）
　　政策Ⅳ【社会基盤】安全性と利便性の質を高めるまちづくり
　　　施策4　利便性の高い道路の整備・保全＜施策の方向性＞②市道の整備
　      市民の生活に密着した地域間の連絡道路や地域内交通の安全性を確保するための道路を整備します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

事業期間の設定理由 市道温泉場中通線の整備計画による

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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　市道温泉場中通線道路整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 薩摩川内市

交付金事業実施場所 薩摩川内市樋脇町市比野地内



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 薩摩川内市建設部建設維持課

交付金事業の評価課室 薩摩川内市建設部建設維持課

－ － 19,110,000

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

道路工事 一般競争入札 （株）セグチ（鹿児島市） 12,355,000

道路工事 一般競争入札 （株）鬼塚鉄工所（薩摩川内市）

交付金充当額 － － 19,110,000

－ －

13,056,000

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 － － 25,411,000

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

市道温泉場中通線の整備延長

活動実績 ｍ － － 224

活動見込 ｍ － － 224

達成度 ％ － － 100

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舗装維持修繕工事を実施することができました。要整備延長507ｍに対し，整備済延長が327ｍで
整備率64.5％となりました。うち交付金事業による整備済延長は224ｍです。
　本路線については，舗装維持修繕工事完了後，通行時の安全が確保されるとともに利便性の向上が図られると考えてい
ます。令和3年度も引き続き本事業を実施し，薩摩川内市民の安全性と利便性の向上を図ることを継続する予定です。
　また，成果指標については，令和4年度中に改めて評価します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



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
要した経費

交付金充当額 備 考

総事業費
5,593,000

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
公共サイン整備事業

薩摩川内市 4,495,000 4,495,000

2
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
防犯カメラ設置事業

薩摩川内市 2,739,000 2,739,000
総事業費
3,080,000

3
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
国際交流センター空調機器更新
事業

薩摩川内市 39,172,000 39,172,000
総事業費
50,897,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 第2次薩摩川内市総合計画（後期基本計画）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7年度

公共サインの整備
率100％

整備済箇所/要整
備箇所×100

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

後期基本計画（令和2年度～令和6年度）の計画期間終了後に，成果として評価するため。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次薩摩川内市総合計画　後期基本計画（令和2年度～令和6年度）
　政策Ⅳ：【社会基盤】安全性と利便性の質を高めるまちづくり
　　施策4　利便性の高い道路の整備・保全
　　　①適切な維持管理等の促進　公共施設等への案内など，道路をスムーズに移動するために必要な
　　　　公共サインの設置を進めます。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和6年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 薩摩川内市

交付金事業実施場所 薩摩川内市川永野町地内，百次町地内

交付金事業の概要

　薩摩川内市民及び薩摩川内市への来街者への交通利便性の向上を図るため，市内施設へのスムーズな誘導が可能となる
案内標識の整備のため交付金を充当しました。

　片持式標識設置工事3基

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　公共サイン整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 薩摩川内市建設部都市計画課

建設工事 一般競争入札 株式会社祁答院土木（薩摩川内市） 5,593,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市建設部都市計画課

4,500,000 1,880,000 4,495,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 4,649,000 1,971,000 5,593,000 12,213,000円（3ヶ年計）

交付金充当額 4,500,000 1,880,000 4,495,000

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

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

3

達成度 ％ 100 100 100

令和2年度

設置された公共サインの数

活動実績 基 2 2 3

活動見込 基 2

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　公共サインの設置により，施設利用者へのスムーズな誘導，案内が行われ，市民や本市への来街者への交通利便性の向
上に寄与できています。
　計画どおりに本事業を実施することで，今後も市民や本市の来街者への交通利便性の向上を図ることができ，令和7年度
中に改めて評価を実施します。



交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和4年度

年間の犯罪発生件
数250件以下

鹿児島県警察署か
らの情報提供によ
る

成果実績 件

目標値 件 250以下

達成度 ％

評価年度の設定理由

令和2年度の事業完了翌年度の指標を成果として評価するため。

交付金事業の概要

　薩摩川内市では，第2次薩摩川内市総合計画に基づき，防犯対策の推進に取り組んでいることから，防犯環境の整備を図
り，市民の安心・安全な生活の維持，快適で住み続けたいまちづくりを行うため，市内の主要交差点等に防犯カメラを設
置しました。

　監視カメラ5台（3方向）
　電源供給100V，220万画素，画像記録媒体
　ＳＤカード：13枚（映像確認時の交換用3枚含）
　ＰＲステッカー10枚
　アクリル銘板5枚

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次薩摩川内市総合計画　後期基本計画（令和2年度～令和6年度）
　　政策Ⅱ：快適で魅力的な住み続けたいまちづくり
　　　施策1：市民の安全確保と防災対応の推進
　　　　・防犯灯の整備を促進し，防犯環境の整備を図るとともに，関係機関・団体との連携を強化し，防犯活動を
　　　　　展開することにより，犯罪防止に努めます。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　防犯カメラ設置事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 薩摩川内市

交付金事業実施場所 薩摩川内市西方町，東郷町地内



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 薩摩川内市総務部防災安全課

交付金事業の評価課室 薩摩川内市総務部防災安全課

3,000,000 2,800,000 2,739,000

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 株式会社永留電気工業（薩摩川内市） 3,080,000

交付金充当額 3,000,000 2,800,000 2,739,000

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 3,240,000 3,267,000 3,080,000 9,587,000円（3ヶ年計）

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

防犯カメラ設置台数

活動実績 台 6 5 5

活動見込 台 6 5 5

達成度 ％ 100 100 100

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，市内に防犯カメラを設置し，犯罪件数は年々着実に減少していることから，防犯カメラ設置に
よる防犯活動の成果が現れていると考えています。
　今後も，さらに充実した防犯活動を展開することにより，犯罪防止に努めていく予定です。また，防犯カメラの設置
は，事件の早急解決にも繋がっていると考えています。
　「年間の犯罪発生件数250件以下」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。

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7年度

友好都市交流事
業・国際理解事業
の参加者人数
4,000人

友好都市交流事
業・国際理解事業
の参加者数計（経
済政策課調査によ
る）

成果実績 人

目標値 人 4,000

達成度 ％

評価年度の設定理由

後期基本計画（令和2年度～令和6年度）の計画期間終了後に，成果として評価するため。

交付金事業の概要

　国際交流センターは，国際交流，教育文化，コミュニティの拠点として，講演会や発表会，コンサート，研修会，会
議，異文化交流などを実施しており，幼児から高齢者まで幅広い年齢層の方々が利用されています。しかしながら，建設
後約25年が経過し，老朽化が進む施設を安全かつ適正に維持していくため，空調機器更新に係る改修工事を行いました。

　【事業内容】
　　国際交流センター空調機器更新に係る空調機器改修工事
　　　空冷ヒートポンプパッケージエアコン　25組
　　　空冷ヒートポンプルームエアコン　　　 4組

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

【主要政策・施策】
第2次薩摩川内市総合計画　後期基本計画（令和2年度～令和6年度）
　政策Ｖ：【教育文化】次世代を担う人と文化を育むまちづくり
　　施策3：学び活かす生涯学習と多文化共生の推進
　 　　③多文化共生の推進
　　　　　・友好都市交流や市民，国際交流団体による幅広い国際交流活動を促進し，市民の国際理解を深め
　　　　　　国際協力意識の高揚を図ります。

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次薩摩川内市総合計画（後期基本計画）の終期まで

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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　国際交流センター空調機器更新事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 薩摩川内市

交付金事業実施場所 薩摩川内市天辰町地内



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 薩摩川内市商工観光部経済政策課

交付金事業の評価課室 薩摩川内市商工観光部経済政策課

― ― 39,172,000

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

国際交流センター空調機器更新事業 一般競争入札 株式会社田原電設（薩摩川内市） 50,897,000

交付金充当額 ― ― 39,172,000

― ―

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 ― ― 50,897,000

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

空調機器更新台数

活動実績 組 ― ― 29

活動見込 組 ― ― 29

達成度 ％ ― ― 100

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，国際交流センター空調設備の更新を実施し，国際理解を深める学びや国際交流活動の行いやす
い環境を整備することができました。
　「友好都市交流事業・国際理解事業の参加者人数」については，令和7年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



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
要した経費

交付金充当額 備 考

総事業費
60,500,000

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
湛水防除施設維持管理事業

薩摩川内市 49,069,244 49,069,244



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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　湛水防除施設維持管理事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次薩摩川内市総合計画　後期基本計画（令和2年度～令和6年度）
　　基本目標　政策 Ⅳ　【社会基盤】　安全性と利便性の質を高めるまちづくり
　　　施策1　災害に強い防災基盤の整備・保全
　　　①防災施設等の整備
　　　・市街地における浸水被害を防止するため、内水排除施設の整備を促進し、都市下水路や排水施設の
　　　　適切な維持管理に努めます。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和6年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 薩摩川内市

交付金事業実施場所 薩摩川内市一円

交付金事業の概要

　災害時に備え市内19箇所に設置された排水機場の監視制御システムは、無線システムを使用していますが、現在使用し
ている無線システム（平成17年12月1日以前）は新基準規格に適合しておらず、早急な改修が必要です。また、そのほかの
監視装置も設置後12年が経過し、様々な機器が更新時期を迎えていることから、監視機器の改修を行いました。

　 [中央管理所ほか19排水機場]
　中央管理所一式、永田排水機場一式、沖玉排水機場外７機場一式、下田・平良排水機場一式、隈之城第２排水機場外５
機場一式、中村排水機場一式、八間川排水機場一式
　排水機場遠方監視制御システム改修（電源改修工事、電気設備撤去工事等）

事業期間の設定理由 第2次薩摩川内市総合計画（後期基本計画）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7年度

浸水箇所を解消す
るためのポンプ施
設や排水路等整備
計画の進捗率27％

整備済施設 / 要
整備施設 × 100
（％）

成果実績 ％

目標値 ％ 27

達成度 ％

評価年度の設定理由

後期基本計画（令和2年度～令和6年度）の計画期間終了後に，成果として評価するため。



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等

　本交付金の活用により、遠方監視制御システムを改修することができ、農地及び農業用施設への湛水被害の軽減を図る
ことができました。
　今後も、排水施設の適正な維持管理に努めていく予定です。
　また、成果目標については令和7年度に改めて更新する予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

20

達成度 ％ 100 100 100

令和2年度

排水機場等の改修箇所数

活動実績 箇所 1 1 20

活動見込 箇所 1

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

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

総事業費 48,060,000 37,127,000 60,500,000 145,687,000円（3ヵ年計）

交付金充当額 44,715,000 28,420,000 49,069,244

44,715,000 28,420,000 49,069,244

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

交付金事業の評価課室 薩摩川内市農林水産部耕地課

排水機場遠方監視制御システム改修工事 一般競争入札 株式会社明興テクノス薩摩川内営業所（薩摩川内市） 60,500,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市農林水産部耕地課













うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の評価課室 さつま町建設課

非常用発電機購入 指名競争入札 太田機工(株)宮之城営業所（さつま町） 3,850,000

交付金事業の担当課室 さつま町建設課

0 0 3,500,000

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

交付金充当額 0 0 3,500,000

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 0 0 3,850,000

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

内水対策排水用非常用発電機設置台数

活動実績 台 － － 1

活動見込

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本事業により発電機の常備が可能となったことで，内水被害の予防，迅速な対応が可能となりました。
　今後も発電機の適正な維持・管理に努めます。
　「内水対策用水中ポンプ設置・操作訓練」については，令和3年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

台 － － 1

達成度 ％ － － 100



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
町道五日町川口梁原線道路舗装
工事

さつま町 32,900,000 32,900,000

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

総事業費
33,338,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 第2次さつま町総合振興計画の中間評価期間による。

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和4年度

評価年度の設定理由

第2次さつま町総合振興計画の中間評価年度の翌年度に評価を行うため。

成果目標 成果指標 単位 評価年度

舗装健全度の改善率
29.3％

健全度Ⅱ以下の路
線延長/対象路線
延長×100

成果実績 ％

目標値 ％ 29.3

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次さつま町総合振興計画（平成28年度～令和7年度）
　〈基本目標7〉みんなに優しく魅力あふれるまち
　　　基本施策20　利便性の高いコンパクトな町づくり
　　　（1）道路網の整備促進
　　　　　⑥　道路の適切な維持管理
　・道路整備計画等に基づき，計画的な町道の整備を進め，利便性の向上と安全性の確保に努めます。

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 さつま町

交付金事業実施場所 さつま町虎居地内

交付金事業の概要

　町の中央部に位置する町道五日町川口梁原線は，さつま町の主要施設や観光スポットへのアクセス道路であり，今後も
さらなる交通量の増加が見込まれていますが，路面のひび割れ及び沈下が発生している状況で，路面損傷が著しいことか
ら，走行の安全性，快適性の向上を目的として，交付金を活用し道路舗装工事を行いました。

　アスファルト舗装工（L=624.0ｍ，W=6.20～27.45m，A=6,011㎡）

平成28年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　町道五日町川口梁原線道路舗装工事

番号 措置名 交付金事業の名称

達成度 ％



うち文部科学省分

うち経済産業省分

ｍ 456 147 624

達成度 ％ 100 100 100

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　舗装工事の実施により道路の適切な維持管理がなされ，走行の安全性，快適性の向上により，住民生活の利便性向上並
びに福祉の向上が図られたと考えています。
　今後も計画的な町道の整備を進め，利便性の向上と安全性の確保に努めます。
　「舗装健全度の改善率」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 21,087,000 9,515,000 33,338,000 63,940,000円（3ヵ年計）

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

町道五日町川口梁原線の施工延長

活動実績 ｍ 456 147 624

活動見込

交付金充当額 19,500,000 6,250,000 32,900,000

19,500,000 6,250,000 32,900,000

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

交付金事業の評価課室 さつま町建設課

道路舗装工事 一般競争入札 株式会社二渡建設（さつま町） 33,338,000

交付金事業の担当課室 さつま町建設課

計 33,338,000



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
さつま町消防本部連絡車整備事
業

さつま町 4,572,000 4,572,000

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

総事業費
5,115,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 ％

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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　さつま町消防本部連絡車整備事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次さつま町総合振興計画（平成28年度～令和7年度）
（基本目標4）　安全・安心の輪を広げるまち
　　基本施策11　みんなで守る消防・防災のまちづくり
　　　（2）常備消防体制の充実
　　　　　①消防施設・設備の整備充実
　　　　　　消防庁舎をはじめ，消防施設及び消防車両，資機材の整備については，現状を把握し，
　　　　　　整備計画による年次的な更新に努めます。

　　　成果目標　自主防災組織防災訓練実施率　58.2％（平成26年度）→100％（令和2年度）

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 さつま町

交付金事業実施場所 さつま町時吉地内

交付金事業の概要

　さつま町消防本部は，連絡車を災害現場等での警防力不足や長時間に及ぶ活動時に署に参集した署員が現場に向かう際
や外部機関での研修・訓練への参加の際に使用しています。
　現場への輸送を迅速かつ的確に行うことを目的に，老朽化した連絡車を更新しました。
　連絡車（救急自動車:全長484㎝，全幅188㎝，全高220㎝，乗車定員10名）1台，艤装　1式，付属品　1式

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

令和4年度

評価年度の設定理由

事業年度終了後1年間の実績で評価するため。

成果目標 成果指標 単位 評価年度

職員の資質向上のため
の定期的な研修・訓練
参加で使用する回数24
回

年間使用回数の合
計

成果実績 回/年

目標値 回/年 24



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の評価課室 さつま町消防本部警防課

連絡車購入 指名競争入札 鹿児島森田ポンプ株式会社（鹿児島市） 5,115,000

交付金事業の担当課室 さつま町消防本部警防課

0 0 4,572,000

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

交付金充当額 0 0 4,572,000

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 0 0 5,115,000

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

消防連絡自動車の整備台数

活動実績 台 － － 1

活動見込

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本事業で整備した車両の乗車定員が増えたことにより，災害発生時，消防署に参集した職員を現場への多人数輸送が可
能となり，これまで以上に早期に優位な現場体制を整えることが可能となりました。今後も車両の適正な維持・管理に努
めます。
　「職員の資質向上のための定期的な研修・訓練参加で使用する回数」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定
予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

台 － － 1

達成度 ％ － － 100



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
さつま町消防団消防ポンプ自動
車整備事業

さつま町 21,700,000 21,700,000

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

総事業費
23,045,000

（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

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　さつま町消防団消防ポンプ自動車整備事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次さつま町総合振興計画（平成28年度～令和7年度）
（基本構想：基本目標4）　安全・安心の輪を広げるまち
　　基本施策11　みんなで守る消防・防災のまちづくり
　　（3）地域防災力の中核である消防団体制の強化
　　　②消防施設・設備の整備充実
　　　　老朽化した消防車庫，車両及び資機材等の年次的な更新を図り，地域消防力の強化に努めます。

成果目標　自主防災組織防災訓練実施率　58.2％（平成26年度）→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2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 さつま町

交付金事業実施場所 さつま町神子地内

交付金事業の概要

　さつま町消防団では消防ポンプ自動車の整備から24年が経過し，老朽化による不具合や性能の低下が懸念されていま
す。整備計画に基づき整備を行なっておりますが，特に老朽化の激しい神子分団消防ポンプ自動車を電源立地地域対策交
付金を活用し，更新しました。
　消防ポンプ自動車（CD-1型：全長565㎝，全幅188㎝，全高265㎝，乗車定員6名）1台，艤装　1式，付属品　1式

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4年度

点検整備及び資機
材取扱い訓練，合
同中継訓練の実施
26回

点検整備と資機材
取扱い訓練等の実
施回数の合計

成果実績 回/年

目標値 回/年 26

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業年度終了後1年間の実績で評価するため。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 さつま町消防本部消防総務課

消防ポンプ車購入 指名競争入札 有限会社　イズミ商事（鹿児島市） 23,045,000

交付金事業の担当課室 さつま町消防本部消防総務課

0 0 0

0 40,000,000 21,700,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 45,045,000 23,045,000 68,090,000円（2ヶ年計）

交付金充当額 0 40,000,000 21,700,000

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

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ － 100 100

令和2年度

消防ポンプ自動車の整備台数

活動実績 台 － 1 1

活動見込 台 －

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本事業により車両の機動性及び操縦性の向上が図られたことにより，火災・風水害に対してこれまで以上に迅速に対応
することが可能となりました。今後も車両の適切な維持・管理に努めます。
　「点検整備及び資機材取扱い訓練，合同中継訓練」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。







うち文部科学省分

うち経済産業省分

台 － 2 1

達成度 ％ － 100 100

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本事業により，災害等による停電時にも電源が確保でき，川口配水池給水区域内の危機管理体制の充実が図られまし
た。
　今後も，大規模災害等に備えて，危機管理体制の充実を図ります。
　「年間総配水量」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 0 4,983,000 6,050,000 11,033,000円（2ヵ年計）

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

非常用発電機の設置台数

活動実績 台 － 2 1

活動見込

交付金充当額 0 4,000,000 4,000,000

0 4,000,000 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

交付金事業の評価課室 さつま町水道課

非常用発電機購入 指名競争入札 太田機工(株)宮之城営業所（さつま町） 6,050,000

交付金事業の担当課室 さつま町水道課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
さつま町防犯カメラ設置工事

さつま町 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

総事業費
5,720,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（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

令和4年度

評価年度の設定理由

防犯カメラ設置後，1年間の犯罪発生件数により評価するため。

成果目標 成果指標 単位 評価年度

年間の刑法犯認知件数
50件以下

警察署からの情報
提供による

成果実績 件

目標値 件 50

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次さつま町総合振興計画（平成28年度～令和7年度）
　〈基本目標4〉　安全・安心の輪を広げるまち
　　基本施策-12　 交通事故・犯罪のないまちづくり
　　 (2)防犯対策の推進
　　　①関係機関・団体と連携した防犯対策の推進
　　　　警察・地区防犯協会をはじめ関係機関・団体との連携を強化し，防犯情報の提供に努め，
　　　　防犯意識の高揚や防犯対策の推進に努めます。

成果目標：刑法認知件数113件（H26）→二桁化（R2）

【目標値】刑法犯認知件数
　　　　　令和元年中さつま町内刑法犯認知件数　56件　⇒　目標値　50件以下

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 さつま町

交付金事業実施場所 さつま町宮之城屋地・虎居地内

交付金事業の概要

　第2次さつま町総合振興計画の基本施策にある「交通事故・犯罪のないまちづくり」を基に，関係機関・団体と連携した
防犯対策の推進として，町内の主要な交差点や通学路周辺に防犯カメラを設置することで，犯罪の抑制を図りました。

・防犯カメラの設置（2箇所×2基）

令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　さつま町防犯カメラ設置工事

番号 措置名 交付金事業の名称

達成度 ％



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の評価課室 さつま町総務課

防犯カメラ設置工事 指名競争入札 有限会社関電気商会（さつま町） 5,720,000

交付金事業の担当課室 さつま町総務課

0 0 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

交付金充当額 0 0 4,000,000

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 0 0 5,720,000

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

防犯カメラ設置台数

活動実績 台 － － 4

活動見込

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　防犯カメラの設置により犯罪が抑止され，安全安心なまちづくりの推進が図られたと考えております。
　今後も機器の適正な維持管理及び計画的整備に努めます。
　「年間の刑法犯認知件数」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

台 － － 4

達成度 ％ － － 100





















別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （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

総事業費
37,492,000

（単位：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

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
平尾地区避難施設整備事業

長島町 37,492,000 37,492,000



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

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

長島町第2次総合振興計画（平成29年度～令和8年度）
　7　災害への備えが確保されているまちづくり【防災対策事業の推進】
　　①防災体制の強化
　　　　・要配慮者（非難行動要支援者）支援プランの充実を図ります。
　　　　・町民の防災意識の向上を図ります。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和5年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 長島町

交付金事業実施場所 出水郡長島町平尾地内

交付金事業の概要

　長島町平尾地区は，高齢化が進む（高齢化率36.7%（R2.4.1））一方で，災害時の主となる避難所がないため，地区民は
10km以上離れた場所へ避難する必要があり，特に，500人弱の高齢者にとっては負担となっている状況です。
　このため，令和2年度～令和4年度に基金造成を行い，地区の中心部に避難所を建設します。

　施設概要　鉄骨造り平屋建て366㎡

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　平尾地区避難施設整備事業

事業期間の設定理由 平尾地区避難施設の整備計画による

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和6年度

施設を活用した防
災訓練の実施（年1
回）及び防災意識
向上のための研修
（四半期に1回）

防災訓練及び研修
年間実施回数

成果実績 回

目標値 回 5

達成度 ％



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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

事業完了後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等

　令和2年度は，平尾地区避難施設建設に向けて基金条例，管理要領を定め，計画どおりに基金造成を実施しました。
　令和3年度は，企画財政課が引き続き，基金造成の申請を行います。総務課が避難施設整備に必要な用地取得や地質調
査，設計委託，土地造成工事を行います。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ － － 100

令和2年度

平尾地区避難施設整備に係る基金造
成

活動実績 式 － － 1

活動見込 式 －

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

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

－

総事業費 0 0 37,492,000

交付金充当額 0 0 37,492,000

0 0 37,492,000

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

交付金事業の評価課室 長島町企画財政課

基金造成 積立 - 37,492,000

交付金事業の担当課室 長島町総務課



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
要した経費

交付金充当額 備 考

総事業費
3,333,000

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
消防本部防火衣等整備事業

日置市 3,000,000 3,000,000



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 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　消防本部防火衣等整備事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次日置市総合計画（平成28年度～令和7年度）
　第3編　基本計画
　　第1章　第2節　豊かな自然と調和し，安全で安心して生活できる快適なまちづくり
　　　2　災害・非常事態に対応できる消防・防災体制の確立（消防・防災等）
　　　　消防については，人的機動力のある育成，資機材の充実による消防力の向上及び消防団の再編推進と団員の
　　　確保が求められています。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和6年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 日置市

交付金事業実施場所 日置市伊集院町・東市来町・吹上町

交付金事業の概要

　日置市消防本部では，第2次日置市総合計画に基づき，人的機動力の育成，資機材等の充実による消防力の向上及び消防
団の再編推進と団員の確保に努めています。
　今年度は，災害時における消防隊員の活動能力の向上のため，耐用年数を過ぎたものや経年劣化している防火衣の整備
に交付金を充当しました。
　○防火衣10着（上・下），防火帽10個，防火靴10足，安全帯10個

事業期間の設定理由 日置市消防本部車両・資機材等整備計画の目標数量達成まで

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6年度

消防隊員の防火衣
目標数量達成度
100％

整備済数量/整備
計画目標数量）×
100

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業実施の最終年度に評価を実施



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等

　災害・非常事態に対応できる消防・防災体制の確立に向けて，防火衣等を購入しました。
購入した防火衣等を活用することにより，災害時における消防隊員の活動能力が向上しました。
今後も，目標数量の達成と計画的な更新を考慮し，消防隊員の現場での安全対策が充実するとともに，人命被害を軽減し
住民の安全，福祉の向上を図るため整備を進めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

10

達成度 ％ － － 100

令和2年度

防火衣の整備量

活動実績 式 － － 10

活動見込 式 －

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

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

－

総事業費 0 0 3,333,000

交付金充当額 0 0 3,000,000

0 0 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

交付金事業の評価課室 日置市消防本部総務課

防火衣等購入 指名競争入札 有限会社武田ファイテック（鹿児島市） 3,333,000

交付金事業の担当課室 日置市消防本部総務課











別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
町道鶴丸線道路整備事業

南大隅町 4,900,000 4,900,000

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

総事業費
17,797,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 町道鶴丸線の整備計画による

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4年度

町道鶴丸線の整備
率　100％

全体延長分の整備
延長

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

町道鶴丸線の終期の翌年度に評価を実施

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

【主要政策･施策】
　南大隅町第2次総合振興計画【後期基本計画】（令和2年～令和6年）
　第4章　自然環境と共生する安全なまちづくり
　第3節　道路・交通基盤の整備
　第2項　道路整備の推進
　（2）生活道路の整備
　・安全で，より快適・便利な通行を確保するため，計画的な補修工事や改良工事を行い，
　　道路整備を推進します。

【目標】
　町道鶴丸線の整備率　　　平成26年度末　0％　　　最終目標　100％（令和3年度）

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南大隅町

交付金事業実施場所 南大隅町根占川北地内

交付金事業の概要

　町道鶴丸線は，昭和60年代に開設された道路で観光地「雄川の滝」へのアクセス道路や地域住民の生活道路及び耕作道
路として幅広く利用されていますが，舗装の老朽化や道路の狭い箇所等により住民や観光客の通行に支障をきたしている
ため，改良舗装工事に交付金を充当しました。

　施工延長 L=149.0m, ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=558.0㎡, 側溝工（縦断用300×400) L=134.0m,
　側溝工（縦断用300×300) L=13.0m, 組合せｶﾞｯﾀｰ L=131.0m, 集水桝工 N=2.0箇所,
　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置（土中建込）L=41.0m, 暗渠排水工 L=85.0m

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　町道鶴丸線道路整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称



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等

　町道鶴丸線については，平成27年度から令和3年度の事業期間で813ｍを整備する計画で，今年度は149.0ｍを整備しまし
た。
　本線は「雄川の滝」へのアクセス道路として，観光客並びに地域住民の通行の円滑化と安全性の確保を図るために路面
補修工事を実施していますが，観光客や地域住民の通行の安全が保たれていることから，引き続き100％に向けて実施して
いきます。
　「町道鶴丸線の整備率」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

149

達成度 ％ 100 100 100

令和2年度

町道鶴丸線の整備延長

活動実績 ｍ 135 151 149

活動見込 ｍ 135

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

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

151

総事業費 20,767,000 25,978,000 17,797,000 64,542,000円（3ヶ年計）　

交付金充当額 4,900,000 4,900,000 4,900,000

4,900,000 4,900,000 4,900,000

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

交付金事業の評価課室 南大隅町企画課

道路工事 指名競争入札 成武建設株式会社（南大隅町） 17,797,000

交付金事業の担当課室 南大隅町建設課

計 17,797,000



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
要した経費

交付金充当額 備 考

総事業費
5,348,112

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
防災対策事業

南さつま市 4,700,000 4,700,000



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 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　防災対策事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

　第2次南さつま市総合振興計画（平成29年度～令和3年度）
　第3章「環境にやさしく災害に強いまちづくり」
　　第13節「総合的な防災対策の充実」

　市民による自主的な地域防災体制を確立するために，地域の危険要因や危険箇所の周知を行い，防災意識の啓発を図る
など防災意識の啓発を図るとともに，自主防災組織の結成や育成，充実・強化を図り，自主防災組織などの定期的な防災
訓練を促進します。

目標：自主防災組織率　現状　　　87.5％（平成27年度）
　　　　　　　　　　　最終目標　90.5％（令和3年度末）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南さつま市

交付金事業実施場所 南さつま市内一円

交付金事業の概要

　市の総合振興計画に基づき，災害備蓄品の計画的備蓄をはじめとした災害対策設備等充実を進めており，今年度は食料
品や不織布毛布，多目的簡易ベッドなどの備蓄を行いました。また，複雑・高度化する救急業務に対応するため，救急資
機材の整備充実を図っており，救急隊員が効率的に救命措置を行うため，昨年度に引き続き半自動式除細動器を5台配備し
ました。これら備蓄及び配備に交付金を充当しました。

・防災対策経費・・・備蓄品
災害備蓄用ビスケット：430缶，災害備蓄用アルファ米（ひじきご飯）：200袋，災害備蓄用アルファ米（山菜おこわ）：
100袋，災害備蓄用アルファ米（ドライカレー）：100袋，災害備蓄用アルファ米（梅がゆ）：50袋，災害備蓄用パン（プ
レーン）：216缶，災害備蓄用パン（コーヒー）：216缶，災害備蓄用保存水（2 ）：426本，災害備蓄用保存水
（500ml）：864本，不織布毛布：100枚，避難所用プライベートルーム：10張，避難所用ワンタッチテント：10張，多目的
簡易ベッド：10台

・常備消防管理経費・・・半自動式除細動器5台

事業期間の設定理由 第2次南さつま市総合振興計画の終期まで

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4年度

自主防災組織率
90.5％

加入世帯数/全世帯
数(施設除く)×100

成果実績 ％

目標値 ％ 90.5

達成度 ％

評価年度の設定理由

第2次南さつま市総合振興計画の終期の翌年度に評価を行うため



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等

　本交付金を活用することで，非常食や避難所用プライベートルームなどの災害備蓄品の備蓄が進みました。
　また，複雑・高度化する救急業務に対応するため，昨年度に引き続き救急隊員用の半自動式除細動器を配備したことに
より，地域住民の防災意識の向上と緊急時の救命率の向上が図られました。今後も，防災対策事業を進め，地域住民の福
祉の向上を図る取組を継続します。
　「自主防災組織率」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

2,737

達成度 ％ 100 100 100

令和2年度

備蓄品等の整備数

活動実績 個 4,354 4,998 2,737

活動見込 個 4,354

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

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

4,998

総事業費 6,397,218 5,705,832 5,348,112 17,451,162円（3ヶ年計）

交付金充当額 4,700,000 4,700,000 4,700,000

4,700,000 4,700,000 4,700,000

交付金事業の契約の概要

5,348,112

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 南さつま市総務企画部企画政策課

物品購入（半自動式除細動器） 指名競争入札 株式会社キシヤ鹿児島営業所（鹿児島市） 3,212,000

交付金事業の担当課室 南さつま市総務企画部企画政策課

物品購入（備蓄品） 指名競争入札 日本乾溜工業株式会社鹿児島支店（鹿児島市） 2,136,112

計




