
別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 西都市
交付金事業実施場所 西都市大字三納線外

交付金事業の概要

道路舗装
アスファルト舗装（施工延長　L=498.0m、舗装面積　A=3,399㎡）
車道幅員　W=6.0m～7.2m、区画線　L=1,359.4m）
西都市は、第五次西都市総合計画に基づき市内での道路網の整備が進み、市内外の移動が快適かつ安全
に行われ、交流や産業活動が活発に展開される社会を目指しており、今回、電源立地地域対策交付金を
活用して計画的な市道整備を推進し、安全性や利便性の向上に努めています。

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 市道三納線外舗装補修事業

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

市道三納線外舗装補修事業 西都市 18,284,000 18,284,000 19,384,470

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３



100 100

達成度 ％

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 令和２年度 令和３年度

西都市内での道路工事実
施件数

活動実績 件 13 17 14

活動見込 件 13 17 14

達成度 ％ 100

事業期間の設定理由 第五次西都市総合計画「基本施策１－２ 交通基盤の確保」の終期

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７ 年度

0.0%

評価年度の設定理由
PDCAサイクルによる事業家前を図るため、第五次西都市総合計画の終期翌年度に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等
-

評価に係る第三者機関等の活用の有無

市道改良進捗
率

西都市建設
課調べ

成果実績 ％ 0

目標値 ％ 36.5

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
第五次西都市総合計画(令和３年度～令和１０年度)
基本施策１－２　交通基盤の確保
主要施策②　市道・林道の整備・長寿命化の推進
・各種部門別計画等に基づき、中長期的な財政見通しを踏まえながら、市道の改良等を計画的に進める
とともに、歩行者や自転車にとっても安全安心な道路環境の形成に努めます。
　既存の道路、橋梁、トンネルについて、損傷が少ないうちから計画的に行う予防保全的な点検・修
繕・長寿命化に努め、交通事故が起こりにくく、災害に対し強靭な環境の確保を図ります。
主要指標:令和６年度末までに市道改良率３６．５％を目標とする。

事業開始年度 令和３ 年度 事業終了（予定）年度 令和７ 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
道路工事 指名競争入札 （株）宮本組（西都市） 19,384,470

うち経済産業省分 18,133,000 18,133,000 18,284,000 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金充当額 18,133,000 18,133,000 18,284,000 0

うち文部科学省分 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

総事業費 19,478,659 19,778,000 19,384,470 58,641,129



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 下祝子稲葉崎線排水路整備事業

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

下祝子稲葉崎線排水路整備
事業

延岡市 2,727,000 2,727,000 3,572,142

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

令和３

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 延岡市
交付金事業実施場所 延岡市桑平町

交付金事業の概要

排水構造物整備工 L=64.1m　集水枡設置工 N=1基　舗装工 A=20.0㎡

（事業内容）延岡市桑平町において、排水能力を高める市道側溝の改良工事を行いま
す。
（必要性）桑平町には雨量が多い時に、市道側溝から溢れた雨水が、近隣民家に流れ込
んだり、市道を冠水させ交通を妨げる箇所があります。工事内容については、水力発電
施設が立地する祝子川流域の黒岩地区の協議会が、各区長から事情実施箇所やその内容
について、要望を集め、その要望を基に、本市と協議し決定しました。
（効果等）当該市道は、地区住民の生活道路であり、台風時等には避難場所へと移動す
るための経路でもあり、防災機能の強化として整備を進めていきます。



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

第６次延岡市長期総合計画（令和３年度～令和７年度）」
　第６章道路　第２節市道　４．その他市道の整備
　地域性や利用状況にあった整備をすることで、利便性・安全性の向上に取り組みま
す。
　目標値：下祝子稲葉崎線の排水路整備の進捗率100％（R3）

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 単年度事業のため

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

0.0%

評価年度の設定理由
事業年度終了後に、成果目標・指標を評価する。

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

車両や歩行者
等の安全の確
保

下祝子稲葉
崎線の排水
路整備の進
捗率

成果実績 ％ 0

目標値 ％ 100

達成度 ％

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 0 0

下祝子稲葉崎線の整備箇
所数

活動実績 件 1 0 0

活動見込 件 1 0

達成度 ％ 100



交付金事業の総事業費
等

令和３年度 備　考

総事業費 3,572,142 0 0 0

交付金充当額 2,727,000 0 0 0

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 2,727,000 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

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
道路工事 指名競争入札 小椋産業（延岡市） 3,572,142



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 道の駅「北方よっちみろ屋」施設整備事業

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

道の駅「北方よっちみろ
屋」施設整備事業

延岡市 1,891,000 1,891,000 1,908,500

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

令和３

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 延岡市
交付金事業実施場所 延岡市北方町早日渡

交付金事業の概要

冷凍冷蔵庫更新（１台：冷蔵845L、冷凍390L、170kg）
食材供給施設内空調設備更新（空調機１組：冷房能力10.0kW/暖房能力11.2kW） 

　延岡市は、第６次延岡市長期総合計画後期基本計画に基づき、「６Ｓ」を活かした魅力あふれる観光
商品づくりの為に、魅力ある「食」の創造・普及・振興に向けた人材育成や物産販売施設である道の駅
等の機能充実を支援することとしており、今回、電源立地交付金を活用して冷凍冷蔵庫及び空調設備を
更新することにより、施設内の環境を向上させ、施設利用者の増加と同施設の魅力向上に努めます。



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

交付金事業に関係する主要政策・施策

　第６次延岡市長期総合計画後期基本計画（令和３年度～令和７年度）
　第２部　未来を切り拓く活力ある産業づくり
　第５章　観光産業の振興（「６Ｓ」を活かした魅力あふれる観光商品づくり）
⑴ 食の魅力を活かした誘客推進
行政、観光協会、事業者等は、魅力ある「食」の創造・普及・振興に向けた人材育成や物産販売施設

である道の駅等の機能充実を支援します。

目標：
道の駅利用者数　Ｒ元年度：787,078人　→　Ｒ７年度：945,000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

事業期間の設定理由 単年度で終わる事業のため

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８ 年度

0.0%

評価年度の設定理由
PDCAサイクルによる事業改善を図るため、長期総合計画終期の翌年度に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等
-

評価に係る第三者機関等の活用の有無

道の駅利用者
数

観光戦略課
調べ

成果実績 人 0

目標値 人 945,000

達成度 ％

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 0 0

道の駅「北方よっちみろ
屋」施設整備事業件数

活動実績 件 1 0 0

活動見込 件 1 0

達成度 ％ 100



交付金事業の総事業費
等

令和３年度 0 0 備　考

総事業費 1,908,500 0 0 0

交付金充当額 1,891,000 0 0 0

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 1,891,000 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

冷凍冷蔵庫購入 指名競争入札 ㈲池部陶器店（延岡市） 　478,500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

設備の更新 指名競争入札 大和設備㈱（延岡市） 1,430,000円



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置  道の駅「北川はゆま」機能強化事業

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

道の駅「北川はゆま」
機能強化事業

延岡市 3,507,000 3,507,000 3,762,092

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

令和３

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 延岡市
交付金事業実施場所 延岡市北川町長井

交付金事業の概要

・北川はゆまの農産物搬入路の改良（付替え）工事
擁壁工：Ｌ＝10ｍ　舗装工：Ａ＝163㎡

「東九州バスク化構想」における「食」を切り口とした新たな誘客を推進するにあた
り、主要観光施設の「道の駅北川はゆま」において、施設内レストランの増築工事を実
施するとともに、農産物を含めた食品搬入用の通路の改良工事を実施し、利用客への食
品提供の強化及び充実を図ります。



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

・第２期延岡新時代創生総合計画（令和３年度から令和７年度）
【施策１】滞在時間の長い体験型観光・滞在型観光の推進

・主要観光施設利用者数（※延岡市全体）
　基準値（R1）約114.1万人／年　　目標値（R7）約136万人／年

事業開始年度 令和３年度 年度 事業終了（予定）年度 令和４ 年度

事業期間の設定理由 今年度現在において、当該事業の事業終了（予定）年度が、令和４年度であるため

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

0.0%

評価年度の設定理由
当該整備事業の完工後、事業効果を分析する年度として、次年度の令和４年度を設定

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

道の駅北川は
ゆま利用者数
令和３年度
275,000人／
年

延岡市北川
総合支所地
域振興課調
べ

成果実績 人 0

目標値 人 275,000

達成度 ％

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 0 0

道の駅「北川はゆま」設
備に係る改修等件数（回
／年）

活動実績 回 1 0 0

活動見込 回 1 0

達成度 ％ 100



交付金事業の総事業費
等

令和３年度 0 0 備　考

総事業費 3,762,092 0 0 0

交付金充当額 3,507,000 0 0 0

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 3,507,000 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

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
農産物搬入路（付替え）工事 指名競争入札 ㈱フジエンタープライズ（延岡市） 3,762,092



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 市道田原大久保線舗装工事

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

市道田原大久保線舗装工事 都城市 8,795,000 8,795,000 9,189,400

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

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】
都城市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和２年度～令和６年度）
　基本目標４　「安心して、ずっと暮らせる都城」をつくる

　施策④公共施設等の長寿命化と管理運営の適正化を進める
イ 道路や公園の適切な維持管理に努める

◆道路や公園の日常パトロールを強化し、路面の損傷や設備不良等の早期発
見・早期補修に努め、事故を未然に防止する。

【目標】
田原大久保線の舗装補修工事の進捗率　49.8％（令和元年）　　59.4％（令和2年度）　　68.5％（令
和3年）　79.0％（令和4年）　89.5％（令和5年）　100.0％（令和6年）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 都城市
交付金事業実施場所 都城市高城町大井手

交付金事業の概要

〈アスファルト舗装〉
施工延長：L=73.0ｍ、幅員：W=6.80～9.85ｍ、舗装面積：A=532㎡、舗装厚：t=5cm

　都城市は、まち・ひと・しごと総合戦略（令和2年度版）に基づき、持続可能な社会を構築し安全な
暮らしを守っていくため、電源立地地域対策交付金を活用して、市道の舗装補修を行い、市民の生活
環境の向上に努めています。



事業開始年度 平成27 年度 事業終了（予定）年度 令和６ 年度

事業期間の設定理由 完成までに10年間を要するため

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３ 年度

100

評価年度の設定理由
毎年度の進捗を把握するため

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

市道　田原大
久保線の工事
進捗率

高城総合支所
産業建設課調
べ

成果実績 ％ 68.5

目標値 ％ 68.5

達成度 ％

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 令和２年度 令和３年度

高城総合支所管内の
舗装工事箇所数

活動実績 箇所 6 8 9

活動見込 箇所 6 8 9

達成度 ％ 100 100 100

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 8,724,100 8,961,700 9,189,400 26,875,200

交付金充当額 8,330,000 8,566,000 8,795,000 0

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 8,330,000 8,566,000 8,795,000 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

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
道路工事 指名競争入札 (株)桜木組（都城市） 9,189,400



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 市道上轟・中轟線舗装事業

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

市道上轟・中轟線舗装事業 都城市 8,794,000 8,794,000 9,175,100

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

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】
　都城市まち・ひと・しごと総合戦略（令和３年度～令和６年度）

　基本目標４　安心して、ずっと暮らせる都城
　施策④公共施設等の長寿命化と管理運営の適正化を進める

（1）適切な管理による公共インフラの長寿命化
〇市道の舗装補修、排水不良箇所の解消により安全で快適な環境を整備し、
　市民の生活環境の向上を目指す。

【目標】
　上轟・中轟線の舗装補修工事の進捗率　69.5％（令和３年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 都城市
交付金事業実施場所 都城市高崎町縄瀬

交付金事業の概要

市道上轟・中轟線のアスファルト舗装
施工延長：L=64.0ｍ、舗装面積：A=528.0㎡、幅員：W=7.45～8.70ｍ、舗装厚：t=5cm

　都城市は、まち・ひと・しごと総合戦略（令和３年度版）に基づき、持続可能な社会を構築し安全な暮らしを
守っていくため、電源立地地域対策交付金を活用して、市道の舗装補修を行い、市民の生活環境の向上に努めて
います。



事業開始年度 平成28 年度 事業終了（予定）年度 令和６ 年度

事業期間の設定理由 工事事業期間

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

100

評価年度の設定理由
毎年度の進捗を把握するため

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

市道上轟・中
轟線の工事進
捗率

高崎総合支所
産業建設課調
べ

成果実績 ％ 69.5

目標値 ％ 69.5

達成度 ％

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 令和２年度 令和３年度

高城総合支所管内の
舗装工事箇所数

活動実績 箇所 7 6 9

活動見込 箇所 7 6 10

達成度 ％ 100 100 90

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 8,478,800 8,664,700 9,175,100 26,318,600

交付金充当額 8,329,000 8,566,000 8,794,000 0

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 8,329,000 8,566,000 8,794,000 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

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
道路工事 指名競争入札 株式会社　平原産業（都城市） 9,175,100



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）
（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

9,080,000

交付金事業に要
した経費

9,080,000 9,080,0002

番号 備　考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名

小林市

1 1,460,000 1,460,000 1,651,100

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営等措置

農村施設管理事業（野尻町
高齢者活動促進施設備品購
入）

観光施設維持管理事業
（野尻湖多目的広場及び野
尻町総合交流ターミナル修
繕）



Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）
措置名 交付金事業の名称

農村施設管理事業（野尻町高齢者活動促進施設備品購入）

令和７年度

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 小林市

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

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次小林総合計画 (平成29年度～令和７年度)
分野１　にぎわい
基本施策１－（１）農林水産業を振興します
目標３－（１）農畜産物のブランド化、フードビジネスの振興が図られた状態
目標　年間稼働日数20日（令和３年度）

交付金事業実施場所 小林市野尻町三ヶ野山

交付金事業の概要

圧力煮釜（2台：140L（ステンレスカゴ付）の購入）
　第2次小林市総合計画に基づき、地域特産物を活用したフードビジネスの振興をはかる
ため、安定した生産のための機械や施設等の整備を進めています。今回は主要加工品目
の一つである味噌加工製造に欠かせない圧力煮釜の更新を行い、食品衛生の確保及び安
定した製造を図ります。

平成29年度 事業終了（予定）年度事業開始年度

第２次小林総合計画の終期事業期間の設定理由



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総合政策部中山間・地域政策課

総合政策部中山間・地域政策課

総事業費

交付金充当額

令和３年度

農産物加工機器の整備

2

成果目標

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

物品の購入 指名競争入札 ㈲丸一厨房（宮崎市） 1,651,100

交付金事業の契約の概要

うち文部科学省分

うち経済産業省分

1,460,000

1,460,000

1,651,100

備　考
交付金事業の総事業費
等

達成度

圧力釜の年
間稼働日数
（地域整備
課調べ）

24

評価年度 令和８年度

成果実績

目標値

交付金事業の活動指標
及び活動実績 台

％

活動指標
台

令和3年度単位
活動実績
活動見込

成果指標

達成度

日

日

％交付金事業の成果目標
及び成果実績 評価年度の設定理由

総合計画終期の翌年度に評価を実施するため

食品衛生の確保及び安定した製造を図る

無

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

単位

圧力釜の年
間稼働日数

100

2



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

観光施設維持管理事業
（野尻湖多目的広場及び野尻町総合交流ターミナル修繕）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 小林市
交付金事業実施場所 小林市野尻町三ケ野　ほか１件

交付金事業の概要

のじりこぴあ施設修繕工事（テント修繕：１箇所、シャッター修繕：８箇所）
ゆ～ぱるのじり出入り修繕工事（自動ドア設置、エアカーテン設置）

　小林市野尻町の主要な観光施設２箇所の修繕を行うことで、施設利用者、観光客入込
客数の増加につなげ、産業の振興に努めます。

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

第２次小林総合計画 (平成29年度～令和７年度)
分野１　にぎわい
基本施策１－（４）観光産業の育成・支援に取り組みます
目標５　効率的な観光施設運営が図られた状態
目標　施設利用者数174,063人（令和３年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和７年度

事業期間の設定理由 第２次小林総合計画の終期

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８年度

施設利用者
の維持

施設利用者
数実績

成果実績 人

目標値 人 174,063

達成度 ％



評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の成果目標
及び成果実績

100

評価年度の設定理由
総合計画終期の翌年度に評価を実施するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等
利用者数の維持を図る

9,080,000

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

施設の修繕箇所

活動実績 台 4
活動見込 台 4

達成度 ％

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

うち経済産業省分 9,080,000

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

施設修繕
指名競争入札

随意契約
㈱小園建設興業（小林市）

㈱淵上組（小林市）
1,809,000
7,271,000

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金充当額 9,080,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

令和３年度 備　考

総事業費



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３

1 地域活性化措置 高岡地域振興イベント補助事業

交付金充当額 備　考

1
地域活性化
措置

高岡地域振興イベント補助
事業

宮崎市 271,972 271,972 271,972

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

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
第五次宮崎市総合計画（平成３０年度～令和９年度）
　基本目標２　良好な地域社会が形成されている都市（まち）

　２　多様で自律性のあるコミュニティを形成する「地域力の向上」
①地域コミュニティの活性化
「宮崎市自治会及び地域まちづくり推進委員会の活動の活性化に関する条例」に
　基づき、支え合い、助け合いの精神を大切にしながら、市民、自治会、地域ま
　ちづくり推進委員会、事業者や行政などが相互に役割を理解し、協働による取
　組を推進します。

目標：協働で行われている事業の数　３３０（令和４年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 宮崎市
交付金事業実施場所 宮崎県宮崎市高岡町内山

交付金事業の概要

地域の魅力を発信する地域振興イベント事業を実施する団体（３団体）への補助金。
宮崎市では、第五次宮崎市総合計画に基づき、多様で自律性のあるコミュニティの形成を目指し「地域力の向上」
に取り組むこととしており、天然記念物の梅等の旧町域の歴史や文化といった地域資源にちなんだイベントを電源
立地地域対策交付金を活用して行うことで、観光振興への寄与と地域住民の福祉の向上に努めています。

○月知梅うめまつり
日時：令和４年２月１１日～２７日　場所：月知梅公園　参加人数：約１，０００人

○月知梅うめまつり剣道大会【中止】
○天ヶ城少女バレーボール大会【中止】



事業開始年度 平成３０ 年度 事業終了（予定）年度 令和９ 年度

事業期間の設定理由 第五次総合計画の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和４ 年度

0.0%

評価年度の設定理由
第五次総合計画の前期計画の終期まで
交付金事業の定性的な成果及び評価等

0
評価に係る第三者機関等の活用の有無

協働で行われ
ている事業の
数

文化・市民活
動課

成果実績 事業/年 0

目標値 事業/年 330

達成度 ％

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 令和２年度 令和３年度

高岡地域におけるイベン
ト等の来場者数

活動実績 人 39,600 1,000 27,000

活動見込 人 30,000 30,000 30,000

達成度 ％ 132 3.3 90

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 863,570 262,348 271,972 1,397,890

交付金充当額 863,570 262,348 271,972 0

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 863,570 262,348 271,972 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

イベント経費補助 補助 天ヶ城旗少女バレーボール大会実行委員会（宮崎市） 98,668

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
イベント経費補助 補助 月知梅まつり実行委員会（宮崎市） 173,304

-



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 宮崎市高岡地区農村環境改善センター維持管理事業

交付金充当額 備　考

1

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

宮崎市高岡地区農村環境改
善センター維持管理事業

宮崎市 700,000 700,000 843,992

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

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

第五次宮崎市総合計画（平成30年度～令和９年度）
基本目標２　良好な地域社会が形成されている都市
重点項目２-２　多様で自律性のあるコミュニティを形成する「地域力の向上」
（１）主要施策　地域コミュニティの活性化
　　○集会機能を持つ公立公民館等が、地域の多様な主体の交流や活動の拠点と
　　　なるよう、長寿命化や計画的な施設整備を図るとともに、公民連携を見据
　　　えながら、地域ニーズに対応した運営を行います。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 宮崎市
交付金事業実施場所 宮崎市高岡町内山

交付金事業の概要
高岡地域住民の教養の向上、健康の増進等を図るため、生涯学習及び地域コミュニティ
活動の拠点となる高岡地区農村環境改善センターの維持管理を行います。
・光熱水費（令和３年４月～令和４年３月使用分）



事業開始年度 平成３０ 年度 事業終了（予定）年度 令和９ 年度

事業期間の設定理由 第五次総合計画の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和４ 年度

0.0%

評価年度の設定理由
第五次総合計画の前期計画の終期まで

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

市民活動セ
ンターの新
規登録団体
数

文化・市民
活動課調べ

成果実績 団体 0

目標値 団体 70

達成度 ％

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 令和２年度 令和３年度

宮崎市高岡地区農村環境
改善センターの利用者数

活動実績 人 15,155 6,884 6,190

活動見込 人 16,000 16,000 16,000

達成度 ％ 94.7 43 38.7

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 1,954,017 1,171,724 843,992 3,969,733

交付金充当額 1,833,000 1,171,724 700,000 0

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 1,833,000 1,171,724 700,000 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

施設の光熱費
指名競争入札

単価契約（R3.10月～R4.3月）

R3.10月～R4.3月
九州電力㈱宮崎営業所

(宮崎市)

490,414円
（R3.10月～R4.2月）

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

施設の光熱費
指名競争入札

単価契約（R2.10月～R3.9月）

R3.4月～9月
ﾐﾂｳﾛｺｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ㈱

(東京都中央区)

269,712円
（R3.7月～9月）

施設の水道料 随意契約
宮崎市上下水道局

(宮崎市)
83,866円

（R3.7月～R4.2月）



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 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

第五次宮崎市総合計画（平成30年度～令和９年度）
基本目標４　魅力ある価値が創出されている都市
重点項目４-１　交流人口や販路の拡大を図る「ブランド力の向上」
主要施策４　観光客受入環境の充実
　　　観光入込客数　６，７００千人（前期目標年度　令和４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 宮崎市
交付金事業実施場所 宮崎市高岡町小山田

交付金事業の概要

高岡温泉やすらぎの郷の浴場内給湯管修繕

宮崎市は第五次宮崎市総合計画に基づき、観光拠点となる公共施設の設備を更新し、観光客の受入環境
の充実を図っています。高岡温泉やすらぎの郷の老朽化した給湯配管を電源立地地域対策交付金を活用
して修繕することで、観光客や地域住民が安心して施設を利用できる環境が確保されます。
・高岡温泉やすらぎの郷給湯配管修繕（HTVP管φ13 3m×3、φ20 2m×3）

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 高岡温泉やすらぎの郷施設維持事業

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

高岡温泉やすらぎの郷施設
維持事業

宮崎市 528,000 528,000 528,000

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３



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
修繕 随意契約 株式会社マエダ工業（宮崎市） 528,000

うち経済産業省分 528,000 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金充当額 528,000 0 0 0

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 0 0 備　考

総事業費 528,000 0 0

達成度 ％

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 0 0

高岡温泉やすらぎの郷の
有料入場者数

活動実績 人 63,217 0 0

活動見込 人 120,000 0 0

達成度 ％ 52.7

事業期間の設定理由 単年度事業のため

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

0.0%

評価年度の設定理由
第五次総合計画の前期計画の終期まで

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

観光入込客数
宮崎市観光統
計

成果実績 人 0

目標値 人 6,700,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）
（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

9,337,691

交付金事業に要
した経費

9,057,000 9,057,0001
福祉対策

措置

小・中学校ＩＣＴ環境整
備事業 綾町

番号 備　考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名

措置名 交付金事業の名称

福祉対策措置 小・中学校ＩＣＴ環境整備事業

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 綾町

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

「第八次綾町総合長期計画」（令和3年度～令和7年度）
　施策4-2　幼児・学校教育の充実
  「確かな学力」とは「主体的な態度」・「基礎的な知識・理解」・「思考力・判断
力・表現力」であり、それらをバランスよく高めるため、総合的な学習の時間の充実・
町が雇用する非常勤講師を活用した学習形態の工夫・国が推進するGIGAスクール構想
（児童生徒一人に付き1台のコンピューターの配置）の実現・ICT支援員を活用した効果
的な授業の充実などを図っていくことが求められます。

　成果指標　「義務教育の満足度」　（単位：評価点　※満点は10）
　現状値（令和2年度）2.64　→　目標値（令和7年度）4.0

交付金事業実施場所
小学校：宮崎県東諸県郡綾町大字南俣
中学校：宮崎県東諸県郡綾町大字北俣

交付金事業の概要

パソコンリース117台（小学校：教師用24台、児童用38台・中学校：教師用15台、生徒用
40台／令和3年4月～令和4年2月）
　綾町では、第八次綾町総合長期計画に基づき、幼児・学校教育の充実を目指してお
り、今回、電源立地地域対策交付金を活用して町内小中学校のICT環境を整備すること
で、「確かな学力」（「主体的な態度」・「基礎的な知識・理解」・「思考力・判断
力・表現力」）をバランス良く高めることに努めます。



交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

令和元年度単位
活動実績
活動見込

交付金事業の成果目標
及び成果実績

評価年度の設定理由
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

－

無

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

単位

義務教育の
充実度

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 事業終了（予定）年度 令和７年度事業開始年度

成果目標 成果指標

令和３年度令和２年度

第八次綾町総合長期計画（令和3年度～令和7年度）による事業期間の設定理由

達成度

評価点

評価点

％

117 117

令和元年度 令和２年度 令和３年度 備　考

達成度

4,244,345 9,337,691 9,337,768 22,919,804

100 100 100

リースによって導入されるパソコ
ン台数（小学校：教師用24台、児
童用38台　中学校：教師用15台、
生徒用40台）

117 117 117
117

4,244,345

4,244,345

8,656,000

8,656,000

住民アン
ケートによ
る

4.0

評価年度 令和８年度

成果実績

目標値

活動指標
台
台

％

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総合政策部中山間・地域政策課

総合政策部中山間・地域政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

リース契約 指名競争入札 （株）学教（宮崎市） 9,337,768

9,057,000

9,057,000



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 村道下鶴線道路防災工事

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

村道下鶴線道路防災工事 西米良村 8,040,000 8,040,000 8,530,000

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

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６次西米良村長期総合計画（R3～R12）
　Ｖ　豊かな村を育む基盤づくり
　Ｖ－２　快適な交通環境の整備

○村道の整備
村内道路の防災工事の整備を　促進します。

　村道下鶴線防災対策事業計画（R3～R4）
　総延長　L=75.0m

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 西米良村
交付金事業実施場所 宮崎県児湯郡西米良村大字越野尾

交付金事業の概要

西米良村では、第6次西米良村長期総合計画に基づき、豊かで利便性のある住みよい暮らしを実現する

ため、災害に強い生活道の整備を行い、村民の生活環境の向上に努めていきます。

落石防止網設置工事　

延長 L=39.0m　落石防止網工 A=460.0㎡



事業開始年度 令和３ 年度 事業終了（予定）年度 令和４ 年度

事業期間の設定理由 1工区の施行予定期間

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

0.0%

評価年度の設定理由
村道下鶴線防災対策事業計画完了の翌年
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

進捗率 建設課調べ

成果実績 ％ 0

目標値 ％ 100

達成度 ％

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 令和２年度 令和３年度

施工延長

活動実績 ｍ 42 39 39

活動見込 ｍ 42 39 39

達成度 ％ 100 100 100

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 8,548,000 8,289,000 8,530,000 25,367,000

交付金充当額 7,087,000 7,128,000 8,040,000 0

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 7,087,000 7,128,000 8,040,000 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

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
工事請負契約 指名競争入札 有限会社横山建設（西米良村） 8,530,000



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 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

第２期木城町まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和２年度～令和６年度）
基本目標２　木城とのつながりを築き、木城への新しい人の流れをつくる
基本的方向２－（１）移住・定住対策の推進
【具体的な政策】
②定住促進奨励事業の見直し・拡充
定住促進奨励事業の中で実施している住宅取得奨励金を子育て世代に特化した制度に見直し・拡充を

行う。

目標：定住促進奨励事業による転入者数：70人（令和６年度）（基準値：47人（H30））

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 木城町
交付金事業実施場所 町内全域

交付金事業の概要

定住促進奨励金（令和３年７月～１２月申請分）

第２期木城町まち・ひと・しごと創生総合戦略で掲げている「木城とのつながりを築き、木城への新し
い人の流れをつくる」を目指すために、定住促進奨励事業において移住対策・定住促進を拡充していま
す。

1 地域活性化措置 定住促進奨励事業

交付金充当額 備　考

1
地域活性化
措置 定住促進奨励事業 木城町 8,928,000 8,928,000 21,100,000

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３



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
- - - -

うち経済産業省分 8,649,000 8,928,000 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金充当額 8,649,000 8,928,000 0 0

うち文部科学省分 0 0

120

交付金事業の総事業費
等

令和２年度 令和３年度 0 備　考

総事業費 15,100,000 21,100,000 0 36,200,000

達成度 ％

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２年度 令和３年度 0

定住促進奨励金申請件数（令
和３年７月～１２月）

活動実績 件 36 42 0
活動見込 件 29 35 0
達成度 ％ 124.1

事業期間の設定理由 第２期木城町まち・ひと・しごと創生総合戦略の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和７ 年度

0.0%

評価年度の設定理由
PDCAサイクルによる事業改善を図るため、第２期木城町まち・ひと・しごと創生総合戦略最終年の翌年度に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
0

評価に係る第三者機関等の活用の有無

定住促進奨励
事業による転
入者数：70人

「住宅取得奨励金
取得者かつ転入
者」の世帯人数＋
「転入奨励金１回
目取得者」の世帯
人数

成果実績 人 0

目標値 人 70

事業開始年度 令和２ 年度 事業終了（予定）年度 令和６ 年度

－



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 都農町
交付金事業実施場所 都農町大字川北

交付金事業の概要

都農町子育て応援手当（令和３年８月から令和３年１１月分、９１名）
　都農町では、第６次都農町長期総合計画に基づき、当該手当の支給をはじめとした町独自の子育て
のためのサポート体制の整備と支援を推進しており、今回、電源立地地域対策交付金を活用して、地
域全体で「安心して子育てができるまち」としての地域づくりに取り組むことにより、子育て支援
サービスの充実を図り地域活性化及び地域住民の福祉の向上を目指しています。

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 都農町子育て応援手当事業

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

都農町子育て応援手当事業 都農町 4,400,000 4,400,000 7,550,000

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３



100 127.5

達成度 ％

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 令和２年度 令和３年度

子育て応援手当給付世帯
数

活動実績 世帯 82 72 88

活動見込 世帯 82 72 69

達成度 ％ 100

事業期間の設定理由 都農町地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の中間目標年度まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和７ 年度

0.0%

評価年度の設定理由
ＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため、都農町地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の中間目標年度の翌年度に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
-

評価に係る第三者機関等の活用の有無

出生数　（令
和２年→令和
６年の合計）

令和2年か
ら令和６年
までの出生
者合計

成果実績 人 0

目標値 人 375

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６次都農町長期総合計画（平成29年度～令和8年度）
　第２章　幸せで健康に暮らせるまちづくり
　第１節　あたたかな地域福祉の向上
　計画（１）　子育て支援サービスの充実

●子育てを行っている家庭に対し子育て支援サービスを提供するため、地
域全体で子育てを支援し、児童の虐待防止などにつながる環境づくりを
推進します。

　目標(都農町地方人口ビジョン及び地方版総合戦略）
　出生数（平成２７年度～令和１年の平均値　７６．６人）

　⇒（令和２年～令和６年合計 ３７５人）

事業開始年度 令和３ 年度 事業終了（予定）年度 令和６ 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
給付金給付 助成金 都農町内該当保護者 7,550,000

うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000 0

うち文部科学省分 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

総事業費 5,290,000 7,130,000 7,550,000 19,970,000



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 若山牧水記念文学館等整備事業

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

若山牧水記念文学館等整備
事業

日向市 797,500 797,500 797,500

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

令和３

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 日向市
交付金事業実施場所 日向市東郷町坪谷

交付金事業の概要

（内容）外階段改修工事　　外階段既存木床撤去及びタイル張替工事　9.46㎡

　洗浄便座取替工事　既存便座撤去及び洗浄便座取付工事　3台  
  樹木整理業務　　　高木剪定業務委託

日向市では第２次日向市総合計画・後期基本計画に基づき、市民が芸術に親しみ、地域の歴史や先人に誇りを持
てるまちづくりを進めており、今回の電源立地地域対策交付金を活用した改修により快適な環境が整備されるこ
とで、施設利用者が増加するとともに、地域の伝統文化を継承する取組の活性化が期待されます。



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

日向市第２次総合計画（令和元年～令和６年）
施策１－６　地域文化の保存・継承・活用
【施策の方向性】
③地域の先人の顕彰と活用
・若山牧水記念文学館の展示の充実や魅力ある企画展を開催し、若山牧水の功績や魅力を広めます。
・若山牧水関連施設の適切な管理運営に努めます。

【主な指標と目標値】
　文化財施設の利用者数（年間）　令和６年度　16,500人

事業開始年度 令和３ 年度 事業終了（予定）年度 令和６ 年度

事業期間の設定理由 日向市第２次総合計画目標年度

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 令和７ 年度

0.0%

評価年度の設定理由
日向市第２次総合計画目標年度の翌年度
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

文化財施設
の利用者数

スポーツ・
文化振興課
調べ

成果実績 人 0

目標値 人 16,500

達成度 ％

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

文化財施設の補修・整備
件数

活動実績 件 1

活動見込 件 1

達成度 ％ 100



交付金事業の総事業費
等

令和３年度 備　考

総事業費 797,500 0 0 0

交付金充当額 797,500 0 0 0

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 797,500 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

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
外階段改修工事 随意契約 ㈱三郎建設（日向市） 319,000

洗浄便座取替工事 随意契約 河野工業（日向市） 244,200
樹木整理業務 随意契約 ㈲草寿園（日向市） 234,300



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 牧水公園ふるさとの家外壁改修事業

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

牧水公園ふるさとの家外壁
改修事業

日向市 3,884,000 3,884,000 5,126,000

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

令和３

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 日向市
交付金事業実施場所 日向市東郷町坪谷

交付金事業の概要

（内容）外壁改修工事
　外壁（南・西面）塗装工事　375㎡、バルコニー通路塗装工事　229㎡
　外壁杉板張替工事　10坪

日向市では第２次日向市総合計画・後期基本計画に基づき、観光交流人口の増加を目的とした取り組み
を推進しており、今回の電源立地地域対策交付金を活用した改修により、快適な環境を整備することで
施設利用者の増加が期待され、地域経済の活性化を目指します。



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

日向市第２次総合計画（令和元年～令和６年）
施策３－７　地域を活性化する観光の振興
【施策の方向性】
①受入体制の整備とおもてなしの充実
・子育て世代にも安心して利用できる魅力的な観光施設の整備、維持管理に努めます。

【主な指標と目標値】
　観光入込客数　令和６年度　1,532,000人

事業開始年度 令和３ 年度 事業終了（予定）年度 令和６ 年度

事業期間の設定理由 日向市第２次総合計画目標年度

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 令和７ 年度

0.0%

評価年度の設定理由
日向市第２次総合計画目標年度の翌年度
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

日向市の観
光入込客数

観光交流課
調べ

成果実績 人 0

目標値 人 1,532,000

達成度 ％

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

観光施設の
補修・整備件数

活動実績 件 1

活動見込 件 1

達成度 ％ 100



交付金事業の総事業費
等

令和３年度 備　考

総事業費 5,126,000 0 0

交付金充当額 3,884,000 0 0 0

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 3,884,000 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

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
外壁補修工事 指名競争入札 ㈲日向防水工業（日向市） 5,126,000



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 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

　美郷町総合計画に基づき、老朽化が進んでいる水道施設について計画的に施設更新を図
ることとしています。
　和田地区計画　令和３年度～令和６年度　計画総延長2,354.5ｍ

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 美郷町
交付金事業実施場所 美郷町西郷田代

交付金事業の概要
　和田地区の簡易水道施設は、開設から４７年が経過しており、今後も安定した給水体制
を確保するため導水管の布設替を行うものです。
　令和３年度　ポリエチレン管ＨＰＰＥ、Ｌ＝586m、Ф＝75㎜

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 和田地区導水管布設替工事

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

和田地区導水管布設替工事 美郷町 14,095,000 14,095,000 15,383,000

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３



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
和田地区導水管布設替工事 指名競争入札 有限会社ホキタ産業（美郷町） 15,383,000

うち経済産業省分 14,095,000 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金充当額 14,095,000 0 0 0

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 0 0 備　考

総事業費 15,383,000 0 0

達成度 ％

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 0 0

布設替した導水管延長

活動実績 ｍ 586 0 0

活動見込 ｍ 696 0 0

達成度 ％ 84.2

事業期間の設定理由 単年度で完了できないため。

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６ 年度

0.0%

評価年度の設定理由
事業完了の見込み年度であるため。
交付金事業の定性的な成果及び評価等

0
評価に係る第三者機関等の活用の有無

計画期間の
導水管の布
設替100％

導水管の布
設替延長÷
計画総延長
×100

成果実績 ｍ 0

目標値 ｍ 2,354.5

事業開始年度 令和３ 年度 事業終了（予定）年度 令和６ 年度

－



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 村道松の平方川線道路改良工事

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

村道松の平方川線道路改良
工事

諸塚村 13,706,000 13,706,000 18,519,828

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

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6次諸塚村長期計画（令和2年度（2020年度）～令和11年度（2029年度））
　第1編　基本計画
　第5章　計画の目標と将来像
　第4節　基本目標

（４）人が集う、安心して暮らせる魅力的な地域をつくる
交通、通信を中心としたインフラや村民の福祉、医療、教育の環境

　を整備し、それを有効活用するソフトの充実を図ります。
　目標：村道松の平方川線　令和3年度分事業進捗率100％

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 諸塚村
交付金事業実施場所 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字七ツ山字中入地内

交付金事業の概要

　村道松の平方川線は、松の平集落を起点として方川地区を経由し、椎葉村小ヶ倉地区を結ぶ生活道
路として利用されているが、幅員が狭小かつ急カーブな箇所が多く、車両の通行に支障があるため、
交付金を活用して道路改良工事を行い、令和3年度に道路の拡幅及び舗装や排水施設等の改修を行いま
す。
（事業量）
　施工延長 L=89.8ｍ、幅員 W＝4.0ｍ、土工 N=一式、法面保護工 A=604㎡、
ブロック積み工 A=46㎡、排水工 N=一式、舗装工 A=346㎡



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 単年度計画であるため単年度で完了

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

100
評価年度の設定理由

令和3年度改良工事施工後に評価を実施
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

村道松の平方
川線　令和3
年度事業進捗
率

村道松の平方
川線　令和3年
度改良延長／
改良計画延長
×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％

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

村道松の平方川線
令和3年度改良延長

活動実績 ｍ 89.8 0 0

活動見込 ｍ 89.8 0 0

達成度 ％ 100

交付金事業の総事業費
等

令和３年度 備　考

総事業費 18,519,828 0 0

交付金充当額 13,706,000 0 0 0

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 13,706,000 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

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
道路改良工事 指名競争入札 (株)太伯建設（諸塚村） 18,519,828



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 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

第５次椎葉村長期総合計画（平成２４年度～令和３年度）
本村では、第５次長期総合計画に基づき、交通網の充実のために、今回、電源立地地域
対策交付金を活用し、交通車両を装備することにより、住民の生活利便性の向上に寄与
されます。
目標：利用率　１５０％

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 椎葉村
交付金事業実施場所 椎葉村一円

交付金事業の概要

村営バス仲塔線については、１２年経過（平成２０年購入）且つ３９万ｋｍ（年間約３
２，０００ｋｍ）も走行しています。坂道や曲がりの多い道路で走行するので車両の足
回り及び車両に負担がかかり、乗客を安全に輸送し、村民のバス路線で運行しない場所
への交通手段として新規車両を購入します。
ハイエースバン　ディーゼル車（１４人乗り）・プリウス　各1台

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 村営バス及びタクシー車両購入事業

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

村営バス及びタクシー車両
購入事業

椎葉村 7,000,000 7,000,000 7,131,743

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３



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 宮崎トヨタ自動車株日向店（日向市） 4,041,743
車両購入 指名競争入札 宮崎トヨペット㈱日向店（日向市） 3,090,000

うち経済産業省分 7,000,000 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金充当額 7,000,000 0 0 0

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 0 0 備　考

総事業費 7,131,743 0 0

達成度 ％

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 0 0

ハイエースバン・プリウ
ス 各1台

活動実績 台 2 0 0

活動見込 台 2 0 0

達成度 ％ 100

事業期間の設定理由 第５次椎葉村長期総合計画の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和５ 年度

0.0%

評価年度の設定理由
車両整備後、１年間の実績をみて評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
0

評価に係る第三者機関等の活用の有無

利用率
１５０％

利用率（令和
４年度利用者
／令和２年度
利用者）＊１
００

成果実績 ％ 0

目標値 ％ 150

事業開始年度 令和３ 年度 事業終了（予定）年度 令和３ 年度

－



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３

1 企業導入・産業活性化措置 浅薮ハウス設置工事

交付金充当額 備　考

1
企業導入・
産業活性化
措置

浅薮ハウス設置工事 椎葉村 11,888,000 11,888,000 15,621,000

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

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５次椎葉村長期総合計画（平成２３年度～令和３年度）
本村では、第５次長期総合計画に基づき、農業の新たな担い手を確保するために、今
回、電源立地地域対策交付金を活用し、営農団地及びビニールハウスの整備することに
より生産基盤整備と生産性向上に寄与します。
目標：新規就農者　1名

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 椎葉村
交付金事業実施場所 宮崎県東臼杵郡椎葉村不土野地内

交付金事業の概要

椎葉村では、農業の担い手が年々減少傾向にあります。地域の特性を活かした作物の栽
培及び担い手への農地の集積が推進され、農地の有効活用にも繋げ、新たな担い手を確
保するために、交付金を活用して、本年度はビニールハウスの整備を行います。
農業用ハウス
中期展張ハウス設置　A=567㎡



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 第５次椎葉村長期総合計画の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和４ 年度

0.0%

評価年度の設定理由
第５次椎葉村長期総合計画終期の翌年度に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等
0

評価に係る第三者機関等の活用の有無

就農率100％
就農率（新規
就農者／就農
可能人数）

成果実績 人 0

目標値 人 1

達成度 ％

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 0 0

農業用ハウス
中期展張ハウス設置

活動実績 箇所 1 0 0

活動見込 箇所 1 0 0

達成度 ％ 100

交付金事業の総事業費
等

令和３年度 0 0 備　考

総事業費 15,621,000 0 0

交付金充当額 11,888,000 0 0 0

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 11,888,000 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

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
浅薮ハウス設置 指名競争入札 ㈱長友ビニールハウス（宮崎市） 15,621,000

－



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 重機整備事業

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

重機整備事業 椎葉村 7,600,000 7,600,000 7,656,000

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

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５次椎葉村長期総合計画（平成２４年度～令和３年度）
本村では、第５次長期総合計画に基づき、道路の改良や舗装はもとより道路の維持管理
を実施することで住民の日常生活を支え、林業振興や観光、防災など多面的な機能確保
に取り組んでいます。
村内の多くの路線で重機での整備が必要であること、路線が多く迅速な整備を要するこ
とから、重機（タイヤショベル）を整備し維持管理の効率化、災害時の早期対応によ
り、住民の生活利便性の向上に寄与することが期待され、地域住民の福祉につながりま
す。
目標：重機整備の達成率　80％

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 椎葉村
交付金事業実施場所 椎葉村大字下福良地内

交付金事業の概要

椎葉村では、村道４８４路線、林道３５路線を有しており、落石や崩土、積雪時には村
所有の重機により道路管理を行っていますが、老朽化により機能が低下していることか
ら、重機を購入します。
購入重機　：　タイヤショベル(ホイールローダー）　 1台



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 単年度計画であるため単年度で完了

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

0.0%

評価年度の設定理由
重機整備後１年間の事業実績の評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
0

評価に係る第三者機関等の活用の有無

重機整備の達
成率

実整備延長
(ｍ)/計画整
備延長（m）
×１００

成果実績 ％ 0

目標値 ％ 80

達成度 ％

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 0 0

タイヤショベル
購入台数

活動実績 台 1 0 0

活動見込 台 1 0 0

達成度 ％ 100

交付金事業の総事業費
等

令和３年度 0 0 備　考

総事業費 7,656,000 0 0

交付金充当額 7,600,000 0 0 0

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 7,600,000 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

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
タイヤショベル購入 随意契約 キャタピラー九州㈱宮崎支店（宮崎市） 7,656,000

－



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 日之影町
交付金事業実施場所 日之影町大字七折

交付金事業の概要

日之影観光協会の人件費 （令和3年4月～令和4年3月　協会職員2人分）

日之影町観光協会の事業運営において交付金を活用し、既存施設を観光交流拠点と位置
付けるなどした「地域が主体となった観光産業の育成」等の地域活性化に取り組みま
す。

1 地域活性化措置 日之影町観光協会補助事業

交付金充当額 備　考

1
地域活性化
措置 日之影町観光協会補助事業 日之影町 4,400,000 4,400,000 4,500,000

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称



25 37.5

達成度 ％

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 令和２年度 令和３年度

都市部における観光ＰＲ
活動

活動実績 回 8 2 3
活動見込 回 8 8 8
達成度 ％ 100

事業期間の設定理由 第２期日之影町地域創生総合戦略の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和７ 年度

0.0%

評価年度の設定理由
第２期日之影町地域創生総合戦略終了の翌年度

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

観光客数
367,000人

観光入込客
統計調査に
よる

成果実績 人 0

目標値 人 367,000

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期日之影町地域創生総合戦略（令和2年度～令和6年度）
　基本目標Ⅲ　地域資源を生かした産業の振興

　基本的方向２　商工・観光の育成
　【具体的施策】

①観光施設等を核とした産業の推進
・観光協会の運営強化に対する支援

重要業績評価指数（KPI)
観光客数　367,000人（令和6年度）　 　評価年度：令和7年度

事業開始年度 令和２ 年度 事業終了（予定）年度 令和６ 年度



交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
協会職員の人件費の補助 補助 （一社）日之影町観光協会（日之影町） 4,500,000

うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000 0

うち文部科学省分 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

総事業費 4,500,000 4,500,000 4,500,000 13,500,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和３年度）
（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

4,999,291

交付金事業に要
した経費

4,400,000 4,400,0001

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営等措置

町道本屋敷・波帰線舗装維
持修繕工事

五ヶ瀬町

番号 備　考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名

措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

町道本屋敷・波帰線舗装維持修繕工事

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 五ヶ瀬町

交付金事業の概要

＜工事概要＞
町道本屋敷・波帰線の舗装維持修繕（施工延長 L=233.0ｍ、アスファルト舗装（オー
バーレイ工） A=1,342m2、区画線工　L=466.0ｍ）

　五ヶ瀬町では、第６次五ヶ瀬町総合計画を推進することとしており、電源立地地域対
策交付金を活用して当該路線の改良工事を行うことで、道路通行の安全性の確保と地域
住民の福祉の向上に努めています。

交付金事業実施場所 五ヶ瀬町大字鞍岡



町道本屋
敷・波帰線
修繕済延長
/修繕必要
延長×100

100

100

100

評価年度 令和３年度

成果実績

目標値

活動指標
箇所
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

達成度

【主要政策・施策】
第６次五ヶ瀬町総合計画（令和３年度～令和12年度）
　第３部第１章【基本目標１】　安心で快適な暮らしを維持する

　〇道路交通網の充実　　具体的な施策　（２）町道・地域内道路の整備
・地域住民と連携しながら、地域内道路の整備と維持管理を推進します。
・歩行者等が安全かつ快適に通行できる道路整備を進めます。

【目標】
　町道本屋敷・波帰線　舗装維持修繕工事進捗率　100％（令和３年度）

100
改良工事 箇所数

1
1

令和３年度 事業終了（予定）年度 令和３年度事業開始年度

成果目標 成果指標
工事期間の終期事業期間の設定理由

達成度

％

％

％

交付金事業の活動指標
及び活動実績

令和３年度単位
活動実績
活動見込

交付金事業の成果目標
及び成果実績

評価年度の設定理由
工事施工完了予定年度末に評価を実施

－

無

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

単位

町道本屋
敷・波帰線
事業進捗率



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

総合政策部中山間・地域政策課

総合政策部中山間・地域政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

舗装維持修繕工事 指名競争入札 秋本産業（有）（五ヶ瀬町） 4,999,291

4,400,000

4,400,000

4,999,291

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 備　考

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 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

（交付金事業に関係する主要施策）
神武の里たかはる人口ビジョン・総合戦略（令和2 年度～令和6 年度）
基本目標④ 人が集い、まちが輝く はばたけ「たかはる魅力発信」
施策② 地域資源を活用した観光の振興を図る
地方の生活や文化、地域住民との交流を楽しむ滞在型観光の推進やインバウンド観光などの地域活性
化策に取り組みます。
（目標 観光入込客数：850,000 人（令和6 年度））

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高原町
交付金事業実施場所 宮崎県西諸県郡高原町

交付金事業の概要

・高原町は、「第２期神武の里たかはる人口ビジョン・総合戦略」に基づき、滞在型観光に取り組ん
でいます。
・その中で、皇子原公園内神武の館は、「基本目標④人が集い、まちが輝くはばたけ「たかはる魅力
発信」」に掲げる施策の中で、観光入込客数及び宿泊者数の増加を図っています。
・今回、電源立地地域対策交付金事業を活用して、本事業を実施することにより、さらなる観光振興
の展開及び地域活性化を図ります。
≪交付金事業≫◇御池キャンプ村における情報通信網を整備

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 奥霧島御池キャンプ村情報通信網整備事業

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

奥霧島御池キャンプ村情報
通信網整備事業

高原町 4,400,000 4,400,000 18,216,000

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３



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
情報通信網整備 随意契約 BTV株式会社（都城市） 18,216,000

うち経済産業省分 4,400,000 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金充当額 4,400,000 0 0 0

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 0 0 備　考

総事業費 18,216,000 0 0

達成度 ％

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 0 0

観光施設の整備等回数

活動実績 回 1 0 0

活動見込 回 1 0 0

達成度 ％ 100

事業期間の設定理由 神武の里たかはる総合戦略の終期

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７ 年度

0.0%

評価年度の設定理由
神武の里たかはる総合戦略ＫＰＩ評価の翌年度に実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
0

評価に係る第三者機関等の活用の有無

観光入込客数
高原町内の観
光入込客数を
集計

成果実績 人 0

目標値 人 850,000

事業開始年度 令和３ 年度 事業終了（予定）年度 令和３ 年度

－



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 宮崎市
交付金事業実施場所 宮崎市高岡町内山、小山田

交付金事業の概要

第五次宮崎市総合計画に基づき、小中学生の学力向上の取組を推進するため、電源立地
地域対策交付金を活用し、子どもたちが安心・安全に学習することができる教育環境を
維持します。
※高岡小学校、穆佐小学校、高岡中学校（令和４年２月～３月支払分）

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 高岡町小中学校維持管理事業

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

高岡町小中学校維持管理事
業

宮崎市 1,285,394 1,285,394 1,285,394

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３



達成度 ％

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 0 0

小中学校開校日数

活動実績 日 205 0 0

活動見込 日 205 0 0

達成度 ％ 100

事業期間の設定理由 第五次総合計画の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和５ 年度

0.0%

評価年度の設定理由
令和４年度全国学力・学習状況調査の翌年度に実施

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

全国学力・学習状
況調査において、
平均正答率が全国
水準以上の教科区
分数の割合

全国学力・
学習状況調
査

成果実績 ％ 0

目標値 ％ 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

第五次宮崎市総合計画（平成30年度～令和９年度）
基本目標２　良好な地域社会が形成されている都市
重点項目２－１　地域に愛着や誇りをもつ「みやざきっ子の育成」
重点施策１　学力向上の取組の推進
「全国学力・学習状況調査において、平均正答率が全国水準以上の教科区分数の割合」
　１００％（令和４年度）

事業開始年度 平成３０ 年度 事業終了（予定）年度 令和９ 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

電気（高圧）料金の支払
　高岡小学校　随意契約
　穆佐小学校　指名競争入札
　高岡中学校　指名競争入札

九州電力(株)（宮崎市） 843,616

うち経済産業省分 1,285,394 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

電気（低圧）料金の支払 指名競争入札 九州電力(株)（宮崎市） 　4,176
水道料金の支払 随意契約 宮崎市上下水道管理者 437,602

交付金充当額 0 0 0 0

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 0 0 備　考

総事業費 1,285,394 0 0
1,285,394



別紙
年度）

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 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

　第５次椎葉村長期総合計画（平成２４年度～令和３年度）
　基本計画　第１章　快適に住める村づくり
　５．安全・安心
　施策①　消防体制の充実

【目標】活動現場における重大事故発生件数　０件

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 椎葉村
交付金事業実施場所 椎葉村内

交付金事業の概要

消防施設用備品購入　小型動力ポンプ　２式
本村は、第５次椎葉村長期総合計画に基づき、消防体制の強化を図るため、電源立地地
域対策交付金を活用し、消防団へポンプを配備することにより、消防力の向上に努めて
います。

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 椎葉村消防施設用備品購入事業

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

椎葉村消防施設用備品購入
事業

椎葉村 3,400,000 3,400,000 3,828,000

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

令和３

番号 措置名 交付金事業の名称

Ⅰ．事業評価総括表（ 令和３



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
小型動力ポンプ購入 随意契約 ㈱武田ポンプ店（宮崎市） 3,828,000

うち経済産業省分 3,400,000 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金充当額 3,400,000 0 0 0

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 0 0 備　考

総事業費 3,828,000 0 0

達成度 ％

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 0 0

小型動力ポンプ整備台数

活動実績 台 2 0 0

活動見込 台 2 0 0

達成度 ％ 100

事業期間の設定理由 第５次椎葉村長期総合計画の終期まで

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和５ 年度

評価年度の設定理由
事業実施翌年度に成果実績を測定し、令和5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
0

評価に係る第三者機関等の活用の有無

活動現場にお
ける重大事故
発生件数　０
件

活動現場にお
ける重大事故
発生件数の合
計

成果実績 件 0

目標値 件 0

事業開始年度 令和３ 年度 事業終了（予定）年度 令和３ 年度

－



別紙
令和２・３年度（繰越））

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（ 令和２・３年度（繰越））

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

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 美郷町石峠レイクランド遊具等設置工事

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

美郷町石峠レイクランド遊
具等設置工事

美郷町 14,333,000 14,333,000 38,175,500

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

　美郷町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 【基本目標３】「会える」がたくさんのまちづくり
　美郷町ならではの多彩な資源を積極的に活用し、シティプロモーションによる本町の認知度向上やイメージ
アップ、特産品の販売拡大など、本町の魅力を内外に浸透させ、観光やイベント行事などへの来訪者や移住者等
の交流人口の増加を図ります。観光客や交流人口の増加にあたっては、近隣自治体や大学、外部人材など広域的
な連携を図り観光振興施策や交流施策を展開するとともに、外国からの観光客も考慮した観光拠点の整備やＰＲ
を実施し、本町の魅力ある「もの」や「ひと」に会える機会の創出を図ります。
　【目標】観光入込客数年間22万人（令和６年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 美郷町
交付金事業実施場所 美郷町西郷田代

交付金事業の概要

　美郷町では、美郷町まち・ひと・仕事創生総合戦略に基づき、観光入込客数の増加を図っています。美郷町石
峠レイクランド内には設置から２０年以上経過し、木製遊具の腐食や安全性の確保の観点から一部撤去を行い遊
具の縮小をせざるを得ない状況に至っています。施設利用者からは、複合遊具の更新を望む声が多くあることや
近隣において類似する施設等がないことから、今回更新するものです。
【令和２・３年度】複合遊具制作費・輸送費・組立据付工・既存遊具撤去工

　基礎設置工（遊具基礎、マット基礎、サイン基礎）



事業開始年度 令和2 年度 事業終了（予定）年度 令和3 年度

事業期間の設定理由
令和２年度完了予定でしたが、一部パーツや材料について、新型コロナウイルス感染症の影響により海
外の提携会社からの納品が遅延したため、繰越しとなりました。

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7 年度

評価年度の設定理由
美郷町まち・ひと・しごと創生総合戦略終期の翌年度

交付金事業の定性的な成果及び評価等
0

評価に係る第三者機関等の活用の有無

観光入込客数
年間22万人

宮崎県観光動態調
査に加え町独自の
調査分を含む

成果実績 人 0

目標値 人 年間22万人

達成度 ％

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2年度 令和3年度

遊具整備件数（回／年）

活動実績 件 1 0 0
活動見込 件 1 0 0
達成度 ％ 100

交付金事業の総事業費
等

令和2・3年度（繰越） 令和3年度 備　考

総事業費 38,175,500 0 0 0

交付金充当額 14,333,000 0 0 0

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 14,333,000 0 0 0

交付金事業の担当課室 総合政策部中山間・地域政策課

交付金事業の評価課室 総合政策部中山間・地域政策課

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
美郷町石峠レイクランド遊具等設置工事 入札（プロポーザル方式） タカオ株式会社（広島県福山市） 38,175,500




