
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度・２年度（繰越））

4
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

川内河口大橋耐震補強事業 薩摩川内市 84,560,000 74,910,000

3
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

湛水防除施設維持管理事業 薩摩川内市 37,127,000 28,420,000

2
公共用施設に係る
整備、維持補修又は
維持運営等措置

宮里・北田線道路改良舗装
事業

薩摩川内市 26,235,000 23,020,000

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

国際交流センター空調機器
更新事業

薩摩川内市 2,915,000 1,360,000

（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



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度・２年度（繰越））
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費等措置 国際交流センター空調機器更新事業

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

【主要政策・施策】
　第２次薩摩川内市総合計画（前期　平成27～令和元年度）
　　政策展開の基本方針５　〔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
　　　　　　　　・いつでも・どこでも学ぶ機会が提供され、日常生活で生きがいや充実感を感じており、
　　　　　　　　併せて、国際理解を進めます。

【成果指標と目標値】
　　生涯学習に取り組みやすい環境が整っていると思う市民の割合
　　現状値64％(平成27年度)　→　目標値74％以上(令和元年度）

事業開始年度 令和元年度 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 薩摩川内市天辰町２２１１－１

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、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２４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
設計業務委託費に交付金を充当します。

　【事業内容】
・対象施設：国際交流センター（産業振興センター含む）
・対象経費：委託料（対象施設の空調機器更新に係る設計業務委託）

事業期間の設定理由 完成までに２年間を要するため

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２年度
生涯学習に取り組みや
すい環境が整っている
と思う市民の割合
74％以上（令和元年
度）

市民アンケート
による

成果実績 ％ 59%

目標値 ％ 74％以上

達成度 ％ 80%

評価年度の設定理由

第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）終期の翌年度に評価を実施するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本交付金を活用し、国際交流センター（産業振興センター含む）空調機器更新に係る設計を実施しました。
　成果指標については、生涯学習の取り組み内容が市民に広く浸透していないため、目標値に届きませんでし
た。今後も、広報紙などでより広く市民に周知を図ります。
　本交付金の活用により、当施設が今後も継続的に利活用されることが見込まれ、市民が生涯学習に取り組み
生きがいや充実感を感じることができる環境を整備することができました。
　今後も、利用しやすい施設としての環境整備に努めていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



1              

達成度 ％ #DIV/0! 100% 100%

令和元年度

国際交流センター（産業振興セン
ター含む）改修に係る設計業務委託
件数又は改修件数

活動実績 件 -              1              1              

活動見込 件 -              

交付金事業の総事業費等 平成29年度 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２９年度 平成３０年度

1              

契約金額

総事業費 0 90,950,000 2,915,000 93,865,000

交付金充当額 0 78,500,000 1,360,000 79,860,000

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 薩摩川内市　商工観光部　施設課

0 0 0 0

設備改修に係る設計業務委託 一般競争入札 株式会社　藤和設計（鹿児島市） 2,915,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市　商工観光部　施設課

0 78,500,000 1,360,000 79,860,000

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



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度・２年度（繰越））
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費等措置 宮里・北田線道路改良舗装事業

交付金事業に関係する都道府県又は市町村の
主要政策・施策と目標

【主要政策・施策】
　第２次薩摩川内市総合計画（前期　平成27～令和元年度）
　　施策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　②市道の整備
　　　　　・市民の生活に密着した地域間の連結道路や地域内交通の安全を確保するための道路を整備する。

【成果指標と目標値】
　　道路が整備され快適だと感じる市民の割合(市民アンケート)
　　現状値　65％（平成27年度）　→　目標値　75％以上（令和元年度）

事業開始年度 平成30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 薩摩川内市宮里町北田地内

交付金事業の概要
安全性と利便性の質を高める市道の整備を進めており、緊急時の避難道路でもある市道宮里・北田線道路改良
舗装事業の道路改良工事に交付金を充当する。
延長　Ｌ＝120m、幅員　Ｗ＝5.0m

事業期間の設定理由 完成までに３年間を要するため

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２年度

道路が整備され快適
だと感じる市民の割
合
75.0%以上
(令和元年度)

市民アンケート
による

成果実績 ％ 60%

目標値 ％ 75%以上

達成度 ％ 80%

評価年度の設定理由

第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）終期の翌年度に評価を実施するため。

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改良舗装事業を実施することができました。
　「道路が整備され快適だと感じる市民の割合」について、初年度の現状値・目標値が高かったため、目標は
達成されませんでしたが、目標値に近づく傾向は見られており、道路整備工事完了後は、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２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。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



120            

達成度 % #DIV/0! #DIV/0! 100%

令和元年度

道路事業の延長
120ｍ

活動実績 ｍ -              -              120            

活動見込 ｍ -              

交付金事業の総事業費等 平成29年度 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２９年度 平成３０年度

-              

契約金額

総事業費 0 8,747,000 26,235,000 34,982,000

交付金充当額 0 7,000,000 23,020,000 30,020,000

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 薩摩川内市　建設部　建設整備課

0 0 0 0

工事請負 一般競争入札 株式会社外薗運輸機工（薩摩川内市） 26,235,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市　建設部　建設整備課

0 7,000,000 23,020,000 30,020,000

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



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度・２年度（繰越））

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

事業期間の設定理由 第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）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

災害に強いまちだと
感じる市民の割合
61.6％
(令和元年度)

市民アンケート
による

成果実績 ％ 49.50%

目標値 ％ 61.6%

達成度 ％ 80%

評価年度の設定理由

第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）終期の翌年度に評価を実施するため。

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、高圧受電設備を改修し、市内の浸水被害を防止するための排水施設の適正な維持管
理を図ることができました。
　「災害に強いまちだと感じる市民の割合」について、集中豪雨等の発生が増加傾向にあるため、目標は達成
されませんでしたが、目標値に近づく傾向は見られ、一定の効果は出ていることから、住民福祉の向上が図ら
れたと考えています。
　今後も引き続き本事業を実施し、薩摩川内市住民の福祉の向上を図ることを継続する予定です。

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費等措置 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

【主要政策・施策】
第２次薩摩川内市総合計画（前期　平成27～令和元年度）
　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１　災害に強い防災基盤の整備　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。

【成果指標と目標値】
　　災害に強いまちだと感じる市民の割合
　　現状値41.6％（平成27年度）　→　目標値61.6％（令和元年度）

事業開始年度 平成２７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 薩摩川内市中村町

交付金事業の概要
農地及び農業用施設への湛水被害を防止するため，老朽化により機能低下と一部機器の故障が生じている設備
を改修する。　高圧受電設備改修　一式



交付金事業の評価課室 薩摩川内市　農林水産部　耕地課

0 0 0

戸田排水機場高圧受電設備改修工事 一般競争入札 株式会社福重電工（薩摩川内市） 37,127,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市　農林水産部　耕地課

25,480,000 44,715,000 28,420,000 98,615,000

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

総事業費 31,730,400 48,060,000 37,127,000 116,917,400

交付金充当額 25,480,000 44,715,000 28,420,000 98,615,000

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29年度 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２９年度 平成３０年度

1              1              

達成度 ％ 100% 100% 100%

令和元年度

排水機場の改修カ所数

活動実績 カ所 2              1              1              

活動見込 カ所 2              



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度・２年度（繰越））

薩摩川内市久見崎町地内

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本交付金を活用して川内河口大橋の耐震補強工事を実施しました。これにより、橋梁の一部が耐震化するこ
とができました。
　成果及び評価については、初年度の現状値が高かったため、目標は達成されませんでしたが、目標値に近づ
く傾向は見られており、今後も引き続き橋梁の耐震補強を進め、利便性の高い道路整備に寄与できるよう取り
組んでいきます。
　本事業は令和５年度まで実施されるものであり、来年度も本交付金を活用する予定です。

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

評価年度の設定理由

第２次薩摩川内市総合計画（前期：平成27～令和元年度）終期の翌年度に評価を実施するため。

令和２年度

道路が整備され快適
だと感じる市民の割
合
75.0%以上
(令和元年度)

市民アンケート
による

成果実績 ％ 60%

目標値 ％ 75%以上

達成度

成果目標 成果指標 単位 評価年度

％ 80%

事業期間の設定理由 川内河口大橋耐震補強事業が６年間の計画であるため。

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

交付金事業の概要

　1級市道船間島・久見崎線は、「鹿児島県緊急輸送道路ネットワーク」において第一次緊急輸送道路に指定さ
れている重要な路線です。川内河口大橋は、昭和56年に架設された橋梁で、主桁床版部の劣化や橋脚のひび割
れなど、老朽化による損傷が著しいことから、本事業により修繕を行う事で、地震直後から発生する緊急輸送
を円滑かつ確実に実施するための道路整備を行うものです。
○耐震補強（Ｐ８橋脚）工事
〇耐震補強（Ｐ９橋脚）工事

交付金事業に関係する都道府県又は市町村
の主要政策・施策と目標

【主要政策・施策】
第２次薩摩川内市総合計画（前期　平成27～令和元年度）
　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
 　　　　　 ・歩行者や自動車等が常に安全に移動できるため、長寿命化計画等の策定を進め、
　　　　　　　計画的・年次的な改修に努めます。

【成果指標と目標値】
　道路が整備され快適だと感じる市民の割合
　現状値　65％（平成27年度）　→　目標値　75％以上（令和元年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

4 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 川内河口大橋耐震補強事業

事業開始年度 平成２９年度 事業終了（予定）年度 令和５年度



耐震補強工事 一般競争入札

株式会社誠建設（薩摩川内市）

44,388,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市　建設部　建設維持課

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　建設維持課

耐震補強工事 一般競争入札

純浦建設株式会社（薩摩川内市）

40,172,000

0 0 0 0

0 16,000,000 74,910,000 90,910,000

交付金事業の契約の概要

うち文部科学省分

うち経済産業省分

総事業費 0 18,305,000 84,560,000 102,865,000

交付金充当額 0 16,000,000 74,910,000 90,910,000

- 橋台　1カ所 橋脚　２カ所

活動見込 カ所 -

交付金事業の総事業費等 平成29年度 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２９年度 平成３０年度

橋台　1カ所 橋脚　２カ所

達成度 ％ - 100% 100%

令和元年度

耐震補強工事実施カ所

活動実績 カ所



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

福祉対策措置
地区コミュニティ協議会活
動支援事業

3 福祉対策措置 保健センター管理運営事業 薩摩川内市 130,476,951 119,000,000

4 薩摩川内市 68,740,000 49,000,000

100,000,0002
公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置

総合運動公園指定管理委託
事業

薩摩川内市 127,574,000

1

（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

公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置

消防施設管理運営事業 薩摩川内市 780,555,797 684,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

　地域防災力の向上や消防・救急体制の充実による、市民が安心して暮らせる環境づくりのため、薩摩川内市
内にある７箇所の消防本部・署の管理運営費に充当しました。

　令和２年４月から令和３年３月の消防職員158人の人件費

【主要政策・施策】
　第２次薩摩川内市総合計画（後期　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つづけたいまちづくり
　施策１　市民の安全確保と防災対応の推進

・関係機関とのネットワーク化や消防・防災体制の充実に努め、地域住民の福祉の向上を
目指します。

無

単位 評価年度

％

％ 5

達成度

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消防局職員を安定雇用することができ、これにより消防行政の運営及び水火災を始めとする災害対
応や救命率の向上を目的とした普通救命講習の開催に努め、安心で安全なまちづくりに寄与することができました。
　新型コロナ感染拡大の影響により、例年同様の環境下での講習実施が難しく受講者も減少傾向にありますが、新たにＷｅ
ｂ講習を取り入れる等、評価目標達成に向けて地域防災力の向上や消防・救急体制の充実を図り、地域住民が安心で安全に
暮らせるまちづくりに努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

40

評価年度の設定理由

　消防庁の救急事故等報告要領に基づく、救急統計を作成し、翌年５月に年報報告をすることから、翌年度を評価年度とした。

年間の初回受講者/
人口（13歳以上75歳
未満）

薩摩川内消防局
調査による

交付金事業の概要

交付金事業に関係する都道府県又は市町村の
主要政策・施策と目標

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度

令和３年度

成果実績 ％ 2

目標値

令和２年度

事業期間の設定理由 ー

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標

薩摩川内市全域

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 消防施設管理運営事業

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



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　消防局　消防総務課

交付金事業の評価課室 薩摩川内市　消防局　消防総務課

　

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 消防職員158人 780,555,797

総事業費 780,944,103 763,913,962 780,555,797 2,325,413,862(3ヵ年計）

交付金充当額 664,000,000 605,200,000 684,000,000 1,953,200,000(3ヵ年計）

令和２年度

消防職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

－ － －

活動実績 人月 1,805 1,748

1,848 1,7761,800

令和２年度 備考

％ 97.67%

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

1,853

活動見込 人月

97.11%達成度

664,000,000 605,200,000 684,000,000 1,953,200,000(3ヵ年計）

104.34%

交付金事業の総事業費等 平成３０年度 令和元年度



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

薩摩川内市運動公園町地内

成果実績 人

目標値 人 400,000

達成度 ％

事業期間の設定理由 　第２次薩摩川内市総合計画（後期：令和２年度～令和６年度）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

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和６年度

評価年度の設定理由

　第２次薩摩川内市総合計画（後期：令和２年度～令和６年度）終期の翌年度に評価を実施するため。

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、効率的な施設の運営を図り本市のスポーツ振興（競技力向上及び健康づくり）のた
めの指定管理委託料を確保することができ、スポーツ振興に寄与しています。次年度以降も引き続き指定管理
者による総合運動公園の安定した管理運営を行うこととします。
　なお、成果及び評価については、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

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

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

交付金事業の概要

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 総合運動公園指定管理委託事業

令和７年度

無

【事業内容】
・対象施設：総合運動公園（総合体育館、陸上競技場、野球場、全天候型運動場など）
・対象経費：指定管理委託料（人件費、光熱水費、管理費など）
【必要性、期待される効果】
　総合運動公園は、総合体育館、野球場及び陸上競技場などが整備され、年間約40万人が利用されています。
また、令和５年には国民体育大会鹿児島大会（バスケットボールなど）の開催会場、さらには、日本オリン
ピック委員会からバレーボール競技強化指定センターとして総合体育館が認定されるなど、県内外から非常に
評価が高い施設となっており、本市のスポーツ活動の拠点として必要不可欠な施設であります。今後も多くの
利用者が当該施設を利用することから、当該事業に交付金を充当し、安定的な維持管理運営を図ることで、利
用者が安全・安心にスポーツ活動を楽しむ環境づくりができました。

【主要政策・施策】
　第２次薩摩川内市総合計画（後期　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５　スポーツ活動を楽しむ環境整備

・市民が気軽にスポーツに親しむ環境が整い、日常的にスポーツを楽しめる事業に
取り組みます。

年間利用者数40万人
以上/年（令和６年
度）

年間利用者数



うち文部科学省分

うち経済産業省分 80,800,000 100,000,000

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 薩摩川内市　商工観光部　施設課

維持管理運営 随意契約 公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 127,574,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市　商工観光部　施設課

261,800,000(3ヵ年計）

100,000,000 261,800,000(3ヵ年計）

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 133,085,197 140,208,762 127,574,000 400,868,762(3ヵ年計）

交付金充当額 81,000,000 80,800,000

81,000,000

363

達成度 ％ 100.00% 100.00% 100.00%

365

令和元年度 令和２年度単位 平成３０年度

365総合運動公園年間開館日数

活動実績 日/年 365 365 363

活動見込 日/年
交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

　第２次薩摩川内市総合計画（後期：令和２年度～令和６年度）終期まで

令和２年度 事業終了（予定）年度 令和６年度

この地域で子育てを
したいと思う親の割
合97.0％/年

市民健康課の調
査による

成果実績 ％

目標値 ％ 97

達成度 ％

成果指標 単位 評価年度 令和７年度

番号 措置名 交付金事業の名称

3 福祉対策措置 保健センター管理運営事業

　薩摩川内市では、第２次総合計画（後期基本計画）　政策Ⅰ【健康・福祉】健やかに生き生きと暮らせるま
ちづくりの施策１生涯を通じた健康づくりの推進と医療体制の充実及び施策２安心して子どもを産み育てられ
る支援の強化に取り組んでおり、健康に対する市民意識の向上や、健康づくりの推進、多様なニーズに応じた
子育て支援の充実をはかるため保健センターの運営に交付金を充当しました。

　令和２年４月～令和３年３月の保健センター職員27名の人件費

【主要政策・施策】
　第２次薩摩川内市総合計画（後期：令和２年度～令和６年度）

　政策Ⅰ【健康・福祉】健やかに生き生きと暮らせるまちづくり
　施策１　生涯を通じた健康づくりの推進と医療体制の充実
　施策２　安心して子どもを産み育てられる支援の強化

・健康に対する市民の意識向上や、健康づくりの推進、多様なニーズに応じた子育て支援
の充実を図ることで、地域住民の福祉向上を目標とします。

【成果指標・目標値】
　この地域で子育てをしたいと思う親の割合97.0％/年

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

事業開始年度

交付金事業の概要

薩摩川内市全域

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

評価年度の設定理由

　第２次薩摩川内市総合計画（後期：令和２年度～令和６年度）終期の翌年度に評価を実施するため。

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保健センターに常駐する職員27名を安定雇用した結果、救急医療体制等の充実、保健
指導事業・母子保健事業・健康増進事業・感染症予防事業等の安定的な管理運営体制の充実に寄与しました。
　引き続き、保健センターの人件費の一部に充当することで健康づくりの充実を図ります。なお、成果及び評
価については、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

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標



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 薩摩川内市　市民福祉部　市民健康課

人件費 雇用 保健センター職員27名 130,476,951

交付金事業の担当課室 薩摩川内市　市民福祉部　市民健康課

121,256,000 108,938,000 119,000,000 349,194,000(3ヵ年計）

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

総事業費 139,663,593 138,036,791 130,476,951 408,177,335(3ヵ年計）

交付金充当額 121,256,000 108,938,000 119,000,000 349,194,000(3ヵ年計）

293

活動見込 人月 336

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

達成度 ％ 92.86% 89.29% 87.20%

336 336

令和２年度

保健センター職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 312 300



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

目標値 団体 11

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　目標値には及びませんでしたが、各地区に配置したコミュニティ主事の支援により、各地区コミュニティ協
議会にて当該補助金を活用した既存事業の改善や新規事業への着手の取り組みが見られ、各地区のコミュニ
ティ活動の一層の充実が図られました。

次年度以降も引き続き人件費の一部に交付金を充当することでコミュニティ機能の充実を図ります。

令和３年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

％ 90.9%

評価年度の設定理由

　事業実施の翌年度に、成果として評価するため。

事業開始年度

薩摩川内市全域

地区コミュニティ活
性化事業補助金交付
地区数
11団体/年

成果実績 団体 10

成果目標 成果指標 単位 評価年度

事業期間の設定理由 ー

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

交付金事業の概要

　地域コミュニティ機能の充実を図るため、薩摩川内市内にある48箇所の地区コミュニティ協議会のコミュニ
ティ主事の人件費に交付金を充当しました。

　令和２年４月～令和３年３月の地区コミュニティ協議会主事48名中41名人件費

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

4 福祉対策措置 地区コミュニティ協議会活動支援事業

【主要政策・施策】
　第２次薩摩川内市総合計画（後期　令和２年度～令和６年度）

　政策Ⅵ【地域経営】市民みんなで考え、行動するまちづくり
　施策１　地域力を発揮するコミュニティ活動への支援

・少子高齢化の進行や地域のリーダーなどの担い手不足により、集落機能の低下が
懸念されています。
・コミュニティ活動を支援することにより、地域の自立・活性化が期待され、地域
住民の福祉の向上が期待されます。

【成果指標・目標値】
地区コミュニティ活性化事業補助金交付地区数　11団体/年

令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

地域政策課
調査による

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 48,000,000 43,600,000 49,000,000 140,600,000(3ヵ年計）

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 48,000,000 43,600,000 49,000,000 140,600,000(3ヵ年計）

交付金事業の担当課室 薩摩川内市　企画政策部　地域政策課

交付金事業の評価課室 薩摩川内市　企画政策部　地域政策課

人件費 雇用 地区コミュニティ協議会主事41名 68,740,000

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 57,426,600 59,415,400 68,740,000 185,582,000(3ヵ年計）

令和２年度

コミュニティ主事の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 468 468 491

活動見込 人月 468 492
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

468

達成度 ％ 100% 100% 99.80%



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

1
公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置

文化ホール指定管理委託事
業

薩摩川内市 48,149,500 39,000,000

（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）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

事業期間の設定理由 令和２年度の文化ホール指定管理委託事業の終期まで

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３年度

施設利用者満足度

現状値(平成30年
度)83.3％→100％目標
値(令和２年度)

施設利用者アン
ケートの６段階評
価「やや満足」以
上の割合

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

令和２年度の文化ホール指定管理委託事業終期の翌年度に評価を実施するため。

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、効率的な施設の運営を図り、文化振興のため指定管理料を確保することができ、令和２年度
の交付金期間中の利用者は、新型コロナウイルス感染症対策による施設の対応として利用者の制限をしている最中では
あったが、４８，８４５人（川内文化ホール）、６，０４５　人（入来文化ホール）が利用されており、文化振興に寄
与することができました。
　総合的な評価につきましては、令和３年度に実施いたします。

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 文化ホール指定管理委託事業

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

【主要政策・施策】
「第２次薩摩川内市総合計画」施策Ⅴ【教育文化】次世代を担う人と文化を育むまちづくり
政策４ 誇りと愛着のある地域文化の保存・継承・活用

薩摩川内市には、多くの文化・芸術活動を行う様々な団体があり、各団体の活動を発表する場を提供するとともに、多
くの市民が文化・芸術に触れることができるように環境の整備に努めます。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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 薩摩川内市若松町地内外

交付金事業の概要

　川内文化ホール及び入来文化ホール(別館含む)は、市民の文化の向上に不可欠な施設となっています。多くの利用者
が当該施設を利用することから、安全・安心な施設管理を行い、また、創意工夫及び満足度の高い住民サービスに努め
るために、当該事業に交付金を充当し、安定的な維持管理運営を図ることによって、利用者が安全・安心に文化活動を
行うことができると考えます。

指定管理委託料（人件費・光熱水費・管理費等、４月～１２月の９ヶ月分）



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 薩摩川内市教育委員会　教育部　文化課

維持管理運営委託 随意契約(指定管理者制度) 公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 65,464,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市教育委員会　教育部　文化課

42,000,000 41,400,000 39,000,000

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

総事業費 63,001,899 64,178,963 48,149,500

交付金充当額 42,000,000 41,400,000 39,000,000

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

145,000 100,000

達成度 ％ 96% 100% 55%

令和２年度

各文化ホールの年間利用者数

活動実績 人 139,813 145,000 54,890

活動見込 人 145,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

（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

川内河口大橋耐震補強事業 薩摩川内市 105,364,000 72,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

評価年度の設定理由

川内河口大橋の橋梁長寿命化修繕計画終期の翌年度に評価を実施するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
　本交付金を活用して川内河口大橋の耐震補強工事を実施しました。これにより、橋梁の一部が耐震化する
ことができました。
　本事業については、計画通り進捗しており、今後も引き続き橋梁の耐震補強を進め、利便性の高い道路整
備に寄与できるよう取り組んでいきます。本事業は令和５年度まで実施されるものであり、来年度も本交付
金を活用する予定です。
　なお、成果及び評価については、令和６年度に実施いたします。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

単位 評価年度 令和６年度

川内河口大橋の橋
梁長寿命化修繕計
画における事業費
ベースの進捗率
１００％

実績/総事業費

成果実績 ％

目標値 ％ 100%

達成度 ％

事業期間の設定理由 川内河口大橋の橋梁長寿命化修繕計画の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標

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 川内河口大橋耐震補強事業

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

【主要政策・施策】
第２次薩摩川内市総合計画（後期　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
　　　　・歩行者や自動車等が常に安全に移動できるため、長寿命化計画等の策定を進め、計画的・年次的
           な改修に努める

【成果指標・目標値】
川内河口大橋の橋梁長寿命化修繕計画における事業費ベースの進捗率　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

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　久見崎町　地内

交付金事業の概要

　１級市道船間島・久見崎線は、「鹿児島県緊急輸送道路ネットワーク」において第一次緊急輸送道路に指
定されている重要な路線です。川内河口大橋は、昭和56年に架設された橋梁で、主桁床版部の劣化や橋脚の
ひび割れなど、老朽化による損傷が著しいことから、道路メンテナンス補助事業で補修工事を行い、電源立
地地域対策交付金事業で耐震補強工事を行うことで、地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施
するための道路整備を行いました。
〇耐震補強（P2）工事
〇耐震補強（P4）工事



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 薩摩川内市建設部建設維持課

耐震補強工事 一般競争入札 株式会社橋口組（薩摩川内市） 50,838,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市建設部建設維持課

16,000,000 74,910,000 72,000,000 162,910,000(3ヵ年計）

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

耐震補強工事 一般競争入札 外薗建設工業株式会社（薩摩川内市） 54,526,000

総事業費 18,305,000 84,560,000 105,364,000 208,229,000(3ヵ年計）

交付金充当額 16,000,000 74,910,000 72,000,000 162,910,000(3ヵ年計）

交付金事業の総事業費等 平成３０年度 令和２年度
（令和元年度からの繰越）

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２年度
（令和元年度からの繰越）

橋脚　２カ所 橋脚　２カ所

達成度 % 100% 100% 100%

令和２年度

耐震補強工事実施カ所

活動実績 カ所 橋台　1カ所 橋脚　２カ所 橋脚　２カ所

活動見込 カ所 橋台　1カ所



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

64,600,0002
公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置

樋脇サンヘルスパーク改修
事業

薩摩川内市 79,900,000

（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

1
公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置

宮里・北田線道路改良舗装
事業

薩摩川内市 28,953,000 23,851,000



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 宮里・北田線道路改良舗装事業

交付金事業に関係する都道府県又は市町村の
主要政策・施策と目標

【主要政策・施策】
第２次薩摩川内市総合計画　令和２年度～令和６年度
　施策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
　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を確保するための道路を整備する。
【目標】
　本路線の整備率を100％とする。

事業開始年度 平成３０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 薩摩川内市宮里町北田地内

交付金事業の概要

安全性と利便性の質を高める市道の整備を進めており、緊急時の避難道路でもある市道宮里・北田線道路改良舗装事業の道路改
良工事に交付金を充当しました。

延長　L=131m　幅員　W=5.0m

事業期間の設定理由 完成までに３年を要するため

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

本路線の整備率
１００％

本路線の整備実績
により評価

成果実績 ％ 100%

目標値 ％ 100%

達成度 ％ 100%

評価年度の設定理由

舗装完了後の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、３ヵ年で全延長２５１ｍの道路改良舗装事業を実施し、成果目標100%を達成することができました。
　道路整備が完了したため、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。
　今後も、緊急時避難道路等の道路改良事業に取り組み、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。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



131  

達成度 #DIV/0! 100% 100%

令和２年度

道路事業の延長L=131m（令和２年度）

活動実績 ｍ -  120  131  

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

120  

総事業費 8,747,000 26,235,000 28,953,000 63,935,000(3ヵ年計）

うち経済産業省分 7,000,000 23,020,000 23,851,000 53,871,000(3ヵ年計）

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 7,000,000 23,020,000 23,851,000 53,871,000(3ヵ年計）

うち文部科学省分 0 0

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

工事請負 一般競争入札 ㈱南日本運輸建設　　（薩摩川内市） 28,953,000

交付金事業の担当課室 薩摩川内市建設部　建設整備課

交付金事業の評価課室 薩摩川内市建設部　建設整備課



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３年度

施設に対する満足度の
割合
○現在値：３６％
○目標値：５０％

利用者アンケートに
よる

成果実績 ％

目標値 ％ 50%

達成度 ％

評価年度の設定理由

改修事業完了年度の翌年度の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

　当該事業に交付金を充当し、安全な維持管理及び利用者が安全・安心にスポーツ活動を楽しむことのできる施設整備を図るこ
とができました。
　今後も多くの利用者が当該施設を利用し、気軽にスポーツに親しむ環境づくりに努めます。
　なお、成果及び評価については、令和３年度に改めて評価します。

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 樋脇サンヘルスパーク改修事業

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

【主要政策・施策】
第２次薩摩川内市総合計画（後期　令和２～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（教育文化）
　　施策５　スポーツ活動を楽しむ環境整備
　　　　　　　・市民が気軽にスポーツに親しむ環境が整い、日常的にスポーツを楽しむことができるよう
　　　　　　　施設の維持管理を行います。

【目標】
スポーツ施設において、安全・安心な環境を整え、利用者の健康増進を図る。

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 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２２９６番地１（樋脇サンヘルスパーク地内）

交付金事業の概要

【事業内容】
・対象施設：樋脇サンヘルスパーク
・対象経費：工事請負費（老朽化したウォータースライダーの改修工事）
【必要性、期待される効果】
　樋脇サンヘルスパークは、スライダープール、流水プール及び幼児プールが整備され、年間約２万人が利用しています。当該
施設は、整備後約２５年が経過しており、設備の老朽化が課題となっています。今後も多くの利用者が当該施設を利用すること
から、当該事業に交付金を充当し、安全な維持管理を図ることで、利用者が安全・安心にスポーツ活動を楽しむことが期待でき
ます。



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

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

設備改修 一般競争入札 株式会社　宇都組（薩摩川内市） 79,900,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 0 0 64,600,000

うち文部科学省分 0 0 0

総事業費 0 0 79,900,000

うち経済産業省分 0 0 64,600,000

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  

達成度 ％ #DIV/0! #DIV/0! 100%

令和２年度

ウォータースライダー改修工事

活動実績 式 -  -  1  

活動見込 式 - 



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

1 福祉対策措置 図書館施設管理運営事業 薩摩川内市 10,047,055 8,900,000

（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）

成果指標 単位 評価年度 令和３年度

中央図書館開館日
数100％/年
（計画閉館日数を
除く）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

評価年度の設定理由

事業実施の翌年度に、成果として評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本交付金を活用することにより、施設職員３名の人件費に充当することができ、安定した施設運営を行うこ
とができました。
　また、このことにより、生涯学習の拠点施設である図書館を充実することにより、市民の自主的な学習・文
化・余暇活動の支援が図られました。
　中央図書館の開館日数に係る目標達成度は100％で、利用しやすく市民生活の役に立つ図書館づくりに寄与で
きたと評価します。
　引き続き、生涯学習の充実をめざす環境づくりの推進を図ります。

番号 措置名 交付金事業の名称

1 福祉対策措置 図書館施設管理運営事業

中央図書館の調
査による
（開館日数/開館
計画日数）

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

事業期間の設定理由 薩摩川内市教育振興基本計画（令和２年度～令和６年度）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

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 薩摩川内市全域

交付金事業の概要

令和２年８月～令和３年３月の図書館施設職員３名の人件費を電源立地地域対策交付金を活用することで、市
民の自主的な学習・文化・余暇活動を支援する生涯学習の拠点施設である図書館の充実を図りました。

交付金事業に関係する都道府県又は市町村の
主要政策・施策と目標

【主要政策・施策】
　第２次薩摩川内市総合計画（後期　令和２年度～令和６年度）
　　政策Ⅲ　生涯学習の充実をめざす環境づくりの推進
　　施策２　図書館機能の充実と読書活動の推進
　　　　・市民の自主的な学習・文化・余暇活動を支援する生涯学習の拠点施設として、
　　　　　市民に親しまれ、利用しやすく市民生活の役に立つ図書館づくりを目指します。

【成果指標と目標値】
 中央図書館開館日数　100％/年

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和６年度



交付金事業の評価課室 薩摩川内市教育委員会　教育部　中央図書館

0 0 0

人件費

契約の方法 契約の相手方 契約金額

総事業費 0 0 10,047,055

雇用 図書館施設職員３名 10,047,055

交付金事業の担当課室 薩摩川内市教育委員会　教育部　中央図書館

0 0 8,900,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 0 0 8,900,000

うち経済産業省分

うち文部科学省分

契約の目的

#DIV/0! 96%

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２年度

図書館施設職員及び会計年度任用職
員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間（月））

活動実績 人月 - - 23 

活動見込 人月 - 

令和元年度

- 24 

達成度 #DIV/0!




