
別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

奥州市総事業費

4,632,000
2 地域活性化措置

奥州市奥州湖交流館管理
運営事業

奥州市 4,400,000 4,400,000

交付金充当額 備 考

1 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

宮古市 6,000,000 6,000,000
宮古市総事業費

9,550,000

（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



Ⅱ．事業評価個表

閉伊川漁協遊漁券発行
実績件数

閉伊川漁協遊漁券発行
件数

成果実績 件

目標値 件

令和元年度

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

【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）
目標値：閉伊川漁協遊漁券発行件数　2,925件（H31）

交付金事業の概要

評価年度の設定理由

事業終了後、速やかに評価を実施するためです。

交付金事業の定性的な成果及び評価
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。令和元年度においては、成果目標が達
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

達成度 %

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

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 宮古市

交付金事業実施場所 宮古市閉伊川流域
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。

番号 措置名 交付金事業の名称

1 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

3,446

2,925

117.8



うち文部科学省分

うち経済産業省分

随意契約 閉伊川漁業協同組合 9,550,000

6,000,000

交付金事業の担当課室 産業振興部水産課

交付金事業の評価課室 企画部企画課

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

計

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

0 0 0

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

総事業費 6,000,000 6,000,000 6,000,000 平成29年度～令和元年度 総事業費合計

5,530

達成度 % 105.2 106.4 106.7

令和元年度

稚魚放流量

活動実績 kg 5,710 5,780 5,900

活動見込 kg 5,430
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

5,430



Ⅱ．事業評価個表

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 ―

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～11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～平成33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

2 地域活性化措置 奥州市奥州湖交流館管理運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 奥州市

交付金事業実施場所 奥州市胆沢若柳

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

交付金事業の評価課室 総務企画部政策企画課

随意契約 一般社団法人いわて流域ネットワーキング 4,632,000

計

交付金事業の担当課室 商工観光部商業観光課

5,733,000 5,733,000 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

管理協定書

交付金充当額 5,733,000 5,733,000 4,400,000 15,866,000 円

0 0 0

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

総事業費 5,733,000 5,733,000 4,400,000 平成29年度～令和元年度 総事業費合計

200

達成度 % 60.5 194.0 273.0

200

令和元年度

ラフティング、カヌーツアー等への参加者数 活動実績 人 121 388 546

活動見込 人 200

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。

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

令和元年度
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 人 5,100

目標値 人 7,000

達成度

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度

% 72.9

評価年度の設定理由

事業終了後、速やかに評価を実施するためです。



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
公共施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

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

7,694,400

3 地域活性化措置 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

9,397,930

2
公共施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

八幡平市体育施設管理用
トラクタ購入事業

八幡平市 4,400,000 4,400,000

八幡平市総事業
費

5,184,000



Ⅱ．事業評価個表

　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
　　・小型動力ポンプ　　　　２台更新整備（遠野市消防団第４分団第３部 附馬牛町大出）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（遠野市消防団第５分団第１部 松崎町駒木）
　　・小型動力ポンプ軽積載車１台更新整備（遠野市消防団第２分団第４部長岡分所 綾織町長岡）
　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。

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置 遠野市消防車両更新事業

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

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 遠野市附馬牛町ほか２件

達成度 %

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

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
　小型動力ポンプ２台、小型動力ポンプ軽積載車１台を更新したことにより、附馬牛町大出地区56世帯、
松崎町駒木地区151世帯、綾織町長岡地区81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。

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～令和２年度）
　　大綱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：小型動力ポンプ２台更新、小型動力ポンプ軽積載車１台更新（令和元年度）
　　　　災害時における迅速な消防活動の確保

交付金事業の概要

成果実績 台

目標値 台

小型動力ポンプ 小型動力ポンプ軽積載車

2

令和元年度

100

1

1

100

更新台数 2

小型動力ポンプ
２台更新
小型動力ポンプ軽積載
車 １台更新



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

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

1

令和元年度

消防ポンプ自動車更新台数（令和元年度小
型動力ポンプ2台含む）

活動実績 台 1 1 3

活動見込 台 1 3

達成度 % 100 100 100

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

総事業費 6,000,000 6,000,000 6,000,000 平成29年度～令和元年度 総事業費合計

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

0 0 0

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

備品購入契約

計

交付金事業の担当課室 消防本部消防総務課

備品購入契約 指名競争入札
株式会社宮澤商店　代表取締役　宮澤　淑

3,828,000

交付金事業の評価課室 消防本部消防総務課

指名競争入札
株式会社古川ポンプ製作所一関支店
支店長　千葉　幸哉 3,866,400



Ⅱ．事業評価個表
番号 措置名 交付金事業の名称

2
公共施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置 八幡平市体育施設管理用トラクタ購入事業

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 八幡平市大更

交付金事業の概要

スポーツ合宿や施設利用者に対し、良好なグラウンド環境を提供するため、施設管理用トラクタを整備し
ます。
・施設管理用トラクタ 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

【主要政策・施策】第２次八幡平市総合計画
第２編
　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
　スポーツ施設の集約化、整備も含めて、施設の充実化を図り、民間スポーツ施設の活用も含めた大会の
誘致・運営などを積極的に行います。
　一方で、各地域・集落内の小規模な施設も有効活用し、日常的に継続できる運動の普及、関係機関と連
携した魅力あるスポーツプログラムの提供や指導者の育成に努めます。
目標：スポーツ施設利用者数　255,000人（令和２年度末）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 ―



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

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
トラクタ１台購入 購入台数 成果実績 台 1

目標値 台 1

達成度 % 100

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
　施設管理用トラクタを購入したことにより、グラウンドの整地及び草刈り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。今後も必須となるグラウンドの整地及び草刈り作
業において、永く重宝され、住民の安全で安心な総合運動公園利用を支えることとなります。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 令和元年度

トラクタ購入台数

活動実績 台 1

活動見込 台 1

達成度 % 100

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備考

総事業費 4,400,000 令和元年度～ 総事業費合計

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 円

0

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

車両購入 指名競争入札 株式会社みちのくクボタ　八幡平店 5,184,000

計

交付金事業の担当課室 地域振興課

交付金事業の評価課室 地域振興課



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 花巻市花と緑の創出事業

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 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：令和元年5月下旬から7月上旬、秋苗：令和元年10月中旬から11月上旬
　場所　　　花巻市内一円
　配布本数　約25.2万本
　実践者数　349団体
・花と緑のまつり
　期間　　　令和元年6月7日～9日
　会場　　　花巻市総合体育館
　来場者　　約25,000人

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」
66％

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度



うち文部科学省分

うち経済産業省分

花苗供給業務委託（秋苗：全域） 随意契約（特命） （株）ＪＡグリーンサービス花巻 689,656
花と緑のまつり実行委員会負担金 負担金 4,000,000花と緑のまつり実行委員会

花苗供給業務委託（大迫・石鳥谷
地域） 随意契約（特命）

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 1,073,797

花苗供給業務委託（東和地域） 随意契約（特命） 個人事業主 532,760

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 3,101,717

事業期間の設定理由 ―

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度
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66％

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 % 66

達成度 %

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

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

320

令和元年度

花苗の供給数
活動実績 千本 255 263 252

活動見込 千本 400 320

達成度 % 63.8 82.2 78.8

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

総事業費 7,600,000 7,600,000 7,600,000 平成29年度～令和元年度 総事業費合計

交付金充当額 7,600,000 7,600,000 7,600,000 22,800,000 円

0 0 0

7,600,000 7,600,000 7,600,000

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

計

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



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
公共施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

二戸市道路維持作業車輌
整備事業

二戸市 4,400,000 4,400,000
二戸市総事業費

5,887,212



Ⅱ．事業評価個表

公共施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置 二戸市道路維持作業車輌整備事業

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

番号 措置名 交付金事業の名称

1

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

【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。
　【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

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

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

車輌導入後の成果実績を正確に把握するため令和2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

令和2年度
維持管理作業箇所数
前年度より10％増

達成度 %

評価年度の設定理由

当年度作業箇所数÷前
年度作業箇所数×100

成果実績 %

目標値 %

無

110



うち文部科学省分

うち経済産業省分

4,400,000

0

4,400,000

4,400,000

4,400,000

0

4,400,000

1

1

100

令和元年度

1

1

100

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
道路維持車輌購入台数 活動実績 台

活動見込 台

達成度 %

交付金事業の総事業費等 備考

総事業費 平成30年度～令和元年度 総事業費合計

平成30年度 令和元年度

4,400,000

交付金充当額 8,800,000 円

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

車両購入 随意契約 岩手三菱ふそう（株） 5,864,830

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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

一関市総事業費

7,719,000

5
公共施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

焼地台公園オロセの吊橋
駐車場安全対策工事事業

西和賀町 6,354,000 6,354,000
西和賀町総事業費

7,069,480

9 地域活性化措置
一関市立一関あおば保育
園運営事業

一関市 4,400,000 4,400,000

北上市総事業費

31,000,000

8 地域活性化措置
雫石町立御明神保育所運
営事業

雫石町 5,204,000 5,204,000
雫石町総事業費

10,799,400

7 地域活性化措置
北上市日本現代詩歌文学
館管理事業

北上市 5,550,000 5,550,000

岩手町総事業費

8,703,200

6 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
盛岡市総事業費

17,261,600

4
公共施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

岩手町水路整備事業 岩手町 4,400,000 4,400,000

釜石市総事業費

5,076,000

3
公共施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

滝沢市令和元年度普通河
川巣子川改修工事

滝沢市 4,400,000 4,400,000
滝沢市総事業費

11,755,700

2
公共施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

釜石市栗橋ふるさと伝承
館太陽光発電設備・蓄電
池・LED照明設置事業

釜石市 4,400,000 4,400,000

備 考

1
公共施設に係る整
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 岩泉町 5,463,000 5,463,000
岩泉町総事業費

10,120,000

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

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表

評価年度の設定理由

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

更新台数 成果実績 台 1

目標値 台 1

達成度 % 100.0

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 令和元年度
消防車両１台更新

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～平成31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（令和元年度）※２台の内、１台が電源立地地域対策交付金
で更新。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 岩泉町

交付金事業実施場所 岩泉町門

交付金事業の概要

岩泉町消防団は8分団28部で構成されているが、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6年に整備して以来25年を経過している第5分団第4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。

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置 岩泉町消防車両整備事業



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 政策推進課

計

交付金事業の担当課室 消防防災課

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

交付金充当額 16,766,000 円5,673,000

車両購入 指名競争入札 互光商事株式会社 10,120,000

交付金事業の総事業費等 備考

総事業費 平成29年度～令和元年度 総事業費合計5,673,000

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位
小型動力ポンプ付
積載車購入

活動実績 台

活動見込 台

達成度

平成29年度 平成30年度 令和元年度

平成29年度 平成30年度 令和元年度

%

0

5,673,000

5,630,000

5,630,000

0

5,630,000 5,463,000

1

1

1

1

1

1

100.0100.0100.0

5,463,000

0

5,463,000



Ⅱ．事業評価個表

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

2
公共施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置 釜石市栗橋ふるさと伝承館太陽光発電設備・蓄電池・LED照明設置事業

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

栗橋ふるさと伝承館に太陽光パネル及びパワーコンディショナー、蓄電池を設置する。日中の余剰電力で
蓄電池を充電し、夜間に使用するものとし、売電は行わない。併せて、館内の照明をLED照明に切り替
え、省エネ化を図ります。

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

【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っています。

令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 ―

単位 評価年度成果指標

事業開始年度

令和元年度
電気量の消費電力を
10％削減

(1-(H31年11・12月の
電気量/H30年11・12月
の電気量))*100

成果実績 % 57.4

目標値 % 10

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価

確実に消費電力を削減することができ、循環型社会の推進を図ることができた。

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令和元年度としました。

% 574.0

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

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位

達成度 %

太陽光パネルの導入枚数　12枚 活動実績 枚

活動見込 枚

交付金充当額 4,400,000

0

交付金事業の総事業費等 備考

総事業費

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） 有限会社大明電気商会 5,076,000

計

交付金事業の担当課室 産業振興部農林課

交付金事業の評価課室 総務企画部総合政策課

100.0

令和元年度

4,400,000

4,400,000

令和元年度

12

12



Ⅱ．事業評価個表
番号 措置名 交付金事業の名称

3
公共施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置 滝沢市令和元年度普通河川巣子川改修工事

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、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㎡

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

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。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

成果指標 単位 評価年度

%

令和2年度
改修実施予定箇所
(2箇所)

改修実施箇所÷改修予
定箇所×100(％)

成果実績 %

目標値 % 100

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価

―

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。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標

達成度 %

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）

活動実績 箇所

活動見込 箇所

交付金充当額 8,573,120 円

交付金事業の総事業費等 備考

総事業費 平成30年度～令和元年度 総事業費合計

平成30年度 令和元年度

4,173,120

4,173,120

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

河川改修工事 指名競争入札 株式会社Ｌ・Ｏ・ＪＡＰＡＮ 11,755,700

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 都市整備部河川課

平成30年度 令和元年度

2

2

100.0

1

1

100.0

0

4,173,120

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

4
公共施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置 岩手町水路整備事業

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　秋浦地区、草桁地区

交付金事業の概要

公共排水路において、豪雨時に越流し農地、宅地へ影響を及ぼすことが多いことから、より緊急度の高い
地区から計画的に水路を改修します。
水路改修工事　秋浦地区　L=72m　草桁地区　L=32m

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

【岩手町】
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 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 ―



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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

% 100.0

評価年度の設定理由

事業終了後、速やかに評価を実施するためです。

令和元年度
水路改修
秋浦地区72ｍ
草桁地区32ｍ

水路改修実施延長÷水
路改修予定延長×
100％

成果実績 m 104

目標値 m 104

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価
当該事業は、予定通り令和元年度に終わり、達成度は、100.0%となった。これにより当町で従前から懸念
していた秋浦地区、草桁地区の豪雨時における農地及び宅地への被害を軽減できるものとなった。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 令和元年度

100

4,400,000

達成度 % 100.0

100工事の進捗度

活動実績 %

活動見込 %

交付金事業の総事業費等 備考

総事業費

御堂重機　有限会社 5,183,200

令和元年度

0

4,400,000交付金充当額

株式会社　ハヤサカ 3,520,000

水路改修工事 指名競争入札

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

水路改修工事 指名競争入札

計

交付金事業の担当課室 町民課

交付金事業の評価課室 建設課



Ⅱ．事業評価個表
番号 措置名 交付金事業の名称

5
公共施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置 焼地台公園オロセの吊橋駐車場安全対策工事事業

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 西和賀町湯之沢

交付金事業の概要

　焼地台公園オロセの吊橋駐車場は、平成10年に吊橋を整備した際に併せて整備した駐車場であり、現在
24台が駐車可能となっている。焼地台公園にはジャンボスライダーやキャンプ場が併設されており、行楽
シーズンには多くの利用者が訪れる施設となっているが、駐車場には大型車両の旋回スペースがなく、ま
た、満車となった場合には離れた施設に駐車しなければならないことから、利用者の利便性及び安全性の
向上の面から見て施設改修の必要性は大きいものと考える。

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】
　町の総合計画の重点プロジェクトの一つを「地域資源を活かし、魅力ある産業のまち」としており、地
域資源を活用した魅力的な観光地づくりをするために取り組んでいる。この取組を実行していく上で、当
施設の機能維持向上、利便性及び安全対策を図る必要がある。
第２次西和賀町総合計画：基本施策（3）観光産業の振興
　今回の事業の成果目標を、駐車場利用台数前年度比1,000台増とする。（H30年度　1,525台）
目標値：駐車場利用台数の前年比1,000台増の2,525台

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 ―



うち文部科学省分

うち経済産業省分

令和元年度

6,354,000

令和元年度

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 評価年度

% 100.0

評価年度の設定理由

当該年度での確認が出来るため令和元年度とした。

令和元年度
駐車可能台数20台増加 R元年度駐車可能台数

－H30年度駐車可能台
数

成果実績 台 20

目標値 台 20

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価
24台分のスペースだった駐車場を、44台分に整備したことで、焼地台公園施設に立ち寄りやすい環境とな
り、行楽シーズンにおける利用者の利便性及び安全性の向上につながった。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位
駐車場舗装面積 活動実績

契約の相手方

㎡

活動見込 ㎡

達成度 %

750

100.0

750

備考

総事業費

交付金充当額

交付金事業の契約の概要

6,354,000

0

交付金事業の総事業費等

株式会社　羽柴工業 7,069,480

計

交付金事業の担当課室 企画課

契約の目的 契約の方法 契約金額
防護柵工事（ガードレール工
事及び舗装工事）

指名競争入札

交付金事業の評価課室 林業振興課

6,354,000



Ⅱ．事業評価個表
番号 措置名 交付金事業の名称

6 地域活性化措置 盛岡市立きたくり保育園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 盛岡市

交付金事業実施場所 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。
(令和元年度７月分から令和２年２月分の８カ月分の本俸分)
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 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 ―



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

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
３歳未満児童入所率
100%

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 % 133

目標値 % 100

達成度 % 133.0

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なためです。

交付金事業の定性的な成果及び評価
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。

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

292

令和元年度

保育所開園日数等 活動実績 日 293 292 294

活動見込 日 293 294

達成度 % 100.0 100.0 100.0

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

総事業費 14,267,000 14,267,000 平成29年度～令和元年度 総事業費合計

交付金充当額 14,267,000 14,267,000 42,801,000 円

0 0

14,267,000 14,267,000 14,267,000

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 保育士６名 17,261,600

計

交付金事業の担当課室 子育てあんしん課

交付金事業の評価課室 子育てあんしん課

14,267,000

0

14,267,000



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 北上市日本現代詩歌文学館管理事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 北上市

交付金事業実施場所 北上市本石町

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、10月～12月の３ヵ月分の事業費に交
付金を充当します。

交付金事業に関係する都道府
県又は市町村の主要政策・施
策とその目標

【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（令和２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

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 ―



うち文部科学省分

うち経済産業省分

令和元年度

4

8

8

8

100.0 50.0

5,024,000

5,024,000

0

5,024,000

令和元年度

5,550,000

5,550,000

0

5,550,000

平成30年度

評価年度 令和３年度
レファレンス利用件数
370件（令和２年度）

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

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

レファレンス利用件数 成果実績 件

目標値 件 370

単位 平成30年度

北上市日本現代詩歌文学館開催イベント数 活動実績 事業

活動見込

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

事業

達成度 %

交付金事業の総事業費等 備考

総事業費 平成30年度～令和元年度 総事業費合計

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

交付金充当額 10,574,000 円

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

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 31,000,000

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



Ⅱ．事業評価個表
番号 措置名 交付金事業の名称

8 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７名分の人件費
に交付金を充当するもの。
（令和元年８月分から令和２年２月分までの７ヶ月分の本俸分）

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いる。
目標：入所児童率　90％以上

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 ―



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

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
入所児童率を90％以上 入所児童数/申込児童

数×100（％）
成果実績 % 95.5

目標値 % 90.0

達成度 % 106.1

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
超える児童の受け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。

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

247

令和元年度

保育所開園日数等
（土日祝祭日除く）

活動実績 日 247 247 245

活動見込 日 247 245

達成度 % 100.0 100.0 100.0

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

総事業費 5,104,000 5,055,000 平成29年度～令和元年度 総事業費合計5,204,000

交付金充当額 5,104,000 5,055,000 15,363,000 円

0 0

5,204,000

0

5,104,000 5,055,000 5,204,000

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 保育士７名 10,799,400

計

交付金事業の担当課室 地域整備課

交付金事業の評価課室 地域整備課



Ⅱ．事業評価個表
番号 措置名 交付金事業の名称

9 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（2019年8月分から
2019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 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 ―



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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 令和元年度
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 % 93.3

目標値 % 90

達成度 % 103.7

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）

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

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

294

令和元年度

保育園開園日数等 活動実績 日 293 294 293

活動見込 日 293 293

達成度 % 100.0 100.0 100.0

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

総事業費 4,400,000 4,400,000 平成29年度～令和元年度 総事業費合計4,400,000

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 13,200,000 円

0 0 0

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

交付金事業の評価課室 生活環境課

雇用 保育士5名 7,719,000

計

交付金事業の担当課室 生活環境課

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


