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Ⅰ．事業評価総括表  （平成30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  
岩手県電源立地地域対策交付金 

（花巻市花と緑の創出事業）  
花巻市  7,600,000 7,600,000 

花巻市総事業費 

9,445,257 

２  

公共施設に係

る設備、維持補

修又は維持運

営費等措置  

岩手県電源立地地域対策交付金 

（遠野市消防車両更新事業）  
遠野市  6,000,000 6,000,000 

遠野市総事業費 

21,384,000 

３  
岩手県電源立地地域対策交付金 

（八幡平市体育施設管理用芝管理機器購入事業） 
八幡平市  4,400,000 4,400,000 

八幡平市総事業費 

4,536,000 

４  
岩手県電源立地地域対策交付金 

（二戸市道路維持作業車輛整備事業） 
二戸市  2,835,760 2,835,760 

二戸市総事業費 

4,104,000 

５  
岩手県電源立地地域対策交付金 

（岩手町消防施設整備事業） 
岩手町  1,846,600 1,846,600 

岩手町総事業費 

11,091,600 



Ⅱ．事業評価個表（30年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 花巻市花と緑の創出事業

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

花巻市まちづくり総合計画長期ビジョン（平成26年度～平成35年度）
花巻市まちづくり総合計画中期プラン（平成29年度～平成31年度）
　花巻市まちづくり総合計画では将来都市像をより具体化するためにまちづくりを5つの分
野に区分し、「2 くらし分野」の基本政策の1つとして「1 環境の保全」を掲げ、その施策
の1つとして「(5) 花のあるきれいなまちづくり」を挙げ、「まちの美化を推進することと
し、花のあるきれいなまちづくりの施策を展開します。」としています。
　目標　まちづくり市民アンケート中「地域の中で花による美化が進められていると感じ
る市民の割合」65%

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 花巻市
交付金事業実施場所 岩手県花巻市市内一円及び松園町

交付金事業の概要

「花のあるきれいなまちづくり」を目的とし、花苗の配布による花壇実践活動を推進する
とともに、花や盆栽などの展示や販売、各種講習会等を通じて花いっぱい運動の啓発を図
る花と緑のまつりを開催します。
・花苗配布
　期間　　　　夏苗：平成30年5月下旬から7月上旬、秋苗：平成30年10月下旬
　場所　　　　花巻市内一円
　配布本数　　約26. 3万本
　実践者数　　363団体
・花と緑のまつり
　期間　　　　平成30年6月8日～10日
　会場　　　　花巻市総合体育館
　来場者　　　約28,000人



社会福祉法人光林会
就労支援センタールンビニー

花工房さ～ら

個人事業主

（株） JAグリーンサービス花巻

花と緑のまつり実行委員会

1,161,477

536,303

550,317

4,000,000

交付金事業の担当課室 建設部公園緑地課

交付金事業の評価課室 総合政策部秘書政策課

花苗供給業務委託（大迫・石鳥谷
地域）

花苗供給業務委託（東和地域）

花苗供給業務委託（秋苗：全域）

花と緑のまつり実行委員会負担金

随意契約（特命）

随意契約（特命）

随意契約（特命）

負担金

花苗供給業務委託（花巻地域） 随意契約（特命） （株） JAグリーンサービス花巻 3,197,160

うち経済産業省分 7,600,000 7,600,000 7,600,000

交付金事業の契約の概要

（平成28～30年度総事業
費合計：22,800,000円）うち文部科学省分 0 0 0

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

総事業費 7,600,000 7,600,000 7,600,000

交付金充当額 7,600,000 7,600,000 7,600,000

255 263
活動見込 千本 400

交付金事業の総事業費
等

平成28年度 平成29年度 平成30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28年度 平成29年度

400

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

320
達成度 ％ 64.3% 63.8% 82.2%

平成30年度

花苗の供給数
活動実績 千本 257

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 平成31年度
まちづくり市民ア
ンケートで地域の
中で花による美化
が進められている
と感じる市民の割

合65%

美化が進められて
いると感じる市民
÷アンケート集計

数×100

成果実績 ％

目標値 ％ 65

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由

次年度にまちづくり市民アンケートを実施しているため
交付金事業の定性的な成果及び評価等



Ⅱ．事業評価個表（30年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

2
公共施設に係る設備、維持
補修又は維持運営費等措置

遠野市消防車両更新事業

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

　交付金事業に関係する主要政策・施策
　第2次遠野市総合計画（平成28年度～平成32年度）
　　大網1 自然を愛し共生するまちづくり
　　　政策4 安心安全な地域づくり
　　　　(1) 防災・消防・救急
　　　・防災基盤を強化するため、老朽化した消防ポンプ及び積載車等の更新整備を進め
ます。

目標：消防ポンプ自動車1台更新（平成30年度）
災害時における迅速な消防活動の確保

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 遠野市
交付金事業実施場所 遠野市新穀町

交付金事業の概要

　遠野市消防車両更新整備計画に基づく消防団車両の更新
　　・消防ポンプ自動車　1台更新整備（遠野市消防団第1分団第3部　新穀町）
　第2次遠野市総合計画に基づき、消防車両更新を図ることにより消防団の活性化、地域の
防災意識を高めるため、電源立地地域対策交付金を活用し、消防車両の充実に努めること
により、災害発生時には有効な災害活動が期待できます。

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 平成30年度

消防ポンプ自動
車1台更新

評価年度の設定理由
第2次遠野市総合計画の評価年度と同一年度に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
消防ポンプ自動車1台を更新したことにより、新穀町350世帯を網羅することができ、火災
発生時には計画的で有効的な消火活動が行えるようになりました。次年度も引き続き消防
車両の充実に努めてまいります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

更新済台数÷更
新予定台数×100

成果実績 台 1

目標値 台 1

達成度 ％ 100.0%

平成30年度

消防ポンプ自動車1台更新

活動実績 台 1 2 1

活動見込 台 1

活動指標 単位 平成28年度 平成29年度

2

備　考

総事業費 6,000,000 6,000,000 6,000,000

（平成28～30年度総事業
費合計：18,000,000円）

1

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金充当額 6,000,000 6,000,000 6,000,000

うち文部科学省分 0 0 0

交付金事業の総事業費
等

平成28年度 平成29年度 平成30年度

うち経済産業省分 6,000,000 6,000,000 6,000,000

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 遠野市消防本部消防総務課

備品購入契約 指名競争入札
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢11
地割501
互光商事株式会社

21,384,000円

交付金事業の担当課室 遠野市消防本部消防総務課



Ⅱ．事業評価個表（30年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

3
公共施設に係る設備、維持
補修又は維持運営費等措置

八幡平市体育施設管理用芝管理機器購入事業

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

【主要政策・施策】第2次八幡平市総合計画前期基本計画
2 第2編　施策別計画
　　第3章　心身ともに健康で、活力に満ちたまちづくり
　　　第7　スポーツ活動の推進
　　　　・各競技団体やスポーツ推進委員、体育協会などと連携し、広くスポーツを
　　　　　普及する体制も必要となります。
【目標】スポーツ施設利用者数　255,000 人（平成32年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 八幡平市
交付金事業実施場所 八幡平市松尾寄木

交付金事業の概要

良好な競技環境を提供するためには天然芝グラウンドの適切な管理が必要。乗用スイー
パー（乗用芝吸引機）を整備し、施設利用の拡大を図ります。
・乗用スイーパー（乗用芝吸引機） 1台

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 平成30年度
ラグビーやサッ

カー等の合宿の誘
致活動を行い、施
設利用の拡大：実
業団合宿の誘致件

数3件

評価年度の設定理由
事業完了後速やかに評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

実業団の合宿誘致
件数

成果実績 件 3

目標値 件 3

達成度 ％ 100.0%

平成30年度

芝管理機器購入台数
活動実績 台 2 1 1
活動見込 台 2

活動指標 単位 平成28年度 平成29年度

1

備　考

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000

（平成28～30年度総事業
費合計：13,200,000円）

1
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000

うち文部科学省分 0 0 0

交付金事業の総事業費
等

平成28年度 平成29年度 平成30年度

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

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 企画財政課

機器購入 指名競争入札
八幡平市田頭第37地割147番地2

株式会社みちのくクボタ八幡平店 4,536,000円

交付金事業の担当課室 地域振興課



Ⅱ．事業評価個表（30年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

4
公共施設に係る設備、維持
補修又は維持運営費等措置

二戸市道路維持作業車輛整備事業

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

【主要政策・施策】
第2次二戸市総合計画
　前期基本計画：政策を支える土台・原動力

・安心かつ安全な道路交通の確保のため、市民と一緒に道路整備を進めるとともに、計画
的な維持修繕を進めます。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 二戸市
交付金事業実施場所 二戸市一円

交付金事業の概要

当市では、市道沿いの側溝や法定外水路を地元住民と協力しながら維持管理しています
が、近年、高齢化が進み、泥上げ等の維持管理作業も住民にとって負担となっています。
そこで、本交付金を活用してミニバックホウを購入することで効率よく、迅速な維持管理
作業を行うことが可能となり住民の負担軽減、及び住民の安全で安心な水路利用を図りま
す。
・道路維持作業車購入ミニバックホウ　1台

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 平成30年度

評価年度の設定理由
事業完了後速やかに評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
ミニバックホウを購入したことにより、側溝及び水路の維持管理に要する時間や労力が大
幅に削減され、高効率かつ迅速な作業が可能となりました。今後も必須となる水路等の維
持管理作業において、永く重宝され、住民の安全で安心な水路利用を支えることとなりま
す。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

成果実績
目標値
達成度

台 1
達成度 ％ 100.0%

交付金事業の総事業費
等

平成30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

車両購入台数
活動実績 台 1
活動見込

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 2,835,760

総事業費 2,835,760

交付金充当額 2,835,760

交付金事業の担当課室 建設整備部建設課

交付金事業の評価課室 建設整備部建設課

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

車両購入 指名競争入札 株式会社みちのくクボタ二戸店 4,104,000



Ⅱ．事業評価個表（30年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

5
公共施設に係る設備、維持
補修又は維持運営費等措置

岩手町消防施設整備事業（消防用ホース乾燥機購入）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 岩手町
交付金事業実施場所 岩手県岩手郡岩手町大字五日市

交付金事業の概要

岩手町消防団では訓練や火災に伴う出動後のホースの乾燥作業の際に、ホースを二つ折り
にぶら下げて自然乾燥させてきましたが、特にも雨季や冬季には乾燥に時間を要していま
した。また、消防団員の高齢化が進み、10m超のやぐらによじ登ることが困難になっている
ことが町消防団の課題の1つでありました。
今回、盛岡中央消防署岩手分署が移転新築されることに伴い、消火活動後のホースの早期
乾燥を実施するために消防用ホース乾燥機が必要であり、当該交付金を使用し消防用ホー
ス乾燥機１台を購入しました。

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

【主要政策・施策】
岩手町総合発展計画 2011 – 2020
　大綱5　安全で快適な生活環境の整備 　①消防・防災対策の充実
・消防体制の基盤強化を図るため、消防施設、消防車・救急車等車両・資機材の
整備及び消防職員の確保と消防活動を効果的なものとするため、活動体制の充実
強化を図ります。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度



平成30年度

1,846,600

1,846,600

0

1,846,600

機器購入 随意契約 互光商事株式会社 11,091,600

交付金事業の担当課室 岩手町農林環境課

交付金事業の評価課室 岩手町総務課

交付金事業の契約の概要

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
1

交付金充当額

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

備　考

総事業費

うち経済産業省分

機器購入台数
活動実績 台
活動見込 台

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標

達成度 ％
1

100.0%

事業実施完了後、速やかに評価を実施します。
交付金事業の定性的な成果及び評価等

電気温風式のホース乾燥機を購入することにより、気象条件に左右されずに、消防団及び
岩手分署が連続した火災や訓練後に短時間でホースの乾燥ができ、早期に次の出動態勢を
図ることが可能となりました。また、やぐらの老朽化や団員の高齢化による事故等の危険
軽減も期待されます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

成果実績
目標値
達成度

単位 評価年度 平成30年度

評価年度の設定理由



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

7

8

9

5

4

6

宮古市 6,000,000 6,000,000

9,550,000 円

宮古市総事業
費

1
公共施設に係る設
備、維持補修又は維
持運営費等措置

奥州湖交流館管理運営事業 奥州市 5,733,000 5,733,000

6,977,000 円

地域活性化措置2
宮古市閉伊川漁業協同組合増
殖事業補助金

3

備 考

奥州市総事業
費

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

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表

無

人

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

7213

目標値 人 7000

達成度 % 103%

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

奥州湖交流館の年間
利用者数7,000人

利用者数実績数

成果実績

奥州市胆沢

交付金事業の概要

奥州湖交流館は胆沢扇状地の自然、歴史及び文化を知ることのできる場並びに市民の交流の場であるほか、
胆沢ダム周辺の観光案内等を行うなど、市の観光施策にも貢献する施設です。この施設のサービスの向上と
経費節減を図るため、電源立地地域対策交付金を使用し、交流館の指定管理運営事業に充当するものです。
奥州湖交流館指定管理料（4月～12月分：4半期ごとに指定管理料を支払い）

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその目標

【奥州市】
奥州市総合計画実施計画（計画期間平成29年度～令和3年度：4－3観光物産の振興）
目標：奥州湖交流館年間利用者数7,500人

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共施設に係る設備、維持
補修又は維持運営費等措置

奥州湖交流館管理運営事業

評価年度 平成30年度

評価年度の設定理由

奥州湖交流館の開館期間は4月～12月のため、事業実施年度内に年間利用者数を把握できるためで
す。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 奥州市

交付金事業の定性的な成果及び評価

H27年度から当該事業を行い、サービス向上や施設環境の充実が図られ観光の拠点として魅力を発
信できました。引き続き、次年度においても観光拠点として胆沢ダム周辺の魅力を発信するなど
し、サービス向上を図っていきます。

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 商工観光部商業観光課

交付金事業の評価課室 総務企画部政策企画課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

管理協定書 随意契約 一般社団法人いわて流域ネットワーキング 7,500,000

計

交付金事業の総事業費等 備考

総事業費 H28～H30 総事業費合計

17,199,000 円交付金充当額

交付金事業の契約の概要

人

達成度 %

平成29年度 平成30年度

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位

ラフティング、カヌーツアー等への参加者
数

活動実績 人

活動見込

平成28年度

令和元年度

5,733,0005,733,000

5,733,000 5,733,000 5,733,000

200

0 0 0

194

平成29年度

5,733,000

5,733,000 5,733,000 5,733,000

12 60.5

平成30年度

24 121 388

200 200



Ⅱ．事業評価個表
番号 措置名 交付金事業の名称

2

評価年度の設定理由

当該年度で評価が可能なためです。

交付金事業の定性的な成果及び評価

宮古市閉伊川流域

151万

交付金事業の概要

宮古市では、総合計画において東日本大震災の影響により大きく減少した観光客を取り戻すべく、地域観光
資源の活用等による観光の振興を図ることとしています。地域観光資源の一つとして、河川漁業の魅力であ
る魚類資源を維持するため、閉伊川漁業協同組合が実施する増殖事業に要する経費の一部を補助します。

交付金事業実施場所

地域活性化措置 宮古市閉伊川漁業協同組合増殖事業補助金

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 宮古市

事業期間の設定理由 ―

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその目標

【宮古市】
Ⅱ（活力に満ちた産業振興都市づくり）‐3（水産業の振興）‐⑥（河川漁業の推進）
及び6（観光の振興）-②（地域観光資源の活用）
目標値：宮古市観光来訪者数　130万人（H30）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

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

持続可能な河川漁業
の振興と観光産業の
振興を図る

宮古市観光来訪者数

閉伊川漁業協同組合が実施するアユ、ヤマメ、イワナ等の種苗放流などの増殖事業を支援することで、魚類資源の回復
を図り、河川漁業の魅力を取り戻し、遊漁者の減少に歯止めをかけることが期待できます。これにより、持続可能な河
川漁業の振興が図られるとともに、来訪者の経済活動や、「閉伊川釣り大会」などの観光資源としての活用による観光
産業の振興も図られます。平成30年度においては、成果指標が達成されたことから、次年度以降も前年並みの稚魚放流
量を確保し、観光資源としての活用を継続していきます。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

評価年度 令和元年度

目標値 人 130万

達成度 % 116%

成果実績 人



うち文部科学省分

うち経済産業省分

平成28年度

kg

達成度

交付金事業の評価課室 企画部企画課

随意契約 閉伊川漁業協同組合 9,550,000

計

交付金事業の担当課室 産業振興部水産課

6,000,000 6,000,000 6,000,000

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

補助金の交付

交付金充当額 6,000,000 6,000,000 6,000,000 18,000,000 円

0

総事業費 6,000,000 6,000,000 6,000,000

5430

108%

H28～H30 総事業費合計

5430

106%%

交付金事業の総事業費等 平成28年度 平成29年度 平成30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

稚魚放流量

活動実績 kg

活動見込

5710

5430

105%

平成30年度

57805880



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

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

（単位：円）

備 考

盛岡市総事業費

北上市総事業費

2
北上市日本現代詩歌文学館
管理事業

一関市総事業費

釜石市総事業費

一関市立一関あおば保育園
運営事業

地域活性化措置3

西和賀町沢内農業者トレー
ニングセンター床研磨塗装
及びトイレ改修事業

雫石町総事業費

9,936,000 円

雫石町立御明神保育所運営
事業

岩泉町 5,630,000

1 地域活性化措置
盛岡市立きたくり保育園運
営事業 盛岡市 14,267,000 14,267,000

16,302,000 円

地域活性化措置 北上市 5,024,000 5,024,000
52,930,710 円

8,196,000 円

4,622,400 円

一関市

釜石市 4,400,000

4,400,0004,400,000

4,173,120

4,400,000

5,055,000

4,400,000
釜石市橋野地区さわやかト
イレ省エネ化事業

岩泉町消防車両整備事業

滝沢市平成30年度普通河川
巣子川測量設計業務

4,881,600 円

4,173,120 円

滝沢市総事業費

岩泉町総事業費

西和賀町総事業費

9,014,300 円

公共施設に係る設
備、維持補修又は
維持運営等措置

7

8

9

5

公共施設に係る設
備、維持補修又は
維持運営等措置

4

6
公共施設に係る設
備、維持補修又は
維持運営等措置

地域活性化措置

公共施設に係る設
備、維持補修又は
維持運営等措置

地域活性化措置

5,630,000

5,055,000

4,400,000

雫石町

西和賀町

滝沢市 4,173,120



Ⅱ．事業評価個表

児童入所率は当該年度で評価が可能なためです。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 盛岡市

交付金事業実施場所

評価年度の設定理由

無

保育所の安定的運営に寄与し，保護者が安心して子どもを産み育てる子育て環境の充実を促進することが
でき，少子化対策，保護者の子育てに対する不安の解消及び就労の援助等をサポートすることにつながり
ました。
今後も保育サービスに対する需要は増すことが見込まれることから，保育所の安定的運営に資するため保
育士の安定的な配置により保育需要へ対応できる運営を行い，定員以上の受け入れを実施します。

平成30年度

平成30年度

3歳未満児童入所実績
数÷3歳未満児童入所
定員数×100（％）

成果実績

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 盛岡市立きたくり保育園運営事業

評価年度

盛岡市厨川

交付金事業の概要

保育所運営に係る経費のうち、同保育所に勤務する正規保育士6名分の人件費に充当するものです。
「5名の8ヶ月分（平成30年7月分から平成31年2月分）本俸分」及び「1名の7ヶ月分（平成30年7月分及び
平成30年9月から平成31年2月分）本俸分」
子どもを安心して育てることができる地域社会の実現に向けて，子育て支援の拠点としての保育所の役割
はますます重要となっています。本事業による市立保育所運営の支援により，保育所の安定的運営に寄与
し，保護者が安心して子どもを産み育てる子育て環境の充実を促進することができます。

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその目標

【岩手県盛岡市】
市の子ども子育て事業について，盛岡市子ども・子育て支援事業計画の基本目標１「全
ての子どもが健やかに育つ環境づくり」のため，幼児期の教育・保育の充実を実施施策
の一つとしています。
目標：待機児童数0人

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度

% 133

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

3歳未満児童
入所率100％

%

交付金事業の定性的な成果及び評価

%

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

133

目標値 100

達成度



うち文部科学省分

うち経済産業省分

293

293

交付金事業の契約の概要

28,534,000 円

単位

活動実績 日

活動見込

活動指標

14,267,000

交付金事業の活動指標及び
活動実績 保育所開園日数等

100%

平成30年度

292

292

14,267,000

100%

平成29年度

契約金額

人件費 雇用 16,302,000

交付金事業の総事業費等 備考

総事業費 H29～H30　総事業費合計

交付金充当額

計

保育士6名

平成29年度 平成30年度

交付金事業の担当課室 子育てあんしん課

契約の目的

交付金事業の評価課室 子育てあんしん課

契約の方法 契約の相手方

日

達成度 %

14,267,000

14,267,000

0

14,267,000

14,267,000

0



Ⅱ．事業評価個表

北上市日本現代詩歌文学館管理事業

北上市

地域活性化措置

事業期間の設定理由 ―

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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・施策とその目標

【岩手県北上市】
北上市総合計画2011～2020
政策の基本目標2　生きる力を育み、文化が躍動するまちづくり
2－4　芸術文化の振興・国際交流の推進
目標（平成32年度）：国際交流ボランティア数　170人
　　　　　　　　　　北上市文化交流さくらホールの利用者数　295,000人
　　　　　　　　　　北上市日本現代詩歌文学館のレファレンス利用件数　370件

交付金事業実施場所

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

交付金事業の概要

当市はまちづくりの基本目標の一つとして「生きる力を育み、文化が躍動するまちづくり」を掲げ、芸術
文化活動を促進する環境と機会の充実を図ることとしています。北上市日本現代詩歌文学館は日本唯
一の詩歌専門の文学館であり、芸術文化活動の普及・拡充に欠かすことの出来ない施設です。
当事業においては、北上市日本現代詩歌文学館の指定管理料のうち、7月～12月の6ヵ月分の事業
費に交付金を充当します。

番号 措置名 交付金事業の名称

2

北上市本石町



うち文部科学省分

うち経済産業省分

―

契約の相手方 契約金額

件 370

達成度 ％ ―

評価年度 令和３年度

交付金事業の成果目標及び
成果実績

成果指標 単位

レファレンス利用
件数　370件（令和
2年度）

レファレンス利用
件数

成果実績 件

成果目標

目標値

評価年度の設定理由

令和2年度の成果実績を目標値として設定しているためです。

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

％

交付金事業の総事業費等

イベント数

活動実績 事業

活動見込

―

単位

総事業費 北上市総事業費

事業

備考

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標

達成度

交付金充当額

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法

施設管理 指定管理（管理協定書） 一般財団法人日本現代詩歌文学館運営協会 119,356,000

計

交付金事業の担当課室 まちづくり部生涯学習文化課

交付金事業の評価課室 企画部政策企画課

5,024,000

8

100

平成30年度

5,024,000

5,024,000

0

52,930,710 円

平成30年度

8



Ⅱ．事業評価個表
番号 措置名 交付金事業の名称

3 地域活性化措置 一関市立一関あおば保育園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 一関市

交付金事業実施場所 一関市山目

交付金事業の概要
保育園運営に係る経費のうち、同保育園に勤務する正規職員の保育士5名分の人件費（2018年8月分から
2018年12月分の本俸分）に交付金充当することにより、入所児童の充足率を図るための保育士を確保し、
保育園の安定的な運営、保育環境の充実を図るものです。

交付金事業に関係する都道府
県又は市町村の主要政策・施
策とその目標

【岩手県一関市】
一関市総合計画前期基本計画（Ｈ28～Ｈ32）の分野別計画3「自ら輝きながら次代の担い手を応援するま
ち」の1「子育て」⑵幼児教育及び保育環境の充実を示しています。
入所児童の充足を図るための保育士確保。
目標値：入所児童充足率90％以上

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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

% 105.9

評価年度の設定理由

児童充足率は当該年度で評価が可能なため。（評価時期：年度末）

平成30年度

入所児童充足率
90％以上（年度
末）

入所児童数／利用
定員×100(％)

成果実績 % 95.3

目標値 % 90

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価
本交付金事業による市立あおば保育園運営の支援として、同保育園に勤務する保育士5名分の人件費を充
当することにより、保育園の安定的な運営に貢献でき、保護者が安心して子どもを産み育てることのでき
る保育環境を整備することができます。これにより、保護者の子育てと就労の両立をサポートすることが
可能となります。次年度も引き続き同事業の実施により保育環境の充実を目指します。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



うち文部科学省分

うち経済産業省分

活動見込 日

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

平成30年度

294

単位

保育園開園日数等

4,400,000

活動実績 日

平成28年度

293

平成29年度

293

達成度 %

交付金事業の総事業費等 備考

293

100

293

100

294

100

総事業費 H28～H30　総事業費合計

交付金充当額 13,200,000 円

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

平成28年度 平成29年度 平成30年度

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 保育士5名 8,196,000

計

交付金事業の担当課室 生活環境課

交付金事業の評価課室 生活環境課

4,400,000

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



Ⅱ．事業評価個表
番号 措置名 交付金事業の名称

4
公共施設に係る設備、維持補
修又は維持運営等措置 釜石市橋野地区さわやかトイレ省エネ化事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 釜石市

交付金事業実施場所 釜石市橋野町

交付金事業の概要

橋野どんぐり広場産地直売所の屋根に太陽光パネルを設置し、橋野さわやかトイレに設置するパワーコンディショ
ナーと蓄電池を介してトイレに電源供給を行ったものです。併せて、トイレ照明をLEDに更新しました。
※日中の余剰電力で蓄電池を充電し、夜間に使用。売電は行わないものです。
※産地直売所の建物は釜石市の建物であり、日照条件から屋根を借用するものです。

交付金事業に関係する都道府
県又は市町村の主要政策・施
策とその目標

【主要政策・施策】釜石市復興まちづくり基本計画（平成23年度～平成32年度）
　復興を支える12 の取組の1つに『創造的エネルギー対策の推進』として、「震災の教訓を踏まえたエネルギーの安
定供給や災害時の一定確保」「地域の多様なエネルギー資源を活用した釜石らしいスマートコミュニティの推進」
「地域独自にエネルギーを生産・活用できる拠点形成」を提示し、まちづくりに着手しています。
【目標】計画終了時までに、有事においても観光客や地元住民が孤立しない広場としての機能を充実させつつ、施設
の維持管理費削減に努めながら、再生可能エネルギーの普及促進を図るものです。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 平成30年度
トイレで発生する電気
量の消費電力を10％削
減

(1-(H30年11・12月の電気
量/H30年11・12月の電気
量))*100

成果実績 % 49.8

目標値 % 10

達成度 % 498.0

評価年度の設定理由

本事業は太陽光パネル設置直後に成果実績が確認出来るため平成30年度としました。

交付金事業の定性的な成果及び評価

―

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



うち文部科学省分

うち経済産業省分

平成30年度

活動見込

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

太陽光パネルの導入枚数　12枚

活動実績 日 12

総事業費 釜石市総事業費

交付金充当額 4,622,400 円

日 12

達成度 % 100

交付金事業の総事業費等

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

電気設備工事 一般競争入札（条件付） 三陸電業㈱釜石支店 4,622,400

計

交付金事業の担当課室 産業振興部商業観光課

交付金事業の評価課室 総務企画部総合政策課

4,400,000

4,400,000

0

4,400,000



Ⅱ．事業評価個表
番号 措置名 交付金事業の名称

5
公共施設に係る設備、維持補
修又は維持運営等措置 滝沢市平成30年度普通河川巣子川測量設計業務

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 滝沢市

交付金事業実施場所 滝沢市巣子

交付金事業の概要

巣子地内において雨水を安全に流下させるため、巣子川の土羽護岸改修工事が2箇所必要となっておりま
す。そこで本交付金を使用して護岸の改修工事を実施します。
改修工事実施箇所　N=2箇所　改修延長 L=85.0m
　平成30年度　設計延長　L=85.0m
　令和元年度　工事延長　L=24.0m、護岸工  A=107㎡
　令和2年度　 工事延長　L=61.0m、護岸工  A=138㎡

評価年度 令和2年度

改修実施予定箇所
(2箇所)

交付金事業に関係する都道府
県又は市町村の主要政策・施
策とその目標

滝沢市総合計画（平成27年度～令和4年度）における位置付け
【政策】ひとにやさしく安全・安心で活力あふれるまちをつくります。
【基本施策】河川砂防・雨水排除施設の整備
【計画のビジョン】生活基盤を整備、維持することにより、子どもから高齢者までが、安全に安心して暮
らすことができる、ひとにやさしいまちづくりを目指します。
【目標】普通河川巣子川　改修実施箇所 2箇所

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

達成度 %

事業期間の設定理由 予算規模等を考慮した改修工事の箇所数を見込み、完了可能な期間を設定しております。

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

改修実施箇所÷改修
予定箇所×100(％)

成果実績 %

目標値 % 100

評価年度の設定理由

改修が必要な2箇所の工事が終了する令和2年度を評価年度に設定しております。

交付金事業の定性的な成果及び評価

―

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



うち文部科学省分

うち経済産業省分

平成30年度

改修工事実施箇所
（平成30年度は改修工事2箇所の設計業務

が完了）

活動実績 箇所 2

活動見込 箇所 2

達成度 % 100

交付金事業の総事業費等 備考

4,173,120

4,173,120

0

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

平成30年度

単位

4,173,120

総事業費 滝沢市総事業費

交付金充当額 4,173,120 円

4,173,120

都市整備部河川課

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

測量設計 指名競争入札 株式会社防災技術コンサルタント

計

交付金事業の担当課室 都市整備部河川課

交付金事業の評価課室



Ⅱ．事業評価個表
措置名 交付金事業の名称

6
公共施設に係る設備、維持補
修又は維持運営等措置 岩泉町消防車両整備事業

交付金事業実施場所 岩泉町安家

交付金事業の概要

　岩泉町消防団は8分団28部で構成されていますが、各分団の消防機材の多くは整備後数十年を経過して
いるため、機械性能の劣化が生じており、計画的な更新が必要となっています。
　このことから、平成3年に整備して以来27年を経過している第8分団第2部の小型動力ポンプ付積載車に
ついて、本交付金の活用により整備し消防体制の充実強化を図ります。

交付金事業に関係する都道府
県又は市町村の主要政策・施
策とその目標

【岩手県岩泉町】新岩泉町まちづくり総合計画後期基本計画（平成27年度～令和元年度）
Ⅲ　美しい森林
　３　自然風土に適した安全安心で快適な暮らしの実現
　　（1）安全安心な地域社会の実現
　　　　・消防力を強化するために、消防車両、防火水槽などを整備します。
目標：岩泉町消防団消防車両更新計画　2台（平成30年度） ※2台のうち1台を本交付金で更新

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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

評価年度の設定理由

平成30年度

1

目標値 台 1

達成度

車両の整備のため当該年度で評価が可能なため

交付金事業の定性的な成果及び評価
　過年度は岩泉町消防団消防車両更新計画に基づく更新により、経年劣化による故障や機能低下
を改善し、地域住民の安心・安全な地域社会を実現してきました。
　しかしながら、現在当町に配備されている消防車両には配備から25年以上経過している車両が
未だに多く存在し、消防体制の充実強化、緊急時出動に対する信頼性の向上のため、次年度にお
いても計画的な消防車両の更新が必要となっています。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

岩泉町

番号

更新台数

成果実績 台

100

消防車両更新

%

交付金事業者名又は間接交付金事業者名



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の活動指標及
び活動実績

%

交付金事業の契約の概要

5,630,000

契約の相手方 契約金額

車両購入

達成度

交付金充当額 9,936,000 円

交付金事業の総事業費等

活動指標

9,936,000

契約の目的 契約の方法

計

0

指名競争入札 互光商事株式会社

交付金事業の担当課室 消防防災課

交付金事業の評価課室 政策推進課

5,630,000

消防車両購入

活動実績 台

活動見込 台 1

100

備考

総事業費 岩泉町総事業費

単位 平成30年度

1

平成30年度

5,630,000



Ⅱ．事業評価個表
番号 措置名 交付金事業の名称

7 地域活性化措置 雫石町立御明神保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 雫石町

交付金事業実施場所 雫石町御明神地内

交付金事業の概要

　雫石町立御明神保育所運営にかかる経費のうち、同保育所に勤務する正規職員の保育士6名分の人件費
に交付金充当するものになります。
（平成30年度8月分から平成31年2月分の本俸分）

評価年度 平成30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
策とその目標

町の子ども子育て事業について、第二次雫石町総合計画後期基本計画（H28～H31）の「【施策大綱3】す
こやかでやすらぎのあるまち」の施策3-2-1に「子どもを産み育てやすい環境の整備」として、「子育て
ニーズに応じたサービスの提供」、「支援体制の整備」などの基本方向を示しております。
目標：定員に対する入所児童数　100％

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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

安心して子供を産
み育てることがで
きる環境を整える

目標値 %

評価年度の設定理由

児童入所率は当該年度で評価が可能であるためです。

交付金事業の定性的な成果及び評価
交付金を保育士給与に充当することにより、保育士の適正な配置を実施することができ、その結果定員を
超える児童の受入れが可能となりました。このことから、次年度以降についても同様に事業を継続実施し
て参りたいと考えております。

入所児童数/保育所
定員

成果実績 %

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

100

達成度 % 103

103



うち文部科学省分

うち経済産業省分 5,077,000 5,104,000 5,055,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度

246 247 247

246

5,077,000 5,104,000 5,055,000

100 100 100

5,104,000 5,055,000

保育所開園日数等（土日祝祭日除く）

備考平成28年度 平成29年度 平成30年度

247

総事業費 H28～H30　総事業費合計

日

活動見込 247

交付金充当額 15,236,000 円

日

達成度 %

5,077,000

交付金事業の総事業費等

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動実績

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 保育士６名 9,014,300

計

交付金事業の担当課室 環境対策課

交付金事業の評価課室 環境対策課

単位活動指標



Ⅱ．事業評価個表

交付金事業の概要

沢内農業者トレーニングセンターは、昭和57年に建設された施設であり35年ほど経過し、体育館のフロアー面は経年
劣化による凹凸（キズ等）が多くなり、スポーツを行う際に様々なラインが混在し影響が出てきている状況となって
いるうえ、施設内にあるトイレは洋式と和式が設置されていますが、洋式トイレは型式が古く障がい等をもった方に
は不便なトイレ（洋式化率28.6％）であったことから、フロアー面の凹凸の改修とトイレの洋式化を行います。
効果としては体育館使用者とトイレ利用者の利用しやすい施設に改修を行います。

番号 措置名 交付金事業の名称

8
公共施設に係る設備、維持補
修又は維持運営等措置 西和賀町沢内農業者トレーニングセンター床研磨塗装及びトイレ改修事業

事業期間の設定理由 ―

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 西和賀町

交付金事業実施場所 西和賀町沢内

交付金事業に関係する都道府
県又は市町村の主要政策・施
策とその目標

【岩手県西和賀町】
　西和賀町健康増進計画「まめまめ21」第2次計画を平成28年度～令和5年度の期間で策定し、その中の一
つに町民が普段の生活に運動を気軽に取り組める環境づくりをおこなっていくことが示されています。
　当該施設は、体育館の床の凹凸（キズ等）が多く使用の際に支障をきたしているうえ、トイレは和式が
大半を占めており、洋式はあるものの古く障がい者が利用しにくい状況です。
　今回の事業の目標として、施設利用者からのアンケート調査による評価及びトイレの洋式化率を上げる
ことを目標としています。
目標値　○体育館の利用者の利用評価　80％以上
　　　　○トイレ洋式化率　100％

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度



うち文部科学省分

うち経済産業省分

0

4,400,000

4,400,000

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

交付金事業の定性的な成果及び評価
―

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

平成30年度

評価年度の設定理由

利用者からのアンケート実施を行い、平成30年度に確認することとしています。

床研磨塗装：（アンケート
回収分の内）満足した評価
数÷アンケート数×100(％)
トイレ改修：改修済洋式ト
イレ数÷改修予定トイレ数
×100(％)

目標値

床研磨塗装：利用者
評価80％
トイレ改修：洋式化
率100％

% 100

「床研磨塗装」及び「トイレ改修」の
進捗状況

100

活動指標

活動実績 %

単位

100

総事業費

平成30年度

平成30年度

4,400,000 西和賀町総事業費

%

達成度 %

達成度

契約の方法 契約の相手方

2,764,800

交付金充当額 4,881,600 円

活動見込 %

交付金事業の総事業費等 備考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

トイレ改修工事 指名競争入札 (有)湯田機械

企画課

教育委員会生涯学習課

2,116,800

交付金事業の評価課室

交付金事業の担当課室

101

トイレ改修
（洋式化率）

100

100

100

床研磨
（利用者評価）

契約金額

床研磨工事 指名競争入札 (株)寿広

%成果実績

交付金事業の契約の概要

契約の目的

81

80

計 4,881,600



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

公共施設に係る設
備、維持補修又は維
持運営等措置

二戸市 1,564,240 1,564,240

1,564,240 円

1
公共施設に係る設
備、維持補修又は維
持運営等措置

岩手町水路整備事業(基金造
成基金）

岩手町 2,732,400 2,732,400

2,732,400 円

2
二戸市道路維持作業車輌整備
事業（基金造成）

（単位：円）

備 考

岩手町総事業費

二戸市総事業費

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

100

達成度

%

交付金事業の定性的な成果及び評価

単位

水路改修
秋浦地区60m
草桁地区30m

%

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

目標値

評価年度

平成30年度 事業終了（予定）年度

%

事業期間の設定理由 令和3年度の事業完成を予定しているためです。

交付金事業の成果目標及び
成果実績

成果目標 成果指標

岩手町秋浦地区、草桁地区

交付金事業の概要

「岩手町防災計画」第15節 水害予防計画に基づき、河川改修事業を促進するため、水路整備事業(平成30
年度は基金造成。全体計画：秋浦地区　L=120ｍ、、境田地区L=30m)により大雨等による浸水被害の抑制
を図ります。また、土側溝の改修により土砂の河川流入を軽減することで、環境保全に寄与することも期
待され、交付金事業の周知を通じて発電用施設の設置及び運転の円滑化に貢献します。

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその目標

【交付金事業に関する主要政策・施策】
施策：岩手町防災計画第15節[水害予防計画]第３
　　　岩手町3ヵ年（平成31年度～33年度）実施計画【河川整備事業】
目標：総整備延長L=560m（H31 L=150m・H32 L=180m・H33 L=230m）

事業開始年度

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共施設に係る設備、維持
補修又は維持運営等措置

岩手町水路整備事業(基金造成基金）

令和3年度

令和3年度

水路改修実施延長÷
水路改修予定延長×

100%

評価年度の設定理由

無

事業完了後、計画通りになされたかを確認するためです。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 岩手町

交付金事業実施場所

成果実績



うち文部科学省分

うち経済産業省分

平成30年度

2,732,400

2,732,400

0

2,732,400

計

―

契約の目的

2,732,400 円

積立

交付金事業の担当課室 町民課

交付金事業の評価課室 町民課

契約の方法 契約の相手方 契約金額

基金造成

交付金事業の活動指標及び
活動実績

2,732,400

交付金事業の総事業費等 備考

総事業費 岩手町総事業費

交付金充当額

交付金事業の契約の概要

円

達成度 %

活動指標 平成30年度

基金造成額

2,732,400

2,732,400

100%

活動実績 円

活動見込

単位



Ⅱ．事業評価個表

成果及び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

車輌導入後の成果実績を正確に把握するため令和３年度としました。

交付金事業の定性的な成果及び評価

番号 措置名 交付金事業の名称

2

二戸市一円

交付金事業の概要

　当市では、道路の改良工事を毎年進めていますが、未だ市道の半分以上が砂利道等未舗装道路であり、
わだち掘れや大雨により路面の砕石が流出することがたびたびあります。現在、市では2ｔダンプを2台所
有しておりまして、路面の砂利補充等のために現場へ原材料運搬するのですが、どちらも利用期間が20年
以上経過しており耐用年数を越えていますので、車両更新してより確実な道路の維持作業を図ります。
・2tダンプトラック　1台

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその目標

【岩手県二戸市】第２次二戸市総合計画
　　　　　　　　計画期間　平成28年度～平成37年度
　前期基本計画（H28～H32）の取り組みの中の「政策を支える土台・原動力」に含まれる『道路　生活に
身近な道路をつくる　道路の安全を確保する』において取り組み内容で「安心かつ安全な道路交通の確保
のため、市民と一緒に道路整備を進めるとともに、計画的な維持修繕を進めます。」として道路環境の確
保に努めております。
　【目標値】未整備の市道をメインとして行う道路維持作業の作業箇所の前年度比10％増

交付金事業実施場所

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

目標値

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 当初の見積金額が単年度事業では達成できなかったため複数年度事業とした。

単位

維持管理作業箇所数
前年度より10％増

当年度作業箇所数÷
前年度作業箇所数×
100

成果実績 ％

成果目標 成果指標

二戸市

公共施設に係る設備、維持
補修又は維持運営等措置

評価年度 令和３年度

交付金事業の成果目標及び
成果実績

％ 110

達成度 ％

二戸市道路維持作業車輌整備事業（基金造成）



うち文部科学省分

うち経済産業省分

平成28年度

計

交付金事業の担当課室 建設整備部建設課

交付金事業の評価課室 建設整備部建設課

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

基金造成 積立 ― 1,564,240

0 令和２年度3,059,300円処分予定

1,422,600 4,400,000 1,564,240

100%

平成30年度1,268,240円処分実施

1,564,240

100%

円

交付金充当額 1,422,600 4,400,000 1,564,240 令和元年度3,059,300円処分予定

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位

達成度

総事業費 1,422,600 4,400,000 1,564,240

1,422,600

平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

％

交付金事業の総事業費等

基金造成額

活動実績 円

活動見込 4,400,000

100%

平成30年度

1,564,2401,422,600

平成29年度

4,400,000


