
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

宮古市総事業費

9,550,000

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
奥州市総事業費

5,211,000

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



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 宮古市

交付金事業実施場所 宮古市閉伊川流域

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。

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

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
閉伊川漁協遊漁券発
行件数4,160件

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】
宮古市総合計画（令和２年３月策定）・前期基本計画（令和２年度～６年度）
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：閉伊川漁協遊漁券発行件数　4,160件（R6）

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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

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。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

閉伊川漁協遊漁券発
行実績件数

成果実績 件 3,569

目標値 件 4,160

達成度 % 85.79



うち文部科学省分

うち経済産業省分

5,530

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 6,000,000 6,000,000 6,000,000 平成28年度～令和２年度 総事業費合計

5,900

達成度 % 106 107 97

令和２年度

稚魚放流量

活動実績 kg 5,780 5,900 5,720

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30年度 令和元年度

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 30,000,000円

0

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 9,550,000

交付金事業の担当課室 産業振興部水産課



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 奥州市

交付金事業実施場所 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）

番号 措置名 交付金事業の名称

2 地域活性化措置 奥州市奥州湖交流館管理運営事業

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２年度
奥州湖交流館の年間
利用者数7,000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

【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 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２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

利用者数実績数 成果実績 人 5,412

目標値 人 7,000

達成度 % 77.3



うち文部科学省分

うち経済産業省分

9

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 5,733,000 4,400,000 4,400,000  平成28年度～令和２年度　総事業費合計

9

達成度 % 100 88.9 100

令和２年度

指定管理月数（9ヶ月）

活動実績 ヵ月 9 8 9

活動見込 ヵ月 9
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

5,733,000 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

管理協定書

交付金充当額 5,733,000 4,400,000 4,400,000 25,999,000円

0 0 0

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

5,211,000

計 5,211,000

交付金事業の担当課室 商工観光部商業観光課



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

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

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

22,550,000

（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

花巻市総事業費

5,452,538
2 地域活性化措置 花巻市花と緑の創出事業 花巻市 3,600,000 3,600,000



Ⅱ．事業評価個表

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（令和２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 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 遠野市

交付金事業実施場所 遠野市小友町

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３分団第２部 小友町）
　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、岩手県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
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置 遠野市消防車両更新事業

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

消防ポンプ自動車１台を更新したことにより、小友町小友中央地区102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

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
消防ポンプ自動車
1台更新



うち文部科学省分

うち経済産業省分

1

達成度 % 100 100 100

令和２年度

消防ポンプ自動車更新台数
（令和元年度は小型動力ポンプ２台含
む。）

活動実績 台 1 3 1

活動見込 台 1
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

交付金充当額 6,000,000 6,000,000 6,000,000 30,000,000円

0 0 0

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２年度 備考

総事業費 6,000,000 6,000,000 6,000,000  平成28年度～令和２年度　総事業費合計

指名競争入札
株式会社古川ポンプ製作所一関
支店

22,550,000

計 22,550,000

交付金事業の担当課室 遠野市消防本部消防総務課

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

備品購入契約

交付金事業の評価課室 遠野市消防本部消防総務課



Ⅱ．事業評価個表

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第３期中期プラン（令和２年度～令和５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」　67％

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 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。
・花苗配布
　期間　　　夏苗：令和２年5月下旬から7月上旬、秋苗：令和２年10月中旬から11月上旬
　場所　　　花巻市内一円
　配布本数　約23.8万本
　実践者数　342団体

番号 措置名 交付金事業の名称

2 地域活性化措置 花巻市花と緑の創出事業

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

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

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 ％ 67

達成度 %

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３年度
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67％

268

達成度 % 82.2 78.8 88.8

令和２年度

花苗の供給数 活動実績 千本 263 252 238

活動見込 千本 320
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

320

交付金充当額 7,600,000 7,600,000 3,600,000 　34,000,000円

0 0 0

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２年度 備考

総事業費 7,600,000 7,600,000 3,600,000 平成28年度～令和２年度　総事業費合計

花苗供給業務委託（東和地域） 随意契約（特命） 個人事業主 582,056

随意契約（特命） （株）JAグリーンサービス花巻 3,103,202

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

1,084,244

7,600,000 7,600,000 3,600,000

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

花苗供給業務委託（花巻地域）



花苗供給業務（秋苗：全域） 随意契約（特命） （株）JAグリーンサービス花巻 683,036

計 5,452,538

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 

岩泉町総事業費

10,560,000

2
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

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

6,463,016

1
公共用施設に係る整
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 5,424,000 5,424,000

（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

釜石市総事業費

4,400,000
3 地域活性化措置

釜石市橋野地区地域資源利用
魅力向上事業

釜石市 4,400,000 4,400,000



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 岩泉町

交付金事業実施場所 岩泉町小本

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る。
　このことから、平成７年に整備して以来24年を経過している第７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。

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 岩泉町消防車両整備事業

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２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】岩泉町未来づくりプラン（第６次総合計画）（令和２年度～令和８年度）
基本目標２　安全安心で豊かな生活が咲き誇る「暮らしの花」
　（２）　自然との共生と安全安心で防災力が強いまちづくりの実現
　　①自然災害から命を守り安心できる地域社会の実現
　　　　６　消防体制の充実　消防力を強化するために、消防車両、消防水利等を整備します。
目標：岩泉町消防団消防車両更新計画　２台（令和２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２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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十数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。

更新台数 成果実績 台 1

目標値 台 1

達成度 % 100



うち文部科学省分

うち経済産業省分

1

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 平成30年度 令和元年度 令和２年度 備考

総事業費 5,630,000 5,463,000 5,424,000 平成28年度～令和２年度 総事業費合計

1

達成度 % 100 100 100

令和２年度

消防車両購入 活動実績 台 1 1 1

活動見込 台 1
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

5,630,000 5,463,000 5,424,000

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

交付金充当額 5,630,000 5,463,000 5,424,000 27,701,000円

0 0

交付金事業の評価課室 政策推進課

指名競争入札 互光商事株式会社 12,560,000

計 12,560,000

交付金事業の担当課室 消防防災課



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 二戸市

交付金事業実施場所 二戸市浄法寺町岩渕

交付金事業の概要

　当市では、市道の機能維持及び市民の交通安全を確保が必要となっております。本交付金の活用によ
り、市道及び河川の維持管理作業に活用するための道路維持作業車2tダンプトラック１台、及び凍結路面
に対して融雪剤を散布する融雪剤散布装置を整備し、道路維持作業の効率及び安全性向上を図ります。
　2tダンプトラック　１台購入
　融雪剤散布装置　　１台購入

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 二戸市道路維持作業車輌整備事業

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。

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
維持管理作業箇所前年
度比110%

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～令和7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

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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

作業性が向上し、作業箇所数の増加につながりました。今後も向上した作業性を維持し
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

R２年度実働箇所÷R１
年度実働箇所×
100(％)

成果実績 % 185

目標値 % 110

達成度 % 185



うち文部科学省分

うち経済産業省分

自動車リサイクル料金
自賠責保険料
自動車重量税

岩手三菱ふそう自動車販売（株） 50,640

全国市有物件自動車損害共済
保険料分担金

公益社団法人
全国市有物件災害共済会

22,498

1

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

総事業費 2,835,760 4,400,000 4,400,000 平成30年度～令和２年度 総事業費合計

2

達成度 % 100 100 100

令和２年度

道路維持作業車輌購入 活動実績 台 1 1 2

活動見込 台 1
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

2,835,760 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

道路維持事業車輌購入

交付金充当額 2,835,760 4,400,000 4,400,000 11,635,760 円

0 0 0

交付金事業の評価課室 建設整備部建設課

指名競争入札 岩手三菱ふそう自動車販売（株） 6,389,878

計 6,463,016

交付金事業の担当課室 建設整備部建設課



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

交付金事業の概要

釜石市の橋野地区では、三陸沿岸道路の整備影響により、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り、観光客数減少に歯止めをかけ、地域活力の創出となるよう取り
組んでおります。今回、橋野町の町内会に加入する住民によって組織される橋野町振興協議会の地域住民
の自主的な取組みを支援するために、地域資源利用魅力向上事業に要する経費の一部を補助するもので
す。

番号 措置名 交付金事業の名称

3 地域活性化措置 釜石市橋野地区地域資源利用魅力向上事業

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２年度
橋野地区観光名所（フ
ラワーガーデン）１箇
所増

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～令和２年度）
　震災からの復興にあたり、釜石市を大きく「被災地域」と「復興支援地域」に区分し、当該事業実施場
所である橋野地区は、「復興支援地域」にあたる「栗橋地域」に区分されております。当該基本計画にお
いては、「栗橋地域」の取組みとして、「交流の拠点となるまちを目指す」とし、地域による取組とし
て、「定着人口および交流人口の拡大と、地域活力の創出に取組」、「地域の資源を活かしたイベント
を、四季を通じて開催し集客を図る。」としております。
【目標】橋野高炉跡、その他の多くの歴史的資源や風力発電などを活かして交流人口を拡大し、地域のに
ぎわいと活力の保持に努めます。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

評価年度の設定理由

事業実施と同時に実績が確認出来るため令和２年度としました。

交付金事業の定性的な成果及び評価

本交付金の活用により地域の新たな観光名所を創出することができ地域の魅力向上が図
られました。次年度以降、新型コロナウイルス感染症の状況も考慮しつつ、地域の魅力
を市内外に広くPRしながら観光客数の増加や地域活性化へつなげていきます。

橋野地区R2年度観光名
所数-橋野地区R元年度
観光名所数

成果実績 箇所 1

目標値 箇所 1

達成度 % 100



うち文部科学省分

うち経済産業省分

1

活動見込

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

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

補助金交付

総事業費 4,400,000 令和２年度 総事業費合計

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 円

件 1

達成度 % 100

交付金事業の総事業費等 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 令和２年度

魅力向上事業補助金採択件数 活動実績 件

交付金事業の評価課室 総務企画部総合政策課

補助 橋野町振興協議会（岩手県釜石市） 4,400,000

計 4,400,000

交付金事業の担当課室 総務企画部総合政策課



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

滝沢市総事業費

10,376,300

2
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

西和賀町小型動力ポンプ積載
車及び小型動力消防ポンプ購
入事業

西和賀町 6,346,000 6,346,000

西和賀町総事業
費

8,639,400

1
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

滝沢市令和２年度普通河川巣
子川改修工事

滝沢市 4,400,000 4,400,000

（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

盛岡市総事業費

17,332,800

6 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 5,542,000 5,542,000
北上市総事業費

31,077,000

5 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

岩手町総事業費

4,686,000

4
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

八幡平市給食センタープレハ
ブ冷蔵庫整備事業

八幡平市 4,400,000 4,400,000

八幡平市総事業
費

4,400,000

3
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

岩手町環境衛生対策事業 岩手町 4,400,000 4,400,000

雫石町総事業費

13,091,900

8 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
一関市総事業費

8,091,500

7 地域活性化措置
雫石町立御明神保育所運営事
業

雫石町 5,073,000 5,073,000



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 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㎡

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 滝沢市令和２年度普通河川巣子川改修工事

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 評価年度 令和２年度
改修実施予定箇所
(2箇所)進捗度100%

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

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

令和2年度で改修を予定していた2箇所において全ての工事が完了し、雨水が安全に流下するよう
になり、安全で安心して暮らすことができるまちづくりの実現に寄与しました。今後におきまし
ては当該改修箇所を適正に維持管理してまいります。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

改修実施箇所÷改修
予定箇所×100(％)

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 % 100



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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

総事業費 4,173,120 4,400,000 4,400,000 平成30年度～令和２年度 総事業費合計

1

達成度 % 100 1 100

令和２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）

活動実績 箇所 2 1 1

活動見込 箇所 2
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

4,173,120 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

河川改修工事

交付金充当額 4,173,120 4,400,000 4,400,000 12,973,120 円

0 0 0

交付金事業の評価課室 都市整備部河川課

指名競争入札 株式会社　吉清水建設 10,376,300

計 10,376,300

交付金事業の担当課室 都市整備部河川課



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 西和賀町

交付金事業実施場所 西和賀町下前

交付金事業の概要

　西和賀町消防団は6分団22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5年に整備して以来26年を経過している第2分団第3部の小型動力ポンプ付
積載車に及び小型動力消防ポンプについて、本交付金事業により整備し、消防体制の充実強化及
び自然災害等対応への強化を図るものです。

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 西和賀町小型動力ポンプ積載車及び小型動力消防ポンプ購入事業

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２年度
消防車両１台更新
ポンプ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

〇第２次西和賀町基本計画　　前期基本計画：目標４　住みよい環境と安全な暮らしのまち
基本施策（４）地域の安全の確保　①消防防災体制の充実
取組の内容：老朽化した消火栓等の水実態を把握し、計画的に修繕や更新を行うほか、防災アドバイザー
の委嘱や派遣により地域防災力の強化を図ります。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

実施年度での評価が可能であるため。

交付金事業の定性的な成果及び評価

消防団第２分団第３部（下前地区）の小型ポンプ積載車及び小型動力ポンプを更新出来たことに
より、充実した消防活動を継続でき、地区の安全、安心な生活の確保につながりました。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 % 100 100

評価年度の設定理由

更新台数
成果実績 台

車両 ポンプ

1 1

目標値 台 1



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 令和２年度

1

達成度 % 100 100

交付金事業の総事業費等 令和２年度 備考

消防車両購入、ポンプ購入
活動実績 台

車両 ポンプ

1 1

活動見込 台 1

（有）佐々木ボデー 6,600,000

小型動力消防ポンプ購入 随意契約 （株）古川ポンプ製作所一関支店 2,039,400

0

6,346,000

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

小型動力ポンプ積載車購入 指名競争入札

総事業費 6,346,000 令和２年度 総事業費合計

交付金充当額 6,346,000 6,346,000 円

計 8,639,400

交付金事業の担当課室 　企画課

交付金事業の評価課室 　総務課



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 岩手町

交付金事業実施場所 岩手県岩手郡岩手町　五日市地区、江刈内地区

交付金事業の概要

本交付金を活用し、町において生ごみを多く排出する２施設に生ごみ処理機を整備し、ごみ減量化推進の
ほか、ごみ焼却に係る環境保全への貢献を図ります。
導入機械　業務用生ごみ処理機：水・炭酸ガス分解タイプ、処理量約50㎏/日
導入数　　２台
導入施設　町立給食センター：１台　　道の駅「石神の丘」レストラン：１台

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 岩手町環境衛生対策事業

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２年度

生ごみ処理機
２台購入

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：岩手町一般廃棄物処理計画（平成29～令和３年度）第３章 ごみ処理基本計画
　　　3-3 ごみ処理基本計画の基本方針(4) 数値目標
目標：町民一人１日あたりのごみ排出量
　　　　平成27年度数値 　　　　　691ｇ
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓５％減
　　　　令和３年度数値 　656ｇ

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２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

当該事業は、予定通り令和2年度に終わり、達成度は、100.0％となりました。町における生ごみ
を多く排出する２施設に整備されたことにより、当町で進めるごみ排出量の削減が図られ、環境
保全に寄与することができました。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

購入済台数

成果実績 台 2

目標値 台 2

達成度 % 100



うち文部科学省分

うち経済産業省分

2

活動見込

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

物品購入 随意契約

総事業費 4,400,000 令和２年度 総事業費合計

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 円

台 2

達成度 % 100

交付金事業の総事業費等 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

生ごみ処理機２台購入 活動実績 台

交付金事業の評価課室 岩手町町民課

SINKPIA・JAPAN　株式会社 4,686,000

計 4,686,000

交付金事業の担当課室 岩手町町民課



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 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

児童生徒への安定した学校給食の提供と食の安全を確保するため、本交付金を活用し、市立西根
地区学校給食センターのプレハブ冷蔵庫（肉用）冷却ユニット一式、プレハブ冷蔵庫（野菜用）
冷却ユニット一式を整備し、学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ります。
・プレハブ冷蔵庫（肉用）冷却ユニット一式
・プレハブ冷蔵庫（野菜用）冷却ユニット一式

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 八幡平市給食センタープレハブ冷蔵庫整備事業

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
経年劣化による冷却ユニッ
ト故障リスクを低減し、安
定した給食提供を行う。
（給食提供日数175日）

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】八幡平市学校教育計画
３　体力向上　－体力・運動能力の向上と健康の保持増進－
（2）食育の推進を図る
　ア）給食指導を通して、正しい食事の在り方や望ましい食習慣を身に付けさせる。
　イ）給食センターの栄養教諭と連携を図りながら、積極的に食育を推進する。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

評価年度の設定理由

年間給食供給日数による評価とするため。

交付金事業の定性的な成果及び評価

プレハブ冷蔵庫冷却ユニットの更新により、給食食材の安全・安定した保管管理を行うことが出
来たため。冷蔵庫の故障に起因する給食供給停止の発生もありませんでした。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

給食提供日数 成果実績 日 175

目標値 日 175

達成度 % 100



うち文部科学省分

うち経済産業省分

2

活動見込

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

請負 一般競争入札

総事業費 4,400,000 令和２年度 総事業費合計

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 円

ユニット 2

達成度 % 100

交付金事業の総事業費等 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 令和２年度

冷却ユニット購入数 活動実績 ユニット

交付金事業の評価課室 西根地区学校給食センター

株式会社アイホ―盛岡営業所 4,400,000

計 4,400,000

交付金事業の担当課室 西根地区学校給食センター



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 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２年度７月分から令和３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。

番号 措置名 交付金事業の名称

5 地域活性化措置 盛岡市立きたくり保育園運営事業

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２年度
３歳未満児童入所率
100%

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２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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

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生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

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



うち文部科学省分

うち経済産業省分

294

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 14,267,000 14,267,000 14,267,000 平成29年度～令和２年度　総事業費合計

293

達成度 % 100 100 100

令和２年度

保育所開園日数等

活動実績 日 292 294 293

活動見込 日 292
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

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

交付金充当額 14,267,000 14,267,000 14,267,000 57,068,000円

0 0 0

交付金事業の評価課室 子育てあんしん課

雇用 保育士6名 17,332,800

計 17,332,800

交付金事業の担当課室 子育てあんしん課



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 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。

番号 措置名 交付金事業の名称

6 地域活性化措置 北上市日本現代詩歌文学館管理事業

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
レファレンス利用件
数370件
（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２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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。

交付金事業の定性的な成果及び評価

令和元年度実績は243件となっており、目標達成に向けた更なる取組みが必要と考えています。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

レファレンス利用件
数

成果実績 件

目標値 件 370

達成度 %



うち文部科学省分

うち経済産業省分

8

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 5,024,000 5,550,000 5,542,000 平成30年度～令和２年度 総事業費合計

7

達成度 % 100 50 75

令和２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 8 4 6

活動見込 事業 8
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

5,024,000 5,550,000 5,542,000

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

施設管理

交付金充当額 5,024,000 5,550,000 5,542,000 16,116,000 円

0 0 0

交付金事業の評価課室 企画部政策企画課

指定管理
一般財団法人
日本現代詩歌文学館運営協会

31,077,000

計 31,077,000

交付金事業の担当課室 まちづくり部生涯学習文化課



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 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8名分の人件費
に交付金充当するものになります。
（令和2年度8月分から令和3年2月分の本俸分）

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

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
入所児童数100％

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、現在（R2.1.29）策定中である第三次雫石町総合計画後期基本計画（R2
～R5）の「【施策大綱2】いきいきと　ともに幸せを感じるまち」の施策2-3-1に「安心して子育てできる
環境を整えます」として、「子育て支援サービスの推進」、「経済的支援の充実」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 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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

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まい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

入所児童数/保育所
定員

成果実績 % 100

目標値 % 100

達成度 % 100



うち文部科学省分

うち経済産業省分

245

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 5,055,000 5,204,000 5,073,000 平成28年度～令和２年度　総事業費合計

243

達成度 % 100 100 100

令和２年度

保育所開園日数等（土日祝祭日除く） 活動実績 日 247 245 243

活動見込 日 247
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

5,055,000 5,204,000 5,073,000

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

交付金充当額 5,055,000 5,204,000 5,073,000 25,513,000円

0 0 0

交付金事業の評価課室 地域整備課

雇用 保育士8名 13,091,900

計 13,091,900

交付金事業の担当課室 地域整備課



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 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（令和２年
8月分から令和２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。

番号 措置名 交付金事業の名称

8 地域活性化措置 一関市立一関あおば保育園運営事業

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２年度
入所児童充足率90％
以上（年度末）

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２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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
て子どもを生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

入所児童数／利用定
員×100(％)

成果実績 ％ 92

目標値 ％ 90

達成度 % 102.2



うち文部科学省分

うち経済産業省分

293

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 4,400,000 4,400,000 4,400,000 平成28年度～令和２年度　総事業費合計

293

達成度 % 100 100 100

令和２年度

保育園開園日数等

活動実績 日 294 293 293

活動見込 日 294
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

4,400,000 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

人件費

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000 22,000,000円

0 0 0

交付金事業の評価課室 生活環境課

雇用 保育士5名 8,091,500

計 8,091,500

交付金事業の担当課室 生活環境課



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

花巻市総事業費

4,400,000
1

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

花巻市生活道路維持事業 花巻市 4,000,000 4,000,000

（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

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 花巻市大迫町、東和町

交付金事業の概要

　花巻市内には砂利道が多くあり、安全に通行することが困難な状況であることから、舗装する必要があ
ります。そのため、本交付金を活用し、地域から舗装の要望がある箇所を維持補修として施工することに
より、地域住民が安全に通行することが可能となり、交通の円滑化と生活環境の向上が期待できます。
　市内の生活道路の舗装　２箇所（市道黒森線、法定外公共物（道路））

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 花巻市生活道路維持事業

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２年度
維持補修箇所進捗度
100％

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～令和５年度）
花巻市まちづくり総合計画第３期中期プラン（令和２年度～令和５年度）
　基本政策「生活基盤の充実」において「道路環境の充実」を施策の一つに掲げ、安全で利便性の高い道
路の整備を目指している。
　施策の成果指標：市道の舗装率（舗装延長/市道延長）
　　　　　　　　　令和２年度目標：56.8％

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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

　本事業の実施により、地域住民が当該箇所を安全に通行することが可能になりまし
た。また、市道の舗装率の向上が図られ、市民にとっての安全で利便性の高い道路環境
の実現に寄与することができました。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

補修実施個所÷補修
予定箇所

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 % 100



うち文部科学省分

うち経済産業省分

2

活動見込

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

現道舗装業務委託 指名競争入札

総事業費 4,000,000 令和２年度　総事業費

交付金充当額 4,000,000 4,000,000 円

箇所 2

達成度 % 100

交付金事業の総事業費等 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 令和２年度

補修実施個所 活動実績 箇所

交付金事業の評価課室 総合政策部秘書政策課

有限会社滝田工務店 4,400,000

計 4,400,000

交付金事業の担当課室 建設部道路課


