
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）

（単位：円）

100,000
総事業費
120,000

4

公共用施設
に係る整

備、維持補
修又は維持
運営等措置

西浅井いきいきホール改修事業 長浜市 3,440,000 3,440,000
総事業費
5,197,071

3
地域活性化

措置
魅力ある郷土づくりプロジェクト
推進事業

長浜市 100,000

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

長浜市 3,467,000 3,467,000
総事業費
5,430,700

ウッディパル余呉施設修繕事業 長浜市 7,638,000 7,638,000
総事業費
14,476,000

2

公共用施設
に係る整

備、維持補
修又は維持
運営等措置

1

公共用施設
に係る整

備、維持補
修又は維持
運営等措置

市道中之郷小谷線側溝改修事業



Ⅱ．事業評価個表（令和３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

市道中之郷小谷線側溝改修事業

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
その目標

「長浜市総合計画」（平成29年度～令和8年度）
　6.環境･都市　　目標4　生活基盤の整ったまちづくり　　4－1　社会資本の整備
　　施策2　道路等の整備
　　　・地域にとって必要な道路や重点事業に伴う道路の整備を効果的かつ効率的に行うとともに、
　　　　老朽化した道路構造物の長寿命化等を図るため、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う
　　　　「予防保全型」の道路整備・管理へと転換を図ります。
目標：地籍調査（遅延地区）解消地区数
　　現状　3地区（平成30年度）　　目標　5地区（令和4年度）　　目標　1地区（令和8年度）

事業開始年度 令和元年度 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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市余呉町中之郷

交付金事業の概要

　老朽化した市道側溝改修工事を行い道路の幅員を確保することで、余呉小中学校に通う児童生徒の安全な通学や近隣住民の歩
行の安全を図りました。 令和３年度については本交付金を充当し、側溝延長として約72.3mを改修しました。
　　改修対象側溝延長ならびに令和３年度末改修済側溝延長および進捗率
　　　改修対象側溝延長：210m、改修済み側溝延長207.9m、進捗率99％

事業期間の設定理由 当該区画の道路改良工事に４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４年度

市道の通行安全の
確保

児童生徒の交通
事故件数

成果実績 件

目標値 件 0

達成度 ％

評価年度の設定理由

令和４年度に当該区間の道路改良工事が完了するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

通学路となっている市道の安全確保ができました。引き続き、老朽化した側溝改修を継続します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



73

達成度 ％ 118.2 96.7 99.0

令和３年度

市道中之郷小谷線側溝改修工事延長

活動実績 ｍ 65 70.6 72.3

活動見込 ｍ 55

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 令和３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 令和元年度 令和２年度

73

総事業費 6,277,700 6,102,800 5,430,700 22,711,200

うち経済産業省分 0 0 0

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 2,958,000 2,650,000 3,467,000

うち文部科学省分 2,958,000 2,650,000 3,467,000

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

市道の側溝改修 一般競争入札 有限会社橋本建設工業（長浜市） 5,430,700



Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

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

ウッディパル余呉施設修繕事業

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

「長浜市総合計画」（平成29年度～令和8年度）
　6.環境・都市　　目標3　居住環境の整ったまちづくり
　　3-3　市街地や各地域の整備　　施策2　市北部地域の活性化
・豊かな自然が広がる北部地域は、美しい景観と伝統的文化が現代に継承されている貴重な地域であり、これらの資源を守り次代
に伝えるとともに、資源を活用して都市住民と地域住民が気軽に触れあえる集客交流環境を創出することで、誰もが誇りを持って
生活できる「活気に満ちた地域づくり」を進める。
目標：北部地域の観光入込客数の増加
　　　現状　126万人（平成29年度）　　目標　151万人（令和4年度）　　目標　166万人（令和8年度）

事業開始年度 令和３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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市余呉町中之郷

交付金事業の概要

ウッディパル余呉は、豊かな自然資源を活かした地域活性化施設として設置され、年間約46,000人の利用がありますが、老朽化が
進み施設利用者の安全性の確保が課題となっています。平成29年度から危険性のある箇所および改修の必要がある箇所について本
交付金を充当して修繕を進めています。令和3年度は以下の施設修繕を行いました。これにより適正な施設の管理運営ができまし
た。
・ウッデイパル余呉修繕箇所数：1箇所（総合案内所トイレ）

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

ウッディパル余呉
利用者数の増加

ウッディパル余呉
利用者数

成果実績 人 45,455

目標値 人 51,000

達成度 ％ 89.1

評価年度の設定理由

当該修繕工事が令和３年度に完了するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

令和２年度に続き緊急事態宣言化等の外出自粛及び施設の休館が影響し、利用者数が減少しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



1

達成度 ％ 100.0 100.0 100.0

令和３年度

老朽化修繕箇所数

活動実績 箇所 4 1 1

活動見込 箇所 4

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 令和３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 令和元年度 令和２年度

1

総事業費 4,693,700 6,160,000 14,476,000 25,329,700

うち経済産業省分 0 0 0

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,500,000 5,227,000 7,638,000

うち文部科学省分 4,500,000 5,227,000 7,638,000

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

施設修繕 一般競争入札 株式会社びわ緑化（長浜市） 14,476,000



Ⅱ．事業評価個表（令和３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

北部地域の活性化
西浅井地域観光入
込客数

成果実績 人 545,502

目標値 人 600,000

達成度 ％ 90.9

評価年度の設定理由

当該事業が令和３年度に完了予定のため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　緊急事態宣言下で企画を進めたため内容を変更して実施することとなり、当初見込んだ入込客数の達成は困難だったが、感染症
対策に配慮した事業を実施することができた。

番号 措置名 交付金事業の名称

3 地域活性化措置 魅力ある郷土づくりプロジェクト推進事業

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

　「長浜市総合計画」 (平成29年度～令和8年度)
　　６.環境･都市　　目標３　居住環境の整ったまちづくり　　３－３　市街地や各地域の整備
　　施策２　市北部地域の活性化
　　　豊かな自然が広がる北部地域では、美しい景観と伝統的文化が現代に継承されている貴重な地域
　　　であり、これらの資源を守り次代に伝えるとともに、資源を活用して都市住民と地域住民が気軽
　　　に触れあえる集客交流環境を創出することで、誰もが誇りを持って生活できる「活気に満ちた地
　　　域づくり」を進める。
　　目標：北部地域の観光入込客数の増加
　　　現状　126万人（平成29年度）　　目標　151万人（令和4年度）　　目標　166万人（令和8年度）

事業開始年度 令和３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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市西浅井地域

交付金事業の概要

　西浅井地域の景観や歴史自然、特産品等の地域の魅力を再発見し、これらを地域住民が主体となって地域内外に発信し来訪者と
の交流を深めていくことで、地域の継続的な活性化を図りました。
事業内容：ハロウィン記念撮影会及び撮影写真のＳＮＳ発信（緊急事態宣言明けのため、密を回避する形の事業で開催）
実施時期：令和3年10月17日　開催場所：西浅井公園　参加者：155人



交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

地域住民の活躍する場の提供 随意契約（一者） 魅力ある郷土づくり実行委員会 120,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 100,000

うち文部科学省分 100,000

総事業費 120,000

うち経済産業省分 0

交付金事業の総事業費等 令和３年度 年度 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３年度 年度

達成度 ％ 260.0

年度

西浅井地域のイベント参画者数

活動実績 人 78

活動見込 人 30



Ⅱ．事業評価個表（令和３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６年度

市内のスポーツ施
設を活用したス
ポーツ振興

市内のスポーツ施
設の利用者数

成果実績 人

目標値 人 900,000

達成度 ％

評価年度の設定理由

長浜市スポーツ推進計画の評価年度に準じるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

施設の換気が容易になり、感染症予防に対応できる施設になりました。

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

西浅井いきいきホール改修事業

交付金事業に関係する都道府県又
は市町村の主要政策・施策とその
目標

　「長浜市総合計画」　（平成29年度～令和8年度）
　　２教育・文化　　目標２豊かに学び感性を磨くまちづくり　　２－２文化芸術・スポーツの振興
　　施策２　スポーツ活動の推進
　　　スポーツには、人やまちを元気にし、心を豊かにする力があります。また、人と人の交流を
    促し、地域の一体感や活力を生み、さらなる魅力あるまちづくりにつなげる力があります。
    2020年東京オリンピック・パラリンピック、2021年ワールドマスターズゲームズ2021関西、
    2024年滋賀国スポ等を文化スポーツ振興の絶好の機会として捉え、子どもからお年寄りまで、
    すべての市民が生涯にわたりスポーツや運動に親しみ、心も体も健康に過ごせる、活気に満ちた
    まちづくりを推進します。
　　目標：週1回以上のスポーツ(軽い運動を含む)をしている市民の割合
　　　　　現状（平成30年度）：40％　　令和4年度：60％　　令和8年度：65％

事業開始年度 令和３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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市西浅井町塩津浜

交付金事業の概要
　西浅井地域の体育施設である西浅井いきいきホールのはめ殺し型の建具を引き戸型に改修し、施設の感染症予防の強化を図りま
した。
　建具修繕箇所数：11箇所、鋼製建具調整工事箇所数：3箇所



交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

施設の改修 一般競争入札 株式会社伏木クロス（長浜市） 5,197,071

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,440,000

うち文部科学省分 3,440,000

総事業費 5,197,071

うち経済産業省分 0

交付金事業の総事業費等 令和３年度 年度 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３年度 年度

達成度 ％ 100.0

年度

改修した建具の数

活動実績 箇所 14

活動見込 箇所 14



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）

（単位：円）

2

公共用施設
に係る整

備、維持補
修又は維持
運営等措置

1

公共用施設
に係る整

備、維持補
修又は維持
運営等措置

市道維持管理事業 長浜市 400,000 400,000
総事業費
565,139

西浅井福祉ステーション改修事業 長浜市 5,500,000 5,500,000
総事業費
6,226,000

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



Ⅱ．事業評価個表（令和３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

西浅井地域犯罪・
交通事故発生抑制

西浅井地域犯
罪・交通事故件
数年間80件以内

成果実績 件 45

目標値 件 80

達成度 ％ 100.0

評価年度の設定理由

事業終了後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

街路灯の適正な管理により、住民の不安を減少させるとともに、地域の交通安全および防犯対策を推進することができました。

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

市道維持管理事業

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
その目標

「長浜市総合計画」（平成29年度～令和8年度）
　5.安心・安全　　　　　　目標1　犯罪や交通事故の少ないまちづくり
　　1-1　防犯対策の充実　　施策1　防犯環境の向上
・犯罪防止に配慮した生活環境を整備し、市民と行政が一体となって安全で住みよい地域社会の実現を目指します。また、犯罪
のない明るい社会を築いていくため、市民、事業者、および行政が連携協力して総合的な防犯対策を進め、市民の安全で平穏な
生活を確保する。
　目標：長浜署・木之本署犯罪認知件数の減少
　　現状　694件（平成29年度）　　目標　650件（令和4年度）　　目標　600件（令和8年度）
　　1-2　交通安全対策の充実　　施策１　交通安全対策の充実
・交通事故がない「安心安全なまち」を実現するため、悲惨な交通事故による死者数の一層の減少を目指すとともに、交通事故
の発生そのものの減少に積極的に取り組みます。
　目標：交通事故発生件数
　　現状　290件（平成29年度）　　目標　270件（令和4年度）　　目標　250件（令和8年度）

事業開始年度 令和３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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市西浅井地域

交付金事業の概要
　西浅井地域の各集落を結ぶ市道の街路灯（防犯灯）の維持管理を行うことで、地域の交通安全対策と防犯対策を推進すること
ができた。
　充当期間：6月から12月まで（7箇月分）　充当種別：電気代　　対象街路灯数：392灯



交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

街路灯の電気供給 随意契約
関西電力株式会社
（大阪府大阪市）

565,139

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 400,000 400,000 400,000

うち文部科学省分 400,000 400,000 400,000

総事業費 943,687 481,047 565,139 1,989,873

うち経済産業省分 0 0 0

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 令和３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 令和元年度 令和２年度

6 7

達成度 ％ 114.3 100.0 100.0

令和３年度

電気代充当月数

活動実績 月 8 6 7

活動見込 月 7



Ⅱ．事業評価個表（令和３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５年度

高齢者への介護や
福祉サービスの充
実

高齢者への介護や
福祉サービスに係
る満足度

成果実績 点

目標値 点 3.42（5点満点）

達成度 ％

評価年度の設定理由

成果指標に係る結果が令和５年度当初公表予定のため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

施設の経年劣化を防ぎ、年間を通して福祉サービスを提供できました。

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

西浅井福祉ステーション改修事業

交付金事業に関係する都道府県又
は市町村の主要政策・施策とその
目標

　　「長浜市総合計画」　（平成29年度～令和8年度）
　３.健康・福祉　　目標２　健やかで豊かに暮らせるまちづくり
　　２．１高齢者が健やかに暮らせるまちづくり
　施策２　高齢者サービス供給体制の整備
　　高齢者とその家族が、住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を続けられるよう、サービスの
　提供状況や施設の整備状況・利用状況などの地域の特性を把握検証するとともに、必要な場所に
　必要な　サービスを提供することを目指した取組を進めます。また、介護予防や自立支援、自立的
　生活が社会的に困難な人への支援などの充実を図っていきます。
　目標：介護保険サービス給付（地域支援事業費）
　　現状　4.4億円（平成29年度）　　目標　5.0億円（令和4年度）　　目標　5.5億円（令和8年度）

事業開始年度 令和３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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市西浅井町塩津浜

交付金事業の概要
　西浅井地域の高齢者福祉サービスの充実を図る西浅井地域の中心的な施設である「西浅井福祉ステーション」を持続して活用
し、施設利用者の安全・安心を確保するため、施設の劣化箇所である屋根を改修しました。　　　　　　改修工事における屋根改
修面積：523㎡



交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

施設の改修 一般競争入札 有限会社光商店（長浜市） 6,226,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 5,500,000

うち文部科学省分 5,500,000

総事業費 6,226,000

うち経済産業省分 0

交付金事業の総事業費等 令和３年度 年度 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３年度 年度

達成度 ％ 100.0

年度

屋根改修面積

活動実績 ㎡ 523

活動見込 ㎡ 523



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）

（単位：円）

1,100,000
総事業費
1,653,763

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
奥琵琶湖魅力創出事業 長浜市 1,100,000



Ⅱ．事業評価個表（令和３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 奥琵琶湖魅力創出事業

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

　交付金事業に関係する主要政策・施策
　「長浜市総合計画」
　　６.環境･都市　　目標３　居住環境の整ったまちづくり　　３－３　市街地や各地域の整備
　　施策２　市北部地域の活性化
　　　豊かな自然が広がる北部地域では、美しい景観と伝統的文化が現代に継承されている貴重な地域
　　　であり、これらの資源を守り次代に伝えるとともに、資源を活用して都市住民と地域住民が気軽
　　　に触れあえる集客交流環境を創出することで、誰もが誇りを持って生活できる「活気に満ちた地
　　　域づくり」を進める。
　　目標：北部地域の観光入込客数の増加
　　　現状　126万人（平成29年度）　　目標　151万人（令和4年度）　　目標　166万人（令和8年度）

事業開始年度 令和３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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市西浅井地域

交付金事業の概要

　西浅井地域の景観や歴史、自然、特産品等の地域の魅力を再発見し、地域内外に発信し地域住民や観光客の交流を広げていく
ことで、郷土愛の醸成や継続的な地域振興を図りました。
事業内容：景観を活かしたまちづくりプロジェクト（展望台等景観整備、遊歩道整備、お花畑大作戦等）
　　　　　恋人の聖地プロジェクト（情報発信、関連イベントの開催等）
　　　　　魅力発信プロジェクト（SNS発信、動画チャンネル開設、特産品開発等）
　　　　　イベント・世代間交流プロジェクト（まち歩きイベント、ビワイチとの連携イベント等）
実施時期：令和3年6月～12月
市民スタッフ参加者数：21人



交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

地域住民の活躍の場の提供 随意契約（一者） 西浅井地域づくり協議会 1,653,763

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 1,100,000

うち文部科学省分 0

総事業費 1,653,763

うち経済産業省分 1,100,000

交付金事業の総事業費等 令和３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３年度 年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 105.0

年度

プロジェクトスタッフへの市民参画
者数

活動実績 人 21

活動見込 人 20

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

北部地域の活性
化

西浅井地域観光
入込客数

成果実績 人 545,502

目標値 人 600,000

達成度 ％ 90.9

評価年度の設定理由

　当該事業が令和３年度に完了予定のため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　感染症予防に配慮し規模を縮小して実施したことで当初見込んだ入込客数の達成は困難だったが、地域の団体や住民が主体の
まちづくり事業を継続することができた。



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）

（単位：円）

1,177,000
総事業費
1,430,000

1,146,000
総事業費
1,518,000

5
地域活性化
措置

西浅井地域振興イベント開催事業 長浜市 120,000 120,000
総事業費
120,000

4

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

市道大浦稲田線側溝改修事業 長浜市 1,146,000

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

余呉屋内グラウンド施設修繕事業 長浜市 1,612,000

余呉小中学校施設修繕事業 長浜市 1,177,000

1,612,000
総事業費
3,880,800

2

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

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

2,700,000
総事業費
3,188,900

3

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

市道消雪ノズル交換事業 長浜市 2,700,000

2,000,000
総事業費
5,897,100

6

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

林道余呉塩津線災害復旧事業 長浜市 2,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和３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

余呉屋内グラウンド施設修繕事業

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

　「長浜市総合計画」　（平成29年度～令和8年度）
　　２教育・文化　　目標２豊かに学び感性を磨くまちづくり　　２－２文化芸術・スポーツの振興
　　施策２　スポーツ活動の推進
　　　スポーツには、人やまちを元気にし、心を豊かにする力があります。また、人と人の交流を
    促し、地域の一体感や活力を生み、さらなる魅力あるまちづくりにつなげる力があります。
    2020年東京オリンピック・パラリンピック、2021年ワールドマスターズゲームズ2021関西、
    2024年滋賀国スポ等を文化スポーツ振興の絶好の機会として捉え、子どもからお年寄りまで、
    すべての市民が生涯にわたりスポーツや運動に親しみ、心も体も健康に過ごせる、活気に満ちた
    まちづくりを推進します。
　　目標：週1回以上のスポーツ(軽い運動を含む)をしている市民の割合
　　　　　現状（平成30年度）：40％　　令和4年度：60％　　令和8年度：65％

事業開始年度 令和３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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市余呉町中之郷

交付金事業の概要
　余呉地域の体育施設及び地域振興施設である余呉屋内グラウンドの雨漏り箇所を修繕し、施設の長寿命化を図りました。
　雨漏り修繕箇所数：1箇所

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

市内のスポーツ施
設を活用したス
ポーツ振興

市内のスポーツ
施設の利用者数

成果実績 人

目標値 人 900,000

達成度 ％

評価年度の設定理由

長浜市スポーツ推進計画の評価年度に準じるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

施設の長寿命化を図り、年間を通してサービスを提供できました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



達成度 ％ 100.0

年度

老朽化修繕箇所数

活動実績 箇所 1

活動見込 箇所 1

交付金事業の総事業費等 令和３年度 年度 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３年度 年度

総事業費 3,880,800

うち経済産業省分 1,612,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 1,612,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課
交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
施設修繕 一般競争入札 開成建設株式会社（長浜市） 3,880,800



Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

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

余呉小中学校施設修繕事業

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

　「長浜市総合計画」　（平成29年度～令和8年度）
　２教育・文化　　目標１家庭・地域・学校が学び舎のまちづくり　２－３学校での教育環境の充実
　施策３　安全・安心な学校づくり
　　多くの学校施設で経年による老朽化が進行していることから、学校の適正な配置を踏まえたうえで、施設の長寿命化を目指
した細やかな点検整備と改修を行う必要があります。将来を担う子どもたちの教育環境を整え、安全で安心な学校生活が送れる
よう、学校施設や設備の環境整備に努めます。整備にあたっては、今後における学校の適正配置を踏まえたうえで、施設の長寿
命化となる改修を行うとともに、誰もが安心して存分に学ぶことができる環境を整えます。
　目標：小中学校のトイレ洋式化整備率
　　　　現状（平成29年度）：56.9％　　令和4年度：87.2％　　令和8年度：92.1％
　　　　小中学校のバリアフリー化整備率
　　　　現状（平成29年度）：50％　　令和4年度：70.6％　　令和8年度：94.1％

事業開始年度 令和３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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市余呉町中之郷　　

交付金事業の概要
　余呉地域の教育施設及び避難場所である余呉小中学校の屋根を修繕し、施設の長寿命化を図りました。
　屋根修繕箇所数：1箇所

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

安心・安全な学
校づくり

「学校での教育
環境の充実」の
満足度

成果実績 点

目標値 点 3.27（5点満点）

達成度 ％

評価年度の設定理由

成果指標に係る結果が令和５年度当初公表予定のため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

児童生徒が安全安心な教育を受けることができ、避難所機能を維持することができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



達成度 ％ 100.0

年度

老朽化修繕箇所数

活動実績 箇所 1

活動見込 箇所 1

交付金事業の活動指標及び活動
実績

活動指標 単位 令和３年度 年度

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

うち経済産業省分 1,177,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和３年度 年度 年度 備　考

総事業費 1,430,000

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

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 1,177,000

うち文部科学省分 0

施設修繕 一般競争入札 開成建設株式会社（長浜市） 1,430,000



Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

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

市道消雪ノズル交換事業

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

「長浜市総合計画」（平成29年度～令和8年度）
　6.環境･都市　　目標4　生活基盤の整ったまちづくり　　4－1　社会資本の整備
　　施策2　道路等の整備
　　　・地域にとって必要な道路や重点事業に伴う道路の整備を効果的かつ効率的に行うとともに、
　　　　老朽化した道路構造物の長寿命化等を図るため、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う
　　　　「予防保全型」の道路整備・管理へと転換を図ります。
目標：地籍調査（遅延地区）解消地区数
　　現状　3地区（平成30年度）　　目標　5地区（令和4年度）　　目標　1地区（令和8年度）

事業開始年度 平成29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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市余呉町池原

交付金事業の概要

当該地域は豪雪地帯対策特別措置法に基づく特別豪雪地帯に指定されており、人口減少や高齢化が進む中、過疎地域にも指定さ
れています。積雪の多いこの地域にとって、消雪設備は道路交通の確保に非常に重要な役割を果たしているため、市道椿坂中央
線を平成29年度から令和2年度までの4箇年で全面的に修繕するものです。また、当該路線に加え市道今市池原線のノズル交換も
令和2年度から実施します。修繕期間は令和2年度から令和4年度までの3箇年で進めます。
　市道椿坂中央線における交換対象全数、令和2年度末交換済数
　　　交換対象全数：697個　令和2年度交換済数：697個　進捗率100％
　市道今市池原線における交換対象全数、令和3年度末交換済数および令和3年度交換数
　　　交換対象ノズル全数：543個、令和3年度末交換済372個　令和3年度交換数100個　進捗率68.5％

事業期間の設定理由
当該区画の消雪ノズル交換工事において市道椿坂中央線は平成29年度から４年、市道今市池原線は令和２年度から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４年度

当該区間の消雪
設備に係る地元
要望　0件

評価年度の設定理由

令和４年度に当該区間のノズル交換工事が完了するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

市道の安全な交通の確保に寄与することができました。引き続き、老朽化した消雪ノズルの取替を継続します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

当該区間の消雪
設備に係る地元
要望件数

成果実績 件

目標値 件 0

達成度 ％



交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 令和３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 令和元年度 令和２年度 令和３年度

達成度 ％ 114.0 100.0 65.8

市道椿坂中央線及び市道今市池原線
ノズル交換数

100

活動見込 個 215

総事業費 6,759,500 7,715,400 3,188,900 17,663,800

うち経済産業省分 5,663,000 5,485,000 2,700,000 13,848,000

交付金充当額 5,663,000 5,485,000 2,700,000 13,848,000

うち文部科学省分 0 0 0 0

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
道路維持工事 一般競争入札 小澤建設（長浜市） 3,188,900

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課
交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

272 152

活動実績 個 245 272



Ⅱ．事業評価個表（令和３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

市道大浦稲田線側溝改修事業

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
その目標

「長浜市総合計画」（平成29年度～令和8年度）
　6.環境･都市　　目標4　生活基盤の整ったまちづくり　　4－1　社会資本の整備
　　施策2　道路等の整備
　　　・地域にとって必要な道路や重点事業に伴う道路の整備を効果的かつ効率的に行うとともに、
　　　　老朽化した道路構造物の長寿命化等を図るため、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う
　　　　「予防保全型」の道路整備・管理へと転換を図ります。
目標：地籍調査（遅延地区）解消地区数
　　現状　3地区（平成30年度）　　目標　5地区（令和4年度）　　目標　1地区（令和8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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市西浅井町大浦

交付金事業の概要
　老朽化した市道側溝改修工事を行い道路の幅員を確保することで、近隣住民の歩行の安全を図り、通学路である県道との交差
点での事故防止を図りました。
市道大浦稲田線側溝改修工事延長：61ｍ

事業期間の設定理由 当該区間の道路改良工事に２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

市道の通行安全
の確保

児童生徒の交通
事故件数

成果実績 件 0

目標値 件 0

達成度 ％ 100.0

評価年度の設定理由

令和３年度に当該区間の道路改良工事が完了するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

通学路と交差している市道の安全確保ができました

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



達成度 ％ 100.0 100.0

年度

市道大浦稲田線側溝改修工事延長

活動実績 ｍ 66 61

活動見込 ｍ 66

交付金事業の総事業費等 令和２年度 令和３年度 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 令和３年度

61

総事業費 4,842,200 1,518,000 6,360,200

うち経済産業省分 3,765,000 1,146,000 4,911,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,765,000 1,146,000 4,911,000

うち文部科学省分 0 0 0

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課
交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

市道の側溝改修 一般競争入札
株式会社エスカンパニー

（長浜市）
1,518,000



Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

5 地域活性化措置 西浅井地域振興イベント開催事業

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
　「長浜市総合計画」
　　６.環境･都市　　目標３　居住環境の整ったまちづくり　　３－３　市街地や各地域の整備
　　施策２　市北部地域の活性化
　　　豊かな自然が広がる北部地域では、美しい景観と伝統的文化が現代に継承されている貴重な地域
　　　であり、これらの資源を守り次代に伝えるとともに、資源を活用して都市住民と地域住民が気軽
　　　に触れあえる集客交流環境を創出することで、誰もが誇りを持って生活できる「活気に満ちた地
　　　域づくり」を進める。
　　目標：北部地域の観光入込客数の増加
　　　現状　126万人（平成29年度）　　目標　151万人（令和4年度）　　目標　166万人（令和8年度）

事業開始年度 令和３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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市西浅井町塩津浜

交付金事業の概要

　西浅井地域の観光情報発信地でもある道の駅「塩津海道あぢかまの里」を会場として、長浜市西浅井地域の特色を活かしたイベ
ントを開催し、地域の魅力をアピールするとともに、地域の活性化・地域産業の振興を図りました。
事業内容：ポニーとのふれあい、抽選会の実施、食マルシェ、動画完成披露
開催日：令和３年11月21日　開催場所：道の駅・塩津海道あぢかまの里
イベント来場者数：3,000人

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

北部地域の活性化
「道の駅あぢかま
の里」年間利用者
数

成果実績 人 382,776

目標値 人 400,000

達成度 ％ 95.7

評価年度の設定理由

当該事業が令和３年度に完了予定のため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　緊急事態宣言下で企画を進めたため規模を縮小して実施することとなり、当初見込んだ来場者数の達成は困難だったが、感染症
対策に配慮した事業を実施することができた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



達成度 ％ 75.0

年度

イベント来場者数

活動実績 人 3,000

活動見込 人 4,000

交付金事業の総事業費等 令和３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３年度 年度

総事業費 120,000

交付金充当額 120,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課
交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

補助金交付 補助 西浅井地域振興イベント実行委員会 120,000

うち文部科学省分 0

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち経済産業省分 120,000



Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

6
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

林道余呉塩津線災害復旧事業

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

「長浜市総合計画」（平成29年度～令和8年度）
　6.環境･都市　　目標4　生活基盤の整ったまちづくり　　4－1　社会資本の整備
　　施策2　道路等の整備
　　　・地域にとって必要な道路や重点事業に伴う道路の整備を効果的かつ効率的に行うとともに、
　　　　老朽化した道路構造物の長寿命化等を図るため、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う
　　　　「予防保全型」の道路整備・管理へと転換を図ります。
目標：地籍調査（遅延地区）解消地区数
　　現状　3地区（平成30年度）　　目標　5地区（令和4年度）　　目標　1地区（令和8年度）

事業開始年度 令和３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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市西浅井町余

交付金事業の概要
　昨年7月の豪雨の影響で発生した土砂崩れにより土砂が露出した法面の復旧工事を行うことで、通行者の安全確保を図りまし
た。
林道余呉塩津線災害復旧工事延長：21.3ｍ

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

市道の通行安全
の確保

当該林道での事
故発生件数

成果実績 件 0

目標値 件 0

達成度 ％ 100.0

評価年度の設定理由

令和３年度に当該区間の復旧工事が完了するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

林道の法面が復旧したことで、林道の安全性を確保することができた

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



達成度 ％ 106.5

年度

林道余呉塩津線災害復旧工事延長

活動実績 ｍ 21.3

活動見込 ｍ 20

交付金事業の総事業費等 令和３年度 年度 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３年度 年度

総事業費 5,897,100

うち経済産業省分 2,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 2,000,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課
交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

林道の災害復旧 一般競争入札
有限会社レーク・ダイビング

（長浜市）
5,897,100



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）

（単位：円）

公共用施設
に係る整

備、維持補
修又は維持
運営等措置

にしあざい認定こども園備品整備
事業

長浜市 300,000 300,000
総事業費
505,396

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



Ⅱ．事業評価個表（令和３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

にしあざい認定こども園備品整備事業

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

　「長浜市総合計画」　（平成29年度～令和8年度）
　　２教育・文化　　目標１家庭・地域・学校が学び舎のまちづくり
　　１－４相談体制の充実　　　施策２　質の高い就学前教育の推進
　　　就学前における教育は、生涯にわたる人格の基礎を培ううえで大変重要であることから、
　　生きる力の基礎となる「まなびの力」「かかわりの力」「からだの力」の育成に努めます。
　　特に、長浜市就学前教育カリキュラムに則った保育実践を進めることにより、発達や学びの
　　連続性を踏まえた質の高い就学前教育を推進します。

　　目標：就学前教育の充実に関する満足度（５点満点）
　　　　　現状（平成３０年度）：３　　令和４年度：３　　令和８年度：４

事業開始年度 令和３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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市西浅井町塩津中

交付金事業の概要

入所児童の処遇向上及び保育の質の向上を図るため、にしあざい認定こども園の備品を購入しました。
イージーアップテント　１張・エコ・ジョイントスノコ　１６枚
Ｋ４サイレントホームキット　１台・巧技台（ふた、大枠、小枠）１６セット
ロッキングボールクリアー　２個

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

就学前教育の充実
就学前教育の充実
に関する満足度

成果実績 点

目標値 点 3（5点満点）

達成度 ％

評価年度の設定理由

長浜市総合計画第２期基本計画の評価年度に準じるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

入所児童の処遇向上及び保育の質の向上を図ることができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



豊教材（長浜市） 72,000

備品（イージーアップテント）の購入 随意契約（複数者見積） 中川テント株式会社（東近江市） 128,920

505,396計

達成度 ％ 97.3

年度

整備した備品数

活動実績 セット 36

活動見込 セット 37

交付金事業の総事業費等 令和３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３年度 年度

総事業費 505,396

うち経済産業省分 300,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 300,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

備品（ロッキングボールクリアー）の
購入

随意契約（少額） 豊教材（長浜市） 43,960

備品（巧技台（ふた、大枠、小枠））
の購入

随意契約（複数者見積） 株式会社教文堂（長浜市） 214,316

備品（Ｋ４サイレントホームキット）
の購入

随意契約（少額） 琵琶湖機械工具株式会社（長浜市） 46,200

備品（エコ・ジョイントスノコ）の購
入

随意契約（少額）



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３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

高島市 14,850,000 14,850,000
総事業費
15,677,200

1

公共用施設
に係る整

備、維持補
修又は維持
運営等措置

市道消雪装置長寿命化対策事業



Ⅱ．事業評価個表（令和３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

市道消雪装置長寿命化対策事業

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
その目標

第２次高島市総合計画　第５章　「ささえる」生活基盤
施策項目２　安全で便利な公共交通・道路網を構築します
施策方針２　基幹道路や生活主要道路を整備・維持します
施策内容２　生活主要道路の整備による道路網の確保
数値目標「道路管理延長（総計）」
現状（平成２７年度）　　　：７６０ｋｍ
平成３３年度（令和３年度）：→（維持）
平成３８年度（令和８年度）：→（維持）

事業開始年度 令和３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 高島市

交付金事業実施場所 高島市内一円

交付金事業の概要

冬期間における地域住民の交通の危険を解消するため市道に消雪装置を設置していますが、その長寿命化対策（消雪井戸、散水
管内調査洗浄）に交付金を充当することで、雪寒対策として住民の通行の安全を確保し生活環境の改善を図ります。
　近年の事故件数（11月～1月）：令和元年度14件、令和２年度26件
　事業概要：消雪井戸・散水管内調査洗浄　6箇所

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

冬季間の交通事
故件数月１０件
以内

交通事故件数

成果実績 件 23

目標値 件 10

達成度 ％ 47

評価年度の設定理由

事業終了後に即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

事故件数が前年度比（11月～1月：令和２年度26件）では3件減少したものの、成果目標を達成することができませんでした。原
因としては、昨今の大雪による影響であると分析しています。しかしながら、大雪であっても消雪装置の充実による地域住民の
通行の安全や生活環境の改善を図ることが第一義であることから、今後も消雪装置の適正な維持管理に努めてまいりたいと考え
ております。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



達成度 ％ 100

年度

消雪井戸・散水管内調査洗浄

活動実績 箇所 6

活動見込 箇所 6

交付金事業の総事業費等 令和３年度 年度 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３年度 年度

総事業費 15,677,200

うち経済産業省分 0

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 14,850,000

うち文部科学省分 14,850,000

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

消雪井戸調査洗浄 指名競争入札 株式会社滋賀ポンプ（長浜市） 15,677,200



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）

（単位：円）

2

公共用施設
に係る整

備、維持補
修又は維持
運営等措置

1
福祉対策措

置
図書館管理運営事業 高島市 4,500,000 4,500,000

総事業費
5,325,490

学校給食運営事業 高島市 1,845,000 1,845,000
総事業費
2,231,915

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

2,500,000
総事業費
2,776,068

4

公共用施設
に係る整

備、維持補
修又は維持
運営等措置

市道消雪装置管理事業 高島市 6,000,000 6,000,000
総事業費

21,658,512

3

公共用施設
に係る整

備、維持補
修又は維持
運営等措置

環境センター管理運営事業 高島市 2,500,000



Ⅱ．事業評価個表（令和３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

多様な資料の整
備による学習支
援

市民１人あたり
の貸し出し冊数
（冊/年）

成果実績 冊 10.5

目標値 冊 14.5

達成度 ％ 72.4

評価年度の設定理由

毎年度評価を行うため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　市民１人あたりの貸し出し冊数が10.5冊と成果目標を上回りませんでした。原因としてはコロナ禍における来館者の減少にあ
ると分析しています。今後においても、現在の貸出冊数を維持することは勿論のこと、１人でも多くの市民に興味をもってもら
えるよう、多様な資料整備を進めるなど、引き続き、市民の生涯学習に資する図書館運営に努めます。

番号 措置名 交付金事業の名称

1 福祉対策措置 図書館管理運営事業

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
その目標

第２次高島市総合計画　第２章　「あゆむ」子育て・教育
　施策項目２　郷土愛と誇りを育むひとづくりを推進します。
　　施策方針４　地域を知り地域に学ぶ機会をつくります。
　　　施策内容４　生涯学習のニーズに応える図書館運営
　　　・多様な資料の整備による学習支援や、市民が本や文化にふれる機会づくりを行い、充実した生涯学習環境を整備し、
　　　　地域課題の解決や生きがいづくりを支援します。
目標：市民１人あたりの貸し出し冊数（市調査）
　　　　現状　14.4冊（平成27年度）
　　　　目標　14.5冊（令和3年度）
　　　　目標　14.7冊（令和8年度）

事業開始年度 令和３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 高島市

交付金事業実施場所 高島市マキノ町蛭口（マキノ図書館）　ほか５件

交付金事業の概要
資料提供を中心とした図書館サービスを行うことにより市民の生涯学習に資する図書館施設を運営するために必要な人件費
充当種別：図書館司書12名、図書館司書補助4名の人件費
充当期間：令和4年1月－2月（2箇月）



交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

図書館司書等人件費 雇用
図書館司書12名

図書館司書補助4名
5,325,490

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,500,000

うち文部科学省分 4,500,000

総事業費 5,325,490

うち経済産業省分 0

交付金事業の総事業費等 令和３年度 年度 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３年度 年度

達成度 ％ 100

年度

図書館司書等の雇用者数

活動実績 人 16

活動見込 人 16



Ⅱ．事業評価個表（令和３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

高島の特色を活
かした学校給食
の充実・食育の
推進

高島産野菜の重
量ベースでの使
用率（％/年）

成果実績 ％ 38.6

目標値 ％ 43.0

達成度 ％ 89.8

評価年度の設定理由

毎年度評価を行うため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　高島産野菜の重量ベースでの使用率38.6％と目標を達成することができませんでした。原因としては、冬季における積雪が収
穫量に影響し使用率が減少したものです。今後も高島産野菜の使用に努め、地元産材への理解促進や、安心、安全な食育の推進
を行います。

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

学校給食運営事業

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
その目標

第２次高島市総合計画　第２章　「あゆむ」子育て・教育
　施策項目２　郷土愛と誇りを育むひとづくりを推進します
　　施策方針２　地域の魅力が学べる小学校・中学校教育を推進します
　　　施策内容４　高島産食材を活用した学校給食の推進
　　　・高島産食材を使用した安全、安心な給食を提供するとともに、高島の特色と豊かさを活かした学校給食の充実と食育を
　　　　推進します
目標：学校給食における高島産野菜の重量ベースでの使用率（年度実績）
　　　　現状　41.5%（平成27年度）
　　　　目標　向上（令和3年度）
　　　　目標　45.0%（令和7年度）
　　　　目標　維持（令和8年度以降）

事業開始年度 令和３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 高島市

交付金事業実施場所 高島市マキノ町蛭口（マキノ学校給食センター）　ほか３件

交付金事業の概要
安心、安全な学校給食の提供を確保し、児童・生徒の心身の健全な発達に留意した施設運営を行うための人件費
充当項目：調理師6名、運転手1名、行政アドバイザー1名の人件費
充当期間：令和4年1月－2月（2箇月分）



交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

給食センター調理師等人件費 雇用
調理師　5名
運転手　1名

行政アドバイザー　1名
2,231,915

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 1,845,000

うち文部科学省分 1,845,000

総事業費 2,231,915

うち経済産業省分 0

交付金事業の総事業費等 令和３年度 年度 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３年度 年度

達成度 ％ 87.5

年度

学校給食センターの雇用者数

活動実績 人 7

活動見込 人 8



Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

％ 97.5

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

廃棄物処理の適正
化

評価年度の設定理由

毎年度評価を行うため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　排出された廃棄物の適正な処理は行えましたが、成果目標の達成には至りませんでした。背景として、人口減少化において、通常
であれば人口に比例し、廃棄物の排出量が減少すると考えられますが、近年は増加の一途を辿っています。人口規模に応じた排出量
が削減できるような「しかけ」づくりを行うとともに、排出された廃棄物を適正管理に処理できる施設運営および体制の維持を図り
ます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

年間総排出量の削
減（ｔ/年）

成果実績 ｔ 15,184

目標値 ｔ 14,811

達成度

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

環境センター管理運営事業

交付金事業に関係する都道府県又
は市町村の主要政策・施策とその
目標

第２次高島市総合計画　第４章　「せせらぐ」暮らし・文化
　施策項目２　暮らしの安心を守る環境を整えます
　　施策方針４　ごみの減量をさらに推進します
　　　施策内容１　信頼される環境センターの運営
　　　・環境センターの計画的な維持補修や設備更新を行うとともに後継施設の検討を行い、運転管理に万全を期すとともに
　　　　信頼される安定的なごみ処理行政を推進します。
目標：安定した運転管理のための職員研修の実施（年度実績）
　　　　現状　12回（平成27年度）
　　　　目標　17回（令和3年度）
　　　　目標　20回（令和8年度）

事業開始年度 令和３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 高島市

交付金事業実施場所 高島市今津町途中谷

交付金事業の概要
廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るための人件費
充当種別：作業員9名の人件費
充当期間：令和4年1月－2月（2箇月分）



達成度 ％ 100 90

環境センター作業員の雇用者数

活動実績 人 10 9

活動見込 人

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

環境センター作業員人件費 雇用 作業員　9名 2,776,068

うち経済産業省分 0 0

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 2,900,000 2,500,000

うち文部科学省分 2,900,000 2,500,000

活動見込 月 1

交付金事業の総事業費等 令和２年度 令和３年度 年度 備　考

総事業費 3,115,626 2,776,068 5,891,694

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 令和３年度

－

10 10

達成度 ％ 100 －

年度

電気代充当月数

活動実績 月 1 －



Ⅱ．事業評価個表（令和３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

生活主要道路の
現状維持

1月の交通事故件
数5件以内

成果実績 件 6

目標値 件 5

達成度 ％ 83.3

評価年度の設定理由

事業終了後に即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

　事故件数が前年度比（1月：令和2年度4件）では2件増加し成果目標も達成できませんでした。積雪による交通事故を減らすた
め、消雪装置の充実による地域住民の通行の安全確保や生活環境の改善に努めます。

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

市道消雪装置管理事業

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
その目標

第２次高島市総合計画　第５章　「ささえる」生活基盤
　施策項目２　安全で便利な公共交通・道路網を構築します
　　施策方針２　基幹道路や生活主要道路を整備・維持します
　　　施策内容２　生活主要道路の整備による道路網の確保
　　　・必要に応じた生活主要道路の整備や維持管理および雪寒対策など行い、生活に密着した道路網の確保と円滑な交通
　　　　流動を図ります。
数値目標「道路管理延長（総計）」
　　現状　760㎞（平成27年度）
　　目標　維持（令和3年度）
　　目標　維持（令和8年度）

事業開始年度 令和３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 高島市

交付金事業実施場所 高島市内一円

交付金事業の概要

冬期間における地域住民の交通の危険を解消するため市道に消雪装置を設置していますが、その管理に交付金を充当すること
で、雪寒対策として住民の通行の安全を確保し生活環境の改善を図ります。
　近年の事故件数（毎年1月）：平成30年度4件、令和元年度2件、令和2年度4件
　充当期間：令和4年1月－2月（2箇月分）
　充当種別：電気代（ポンプ数145箇所、路線数151路線）



交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

消雪装置の電気料金 随意契約
関西電力株式会社
（大阪府大阪市）

21,658,512

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,422,000 3,000,000 6,000,000

うち文部科学省分 0 3,000,000 6,000,000

総事業費 6,885,853 6,727,273 21,658,512 35,271,638

うち経済産業省分 4,422,000 0 0

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 令和３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 令和元年度 令和２年度

1 2

達成度 ％ 100 100 100

令和３年度

電気代充当月数

活動実績 月 2 1 2

活動見込 月 1



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）

（単位：円）

1,130,000
総事業費
2,473,680

20,000,000
総事業費

37,730,000
3

福祉対策措
置

医療機器整備事業 高島市 20,000,000

福祉対策措
置

社会体育施設維持補修事業 高島市 4,000,000

常備消防管理運営事業 高島市 1,130,000

4,000,000
総事業費
4,257,000

2

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

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



Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 福祉対策措置 社会体育施設維持補修事業

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
その目標

第２次高島市総合計画　第３章　「つむぐ」健康・福祉
　施策項目１　健康でいきいき暮らせる地域をつくります
　　施策方針１　スポーツによる健康づくりを推進します
　　　施策内３　地域連携による競技スポーツの振興
　　　・体育協会を中心に、各種競技大会の水準の向上を図るとともに、スポーツ関係団体や機関の相互連携を
　　　　推進し、子どもから大人まで競技者の育成環境を整えます。
目標：市民体育大会の参加者数（年度別実績）
　　　　現状　2,360人（平成27年度）
　　　　目標　向上（令和3年度）
　　　　目標　2,900人（令和4年度）
　　　　目標　向上（令和8年度）

事業開始年度 令和３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 高島市

交付金事業実施場所 高島市今津町日置前

交付金事業の概要
市民に対する多様なスポーツ機会の提供や、競技力の向上に資する体育施設（今津総合運動公園）用備品を購入する。
充当種別：ソフトボール用外野フェンス64基、内野フェンス84基、審判用出入口2基、ホームランゾーン識別
　　　　　マット64本

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

多様なスポーツ機
会の提供

今津総合運動公園
利用者数（人/
年）

成果実績 人 110,511

目標値 人 173,000

達成度 ％ 63.9

評価年度の設定理由

毎年度評価を行うため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　利用者数について、新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業（9月）や、12月～2月にかけての豪雪により屋外施設が
利用できなかったことが起因し、利用者が減少しました。しかしながら、そういった要因がなかった場合の施設利用の需要は従
前（コロナ禍前）に戻りつつあることから、引き続き、市民に対する多様なスポーツ機会の提供や、競技力の向上に資する体育
施設の管理に努めます。



交付金事業の成果目標及び成果
実績

年度

ホームランゾーン識別マット

活動実績 本 64

活動見込 本 64

％ 100

審判用出入口

活動実績

活動見込 基 84

達成度

％

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３年度 年度

ソフトボール用簡易内野フェンス

活動実績 基 84

基 2

活動見込 基 2

達成度

うち経済産業省分 4,000,000

交付金事業の総事業費等 令和３年度 年度 年度 備　考

総事業費 4,257,000

うち文部科学省分 0

交付金充当額 4,000,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

ホームランゾーン識別マットの購入

ソフトボール用簡易外野フェンスの購
入

審判用出入口の購入

ソフトボール用簡易内野フェンスの購
入 指名競争入札

有限会社カネカク藤橋商店
（高島市）

4,257,000

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

交付金事業の契約の概要

ソフトボール用簡易外野フェンス

活動実績 基 64

活動見込 基 64

達成度 ％ 100

100

達成度 ％ 100



Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

％ 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３年度

救急活動の処置
の迅速化

評価年度の設定理由

毎年度評価を行うため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　気管挿管認定救急救命士の認定者数については、成果目標である21人を確保することができました。引き続き、訓練人形を活
用した訓練により練度を高め、傷病者に対する迅速な措置を施す体制や技能を強化します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

気管挿管認定救
急救命士の認定
者数
（人/年）

成果実績 人 21

目標値 人 21

達成度

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

常備消防管理運営事業

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
その目標

第２次高島市総合計画　第４章　「せせらぐ」暮らし・文化
　施策項目２　暮らしの安心を守る環境を整えます
　　施策方針１　災害に強い体制を整えます
　　　施策内容３　専門的で質の高い消防・救急救助活動
　　　・災害の発生に備える訓練や研修を重ねた専門的な知識に基づく質の高い消防活動や救急救助活動を行うことにより、
　　　　市民の生命・身体および財産を守ります。
目標：応急手当講習受講者数（年度実績）
　　　　現状　858名（平成27年度）
　　　　目標　900名（令和3年度）
　　　　目標　1,000名（令和8年度以降）

事業開始年度 令和３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 高島市

交付金事業実施場所 高島市今津町日置前

交付金事業の概要
市民（傷病者）の生命を守るため、救急活動の処置の迅速化に資する訓練人形を購入します。
充当項目：高度救急処置訓練人形　1体



交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

高度救急処置訓練人形の購入 指名競争入札
株式会社斉藤ポンプ工業
安曇川営業所（高島市）

2,473,680

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

うち経済産業省分 1,130,000

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 1,130,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 令和３年度 年度 年度 備　考

交付金事業の活動指標及び活動
実績

総事業費 2,473,680

年度

高度救急処置訓練用人形

活動実績 体 1

活動見込 体 1

活動指標 単位 令和３年度 年度

達成度 ％ 100



Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

交付金事業の概要
安心して適正な医療を受けられる環境整備のため、老朽化した医療機器の更新を行います。
充当種別：臨床用ポリグラフ　1基、大動脈内バルーンポンプ　1基、経皮的心肺補助システム　1基

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

質の高い医療提
供体制の維持

評価年度の設定理由

毎年度評価を行うため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

経常収支比率が成果目標を達成することができました。病院経営の安定化は、計画的な医療機器の更新や、医療体制の構築等に
不可欠であることから、引き続き、経営の安定化を図り、市民が安心して必要とする医療を受けられる環境を維持します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

経常収支比率
（経常収益÷経
常経費）×100
（％）

成果実績

番号 措置名 交付金事業の名称

3 福祉対策措置 医療機器整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高島市

交付金事業実施場所 高島市勝野

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

第２次高島市総合計画　第３章　「つむぐ」健康・福祉
　施策項目２　もしもの時に備える体制を整えます
　　施策方針４　保健や福祉と連携した医療サービスを提供します
　　　施策内容４　満足度の高い安定した病院経営
　　　・一定水準の医療提供体制を確保するとともに二次保健医療圏としての機能を維持することで、安心して適正な
　　　　医療が受けられる満足度の高い病院経営を行います。
目標：１日当たりの外来患者数（上段）、１日当たりの入院患者数（下段）
　　　　現状　492.9人
　　　　　　　163.1人（平成27年度）
　　　　　　　497.1人
　　　　　　　182.7人（令和2年度）
　　　　目標　維持（令和3年度）
　　　　目標　維持（令和8年度）

事業開始年度 令和３年度 事業終了（予定）年度 令和３年度

事業期間の設定理由 －

目標値 ％ 99.3

達成度 ％ 110.9

％ 110.2



交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

経皮的心肺補助システムの購入 指名競争入札
株式会社ダテ・メディカルサービス

（草津市）
12,870,000

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

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

臨床用ポリグラフの購入 指名競争入札
株式会社ダテ・メディカルサービス

（草津市）
12,980,000

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 20,000,000

総事業費 37,730,000

交付金充当額 20,000,000

達成度 ％ 100

交付金事業の総事業費等 令和３年度 年度 年度 備　考

経皮的心肺補助システム

交付金事業の活動指標及び活動
実績 大動脈内バルーンポンプ

活動見込 基 1

達成度 ％ 100

活動実績 基

年度

活動実績 基 1

1

活動見込 基 1

活動見込 基 1

達成度 ％ 100

活動指標 単位 令和３年度 年度

大動脈内バルーンポンプの購入　 指名競争入札
株式会社ダテ・メディカルサービス

（草津市）
11,880,000

臨床用ポリグラフ

活動実績 基 1



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）

（単位：円）

22,634,000
総事業費

25,253,270

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

ＩＣＴ教育機器整備事業 高島市 22,634,000



Ⅱ．事業評価個表（令和３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 タブレット端末が４年契約（終了：令和５年９月２９日）であるため

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４年度

学習意欲の向上

授業への意欲｢
もっと受けたい｣
と回答する生徒の
割合

成果実績 ％

目標値 ％ 90

達成度 ％

評価年度の設定理由

交付金の充当予定が令和４年度までのため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　ＩＣＴ教育機器を導入することで、授業課題等の発表にも活用し、児童生徒の主体性の向上が図れました。また、タブレットを
利用することで幅広い情報を得ることができ、生徒の関心、学習意欲の向上も伺えました。

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 ＩＣＴ教育機器整備事業

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

第２次高島市総合計画　第２章　「あゆむ」子育て・教育
施策項目２　郷土愛と誇りを育むひとづくりを推進します
施策方針２　地域の魅力が学べる小学校・中学校教育を推進します
施策内容２　ＩＣＴ環境の充実による学習意欲の向上

事業開始年度 令和元年度 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 高島市

交付金事業実施場所 高島市内小中学校

交付金事業の概要

ＩＣＴ教育機器を整備し、効果的に活用することにより児童生徒の主体性、関心、学習意欲の向上を図ります。
タブレット878台の賃貸借・保守【長期継続契約】
（契約期間）
タブレット端末賃貸借（通信保守含む）：令和元年８月　１日から令和５年９月２９日（うち充当：令和３年７月から令和４年１
月）
タブレット端末付帯部品賃貸借　　　　：令和元年９月３０日から令和５年９月２９日（うち充当：令和３年７月から令和４年１
月）



交付金事業の契約の概要

交付金充当額 18,000,000 22,260,000 22,634,000

うち文部科学省分 0 0 0

台 13 － －

達成度 ％ 100 － －

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

タブレット端末付帯部品賃貸借 長期継続契約
ソエダ株式会社（高島市）

NECキャピタルソリューション株式会社
（京都府京都市）

1,820,880円/月

タブレット端末賃貸借（通信保守含
む）

長期継続契約
ソフトバンク株式会社

（東京都港区）

【ベーシックプラン】
1,550円/月×878台
＝1,360,900円
【保守】
300円/月×878台＝263,400円
【消費税（10％）】
1,786,730円/月

71,763,800

うち経済産業省分 18,000,000 22,260,000 22,634,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 令和３年度 備　考

総事業費 21,257,260 25,253,270 25,253,270

台 878 878 878

達成度

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 令和２年度

－

タブレット端末

活動実績 台 878 878

台 13 － －

活動見込

－

達成度 ％ 174.4 － －

令和３年度

小学校プログラミング教育用教材

活動実績 セット 143 － －

活動見込 セット 82

％ 100 100 100

プロジェクター

活動実績

878

活動見込



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）

（単位：円）

6,500,000
総事業費
8,624,000

4,400,000
総事業費
5,025,900

5
地域活性化
措置

公立認定こども園管理運営事業 米原市 4,400,000 4,400,000
総事業費
4,967,200

4

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

佐目町地先導水管整備工事 東近江市 4,400,000

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

大津市立小・中学校体育館照明LED
化事業

大津市 6,462,000

葛川少年自然の家浴槽用循環ろ過
装置更新工事

大津市 6,500,000

6,462,000
総事業費
7,316,650

2

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

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

4,400,000
総事業費
4,520,772

3
福祉対策措
置

防災用備蓄物資整備事業 高島市 4,400,000



Ⅱ．事業評価個表（令和３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

大津市立小・中学校体育館照明LED化事業

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

大津市総合計画（平成２９年度～令和１０年度）
基本方針１　子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります
基本政策１　子どもの未来が輝くまちにします
施策３　子どもの教育の充実
　学校、家庭及び地域がそれぞれの役割を果たし、互いに密に連携し、社会全体で子どもの成長を促す環境が整っています。そ
の下で、子ども一人一人の発達過程を踏まえた教育が行われ、学びの意欲が高まり、社会的自立に向けた基礎的及び基本的な資
質や能力が育まれています。
目標：子どもによる学校評価アンケートの総合的な平均値
　　　　　基準値　２．３５ポイント（令和元年度）　目標値　２．５ポイント（令和６年度）
　　　保護者による学校評価アンケートの総合的な平均値
　　　　　基準値　２．２２ポイント（令和元年度）　目標値　２．４ポイント（令和６年度）

事業開始年度 令和３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 大津市

交付金事業実施場所 大津市南小松ほか（小松小学校ほか３校）

交付金事業の概要

　当該事業は、教育振興基本計画の基本方針である「子どもが安心して学ぶことができる環境を整える」に基づき実施する事業
であり、市内小中学校の体育館の照明をLED化を図ることで、子ども達に適正な教育環境を提供するものです。
　令和３年度は、小学校２校、中学校２校の計４校の取替を予定しており、各校のLED化台数は以下のとおりです。
　小松小学校３２台、真野北小学校３２台、田上中学校３５台、石山中学校３５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 令和３年度

学校体育館のLED
化

新たにLED化され
た学校数

成果実績 校 4

目標値 校 4

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

事業完了後に即時評価を行うため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

照明のLED化により、適正な教育環境の整備に寄与できた

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100 100

年度

体育館の照明をLED化した学校数

活動実績 校 4 4

活動見込 校 4

交付金事業の総事業費等 令和２年度 令和３年度 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 令和３年度

4

総事業費 6,903,600 7,316,650 14,220,250

うち経済産業省分 6,903,600 6,462,000 12,365,600

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 6,903,600 6,462,000 12,365,600

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

田上中学校体育館照明取替工事 随意契約 オカダ（大津市） 1,174,800

7,316,650

学校体育館照明のLED照明の購入 指名競争入札 興武電設株式会社（大津市） 3,168,000

小松小学校体育館照明取替工事 随意契約

計

田中電機株式会社（大津市） 872,850

真野北小学校体育館照明取替工事 随意契約 有限会社小林電機商会（大津市） 891,000

石山中学校体育館照明取替工事 随意契約 興武電設株式会社（大津市） 1,210,000

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課



Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

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

葛川少年自然の家浴槽用循環ろ過装置更新工事

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
その目標

大津市総合計画（平成２９年度～令和１０年度）
基本方針１　子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります
基本政策１　子どもの未来が輝くまちにします
施策５　子どもの教育の充実
　学校、家庭及び地域がそれぞれの役割を果たし、互いに密に連携し、社会全体で子どもの成長を促す環境が整っています。そ
の下で、子ども一人一人の発達過程を踏まえた教育が行われ、学びの意欲が高まり、社会的自立に向けた基礎的及び基本的な資
質や能力が育まれています。
目標：子どもによる学校評価アンケートの総合的な平均値
　　　　　基準値　２．３５ポイント（令和元年度）　目標値　２．５ポイント（令和６年度）
　　　保護者による学校評価アンケートの総合的な平均値
　　　　　基準値　２．２２ポイント（令和元年度）　目標値　２．４ポイント（令和６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 大津市

交付金事業実施場所 大津市葛川坊村町

交付金事業の概要

　葛川少年自然の家は、自然の中での集団生活と宿泊研修を通じて、明るくたくましい少年の育成を図るため、地方教育行政の
組織及び運営に関する法律の規定により設置されている施設です。昭和６２年６月の開設から３０年以上が経過し、施設設備の
老朽化に伴って安全で快適な活動環境を提供することへの不具合が生じてきていることから、順次施設の改修工事を実施してい
ます。
　令和３年度は、保守点検業務で劣化により、循環ろ過機・除毛機等本体及び付属機器の多数で取替が必要と判断された浴槽用
循環ろ過装置について更新工事を実施します。

事業期間の設定理由
浴槽内の照明器具及び浴槽用循環ろ過装置の更新については、設計から工事完了までの期間が２事業年度にまたがることから上
記のとおり設定している。



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３年度

施設における老朽
化設備の更新

改善された施設数

成果実績 施設 1

目標値 施設 1

達成度 ％ 100%

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 年度

評価年度の設定理由

当該事業では、浴槽内の照明器具及び浴槽用循環ろ過装置の更新を目的としているが、浴槽用循環ろ過装置については、設計か
ら工事完了までの期間が２事業年度にまたがるため、事業期間を上記のとおり設定している。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

当施設は、昭和６２年６月の開設以来、自然の中での集団宿泊体験や野外活動などを通じ心豊かでたくましい人間を育成するこ
とを目的として管理運営を行っており、市内全小学校４年生及び中学校１年生を対象としたふるさと体験学習事業を始めとする
各種事業を実施し、これまでに延べ８０万人を越える利用がある。
　この度の事業の実施により、老朽化が進む施設整備の改修が進み、今後も引き続き利用者に安全で安心な活動環境を提供し、
施設運営を円滑に実施することで、当施設の目的の推進に寄与することができた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100%

年度

浴槽内の照明器具の改修

活動実績 件 1

活動見込 件 1

交付金事業の総事業費等 令和２年度 令和３年度 備　考

総事業費 1,243,000 8,624,000 9,867,000

活動実績 件 1 1

活動見込

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 令和３年度 年度

浴槽用循環ろ過装置更新工事に係る
実施設計（令和２年度）、浴槽用循
環ろ過装置更新工事（令和３年度）

交付金充当額 1,000,000 6,500,000 7,500,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 1,000,000 6,500,000 7,500,000

1

達成度 ％ 100% 100%

件 1



8,624,000計

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的

浴槽用循環ろ過装置の更新 受注希望型指名競争入札 株式会社 田中設備工業所（大津市） 8,624,000

交付金事業の契約の概要

契約の方法 契約の相手方 契約金額



Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

3 福祉対策措置 防災用備蓄物資整備事業

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

第２次高島市総合計画　第４章　「せせらぐ」暮らし・文化
　施策項目２　暮らしの安心を守る環境を整えます
　　施策方針１　災害に強い体制を整えます
　　　施策内容２　災害に備える防災資機材の整備
　　　・災害発生時に必要となる食料などの物資や機材の備蓄を行うとともに防災施設や設備の適切な維
　　　　持管理を行い、市民の生命、身体および財産を災害から守ります。
目標：物資および機材の備蓄率
　　　　現状　80.0%（平成27年度）
　　　　目標　93.0%（令和3年度）
　　　　目標　98.0%（令和8年度）

事業開始年度 令和３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 高島市

交付金事業実施場所 高島市朽木市場（朽木防災センター）ほか５件　

交付金事業の概要

市内の防災センター全6箇所（新旭防災センター、安曇川防災センター、高島防災センター、朽木防災センター、今津防災セン
ターおよびマキノ防災センター）に対し、使用期限の超過したもしくは災害時に必要となる物資を備蓄することで、災害に備える
ことができました（必要備蓄物資量約12,000人分）。
備蓄物資：アルファ米750食、クラッカー1,190食、保存水50,376本

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

市内防災センター
6箇所の物資備蓄
率
100％

評価年度の設定理由

単年度事業であるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

災害時に備え、防災用備蓄物資の整備を行い、住民の安心・安全の確保および災害に備えたまちづくりを図ることができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

市内防災センター
6箇所への物資備
蓄率：物資備蓄済
センター数÷対象
センター数×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100.0%



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 令和２年度

16

60 56

安定ヨウ素剤（32.5㎎）

－

達成度 ％ 93.3 100 －

令和３年度

プライベートルーム

活動実績 張 14 16 －

活動見込 張 15

－

達成度 ％ 96.7 100 －

ワンタッチパーテーション

活動実績 張 58 56 －

活動見込 張

達成度 ％ － － －

活動実績 食 2,800 750

－

活動見込 台 － － －

達成度 ％ 100

活動見込 箱 9 － －

達成度 ％ 100 100 100

アルファ米（梅がゆ）

活動実績 食 550 550

アルファ米（五目ごはん）

750

活動見込 食 2,800 750 750

クラッカー

活動実績 食 2,940 1,540

－

活動見込 食 550 550 －

1,190

活動見込 食 2,940 1,540 1,190

達成度 ％ 100 100 －

達成度 ％ 100 100 100

活動実績 食 － －

達成度 ％ － － －

本 240 14,640

わかめうどん

－

活動見込 食 － － －

安定ヨウ素剤（丸薬）

活動実績 箱 54 －

50,376

活動見込 本 240 14,640 50,376

－

活動見込 箱 54 － －

達成度 ％ 100 100 100

保存水

活動実績

活動見込 箱 3 － －

達成度 ％ 100 － －

活動実績 箱 3 －

達成度 ％ 100 － －

安定ヨウ素剤（16.3㎎）

－ －

車いす対応マンホールトイレ

活動実績 台 － －

活動実績 箱 9 － －

－



交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 令和３年度 備　考

総事業費 4,165,893 4,080,342 4,520,772

うち経済産業省分 3,400,000 4,080,000 4,400,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,400,000 4,080,000 4,400,000

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

保存水の購入 指名競争入札 ソエダ㈱（高島市） 4,181,760円

随意契約
㈱奥山ポンプ商会　湖西営業所

（高島市）
170,100円

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

クラッカーの購入 随意契約
㈱斉藤ポンプ工業　安曇川営業所

（高島市）
168,912円

アルファ米（五目がゆ）の購入



Ⅱ．事業評価個表（令和３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

佐目町地先導水管整備工事

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
その目標

東近江市水道事業ビジョン
第５章　主要な施策
　持続：健全かつ安定的な事業運営が可能な水道
　　５　アセットマネジメントによる水道施設の計画的かつ合理的な更新計画の策定
　　(3) 老朽化管路の更新計画の策定
　　　　基幹管路の耐震化を主眼とした更新を優先して実施することとしますが、管路の機能診断も実
　　　施し、経営計画も考慮したうえで、管路施設全般の更新計画を策定することとします。
　　　　なお、漏水が多発するなど老朽化が顕著な路線については、計画策定を待たずに更新を実施す
　　　ることとします。

目標：早急に更新が必要な管路約69ｋｍの更新

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 東近江市

交付金事業実施場所 東近江市佐目町地先

交付金事業の概要

　事業申請地である佐目地区は、永源寺発電所の設置以降、山奥の湧水地から40年以上前に設置された導水管により生活用水を
導水していますが、経年による導水管の劣化が進んでおり、漏水、取水量の低下等から生活用水の確保に支障を来しています。
　このため、生活用水を確保し、もって地域住民の日常生活機能の向上を図るため、導水管の整備工事を実施し、本交付金を充
当するものです。
　導水管布設工　Ｌ＝320.6ｍ

事業期間の設定理由
　本件導水管は、経年劣化により、そのほぼ全ての延長において点検改修の必要が生じており、
この対応に２年を要すると見込まれるため。



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

当該地区の取水施
設の点検改修率
100％

点検改修済みの取
水施設の延長が、
全延長に占める割
合

成果実績 ％ 96.1

目標値 ％ 100

達成度 ％ 96.1

評価年度の設定理由

事業終了後、直ちに評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

山間地のため、該当区間の実測距離が想定よりも長かったが、予定していた距離の水道管の更新を行うことができた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100 103.4

年度

取水施設の整備延長（m）

活動実績 m 20 320.6

活動見込 m 20

交付金事業の総事業費等 令和２年度 令和３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 令和３年度

310

総事業費 5,185,400 5,025,900

うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,400,000 4,400,000

うち文部科学省分 0 0

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

導水管整備工事 随意契約 吉澤建設（東近江市） 5,025,900



Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

5 地域活性化措置 公立認定こども園管理運営事業

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
その目標

公立認定こども園管理運営事業（令和３年度）

第２次米原市総合計画（平成29年度（2017年度）～令和８年度（2026年度））
　基本目標１　健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり
　　施策目標１　安心して子育てができ女性や若者が輝くまち
　　　１．子育てと子育ち環境の充実
　　　・待機児童の解消を図るとともに、子育て相談などに対応する利用者支援事業、病児・病後児
        保育事業、延長保育事業など、保育サービスの量的、質的なニーズを把握し、最適なサービ
        スができるよう取り組みます。

成果目標：待機児童発生数　０人

事業開始年度 令和３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 米原市

交付金事業実施場所 米原市春照（米原市立いぶき認定こども園）

交付金事業の概要

事業内容
　近年の就労形態の多様化や、幼児教育無償化に加えて、市内各地域での住宅団地造成による子育て世帯の増加により、本市の
保育ニーズは高まっています。こうした状況において、臨時保育教諭を任用することで市内のこども園で安定的に児童を受け入
れられる環境を整えました。

事業量
　臨時保育教諭の雇用（４人分）×
　雇用期間７か月分（令和３年（2021年）７月１日～令和４年（2022年）１月31日）

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

待機児童発生数０
人

待機児童発生数

成果実績 人 0

目標値 人 0

達成度 ％ 100%

評価年度の設定理由

事業年度内での効果を測るため事業終了後即時評価を行う。

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、当該こども園の保育士人件費（４人×７か月）を確保することができました。今後も保育士の労働環境
の改善等に取り組み、引き続き保育士の確保を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100%

年度

臨時保育教諭の雇用（人）×雇用期
間７か月

活動実績 人月 4

活動見込 人月 4

交付金事業の総事業費等 令和３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３年度 年度

総事業費 4,967,200

交付金充当額 4,400,000

うち文部科学省分 0

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

臨時保育士人件費 雇用 臨時保育士４人 4,967,200

うち経済産業省分 4,400,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

4,967,200計



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）

（単位：円）

公共用施設
に係る整

備、維持補
修又は維持
運営等措置

伐採樹木運搬用ダンプ車購入事業 長浜市 2,200,000 2,200,000
総事業費
3,951,680

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



Ⅱ．事業評価個表（令和３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

伐採樹木運搬用ダンプ車購入事業

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

　交付金事業に関係する主要政策・施策「長浜市総合計画」
　６環境・都市　　目標２　自然や身近な環境を守り育てるまちづくり　２.１自然や身近な環境の保全
　　施策１　自然や身近な環境保全の推進
　　　森林、琵琶湖や河川など豊かな自然を守り生物多様性を高めていくため、多様な自然環境を保全
　　するとともに、衰退した自然の回復や適切な資源活用、外来種対策など、総合的な取り組みを進める。
　　目標：継続した里山づくりを行うため、幅広い知識や技術を学び、人材及び団体育成を行う。
　　　　里山づくり講座受講者数（年間）
　　　　直近　168人（平成29年度）
　　　　目標　230人（令和4年度）、230人（令和8年度）

事業開始年度 令和３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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市上草野地域

交付金事業の概要
 木材の処分に当たり伐採樹木運搬用ダンプ車を購入し、コミュニティ備品として地域住民が使用できる環境を整えました。
伐採樹木運搬用ダンプ車の購入：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 令和５年度

森林整備と林業の
活性化

森林整備と林業の
活性化についての
満足度

成果実績 点

目標値 点 2.81（5点満点）

達成度 ％

評価年度の設定理由

成果指標に係る結果が令和５年度当初公表予定のため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

住民主導による森林整備の促進と地域資源を活用した資源循環型社会の構築に必要な車両が整備できました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0

年度

伐採樹木運搬用ダンプ車の整備

活動実績 台 1

活動見込 台 1

交付金事業の総事業費等 令和３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３年度 年度

総事業費 3,951,680

うち経済産業省分 2,200,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 2,200,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

ダンプ車の購入 指名競争入札
有限会社北川自動車工業

（長浜市）
3,951,680



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）

（単位：円）

561,266
総事業費
561,266

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

きのもと認定こども園備品整備事
業

長浜市 561,266



Ⅱ．事業評価個表（令和３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４年度

就学前教育の充
実

就学前教育の充
実に関する満足
度

成果実績 点

目標値 点 3（5点満点）

達成度 ％

評価年度の設定理由

長浜市総合計画第２期基本計画の評価年度に準じるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

入所児童の処遇向上及び保育の質の向上を図ることができました

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

きのもと認定こども園備品整備事業

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

　「長浜市総合計画」　（平成29年度～令和8年度）
　　２教育・文化　　目標１家庭・地域・学校が学び舎のまちづくり
　　１－４相談体制の充実　　　施策２　質の高い就学前教育の推進
　　　就学前における教育は、生涯にわたる人格の基礎を培ううえで大変重要であることから、
　　生きる力の基礎となる「まなびの力」「かかわりの力」「からだの力」の育成に努めます。
　　特に、長浜市就学前教育カリキュラムに則った保育実践を進めることにより、発達や学びの
　　連続性を踏まえた質の高い就学前教育を推進します。

　　目標：就学前教育の充実に関する満足度（５点満点）
　　　　　現状（平成３０年度）：３　　令和４年度：３　　令和８年度：４

事業開始年度 令和３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 長浜市

交付金事業実施場所 長浜市木之本町木之本

交付金事業の概要
入所児童の処遇向上及び保育の質の向上を図るため、きのもと認定こども園の備品を購入しました。
物置　１台・チェアストッカー　１台・お外で使えるテーブル　４台
軽量カラーマット二つ折り　２枚・カラー運動棒　１組・はだしマルチ平均台　１セット



交付金事業の担当課室 総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 総務部市町振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

561,266

備品（はだしマルチ平均台）の購入 随意契約（少額） 豊教材(長浜市) 29,898

備品（軽量カラーマット二つ折り）の
購入

随意契約（少額） 株式会社教文堂(長浜市) 34,710

備品（カラー運動棒）の購入 随意契約（少額）

計

豊教材(長浜市) 51,227

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 561,266

うち文部科学省分 0

総事業費 561,266

うち経済産業省分 561,266

交付金事業の総事業費等 令和３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３年度 年度

達成度 ％ 100.0

年度

整備した備品数

活動実績 セット 10

活動見込 セット 10

備品（物置）の購入 随意契約（複数者見積） 株式会社ヨツイ(長浜市) 259,600

備品（チェアストッカー）の購入 随意契約（少額） 株式会社教文堂(長浜市) 22,283

備品（お外で使えるテーブル）の購入 随意契約（複数者見積） 豊教材(長浜市) 163,548



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）

（単位：円）

経済産業省
1,640,802

1
給付金交
付助成措
置

原子力立地給付金交付事業 滋賀県 4,960,289 3,319,487

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３年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

1 給付金交付助成措置 原子力立地給付金交付事業

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

当給付金交付事業の安定的な運用を行うことにより、発電用施設の設置に対する理解等を得る
ことに繋げ、また当該施設運転の円滑化に資することを目的とします。

事業開始年度 令和３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 滋賀県
交付金事業実施場所 長浜市（旧西浅井町）

交付金事業の概要
原子力発電施設等の設置およ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一般家庭、工場等に対して給付金を交付しました。

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

原子力立地給付金の
交付対象地域におい
て、小売電気事業者
等から電気の供給を
受けている工場等に
対して給付金を交付
することにより、発
電用施設の設置に対
する理解等を得ると
ともに、当該施設の
運転の円滑化を図る

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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

原子力立地給付金の交付対象地域において、小売電気事業者等から電気の供給を受けている工
場等に対して給付金を交付することにより、発電用施設の設置に対する理解等を得るととも
に、当該施設の運転の円滑化を図ることができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



401
達成度 % 99 103 97

令和３年度

給付金の交付件数
活動実績 件 401 398 388
活動見込 件 405

交付金事業の総事業費
等

令和元年度 令和２年度 令和３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 令和元年度 令和２年度

388

総事業費 5,279,900 5,143,557 4,960,289

うち経済産業省分 1,746,525 1,701,424 1,640,802

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 5,279,900 5,143,557 4,960,289

うち文部科学省分 3,533,375 3,442,133 3,319,487

交付金事業の担当課室 滋賀県総務部市町振興課

交付金事業の評価課室 滋賀県総務部市町振興課、長浜市北部振興局地域振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

給付金交付 随意契約（公募）
一般財団法人電源地域振興
センター

4,960,289


