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Ⅰ．事業評価総括表 

　（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。
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（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名
交付金事業に要

した経費
交付金充当額 備 考

1 地域活性化措置 174,062,425

地域活性化措置 水産振興事業 10,000,000

合計 440,573,027 309,000,000

6

7

135,400,000

2 地域活性化措置 観光振興・地域情報発信事業



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 地域医療・福祉サービス提供事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円
交付金事業の概要

住民の健康増進、子ども・高齢者・障害者等が安心して暮らしを送ることを可能とするため、地域医
療・福祉に係る以下の事業を実施しました。

〇予防接種事業（BCG・麻疹・風疹・三種・二種混合他）
・予防接種法に基づく乳幼児・学童が受ける定期予防接種を実施しました（延べ２,０５８件）

〇予防接種事業（高齢者インフルエンザ）
・６５歳以上の高齢者に対し、インフルエンザ予防接種を実施しました（延べ２７２件）

〇ガン検診事業
・胃がん、子宮がん、肺がん、乳がん、大腸がんの集団検診を実施しました（延べ４,８８３件）

〇妊婦・乳児健診
・母子保健法に基づく健康診査を実施しました（延べ１,４０６件）

〇健康増進計画推進・進捗管理業務
・健康増進計画を推進する組織運営のための会議の開催・資料作成及び目標達成の状況分析、報告書
作成業務を実施しました。

〇第３次高浜町健康増進計画策定業務
・住民一人一人が生活習慣を改善し、住民主体の健康づくりを進めるために、第１次・第２次高浜町
健康増進計画の取り組みの成果と課題を分析し、第３次高浜町健康増進計画を策定しました。

〇在宅当番医制運営事業
・休日（日曜・祝日等）に発生する町民の急患対応について、地元の医療機関において初期診療を受
けられる体制を整えました。



〇障がい者雇用支援業務委託事業
・町内在住の障害者（精神障害、知的障害、身体障害）の雇用の場および就労訓練の場を確保し、障
害者の雇用支援及び社会復帰支援を目的に、高浜町リサイクルセンターで再資源化物の分別、圧縮梱
包、修理等の業務を委託しました。

〇地域福祉活動事業補助事業
・高浜町社会福祉協議会が行う高齢者向けの健康体操や介護予防事業などに係る職員の人件費等に対
して補助金を交付しました。

〇地域型在宅介護支援センター運営事業
・在宅の要援護高齢者及び、要援護となる可能性のある高齢者並びに、その家族等の福祉向上を図る
ために、町内２箇所に地域型在宅介護支援センターを開設しています。

〇介護用品支援事業
・在宅で６５歳以上の要介護者に安らかで快適な生活が慣れ親しんだ家庭や地域で保持できるよう
に、また介護者の負担軽減を図るために、おむつや防水シーツなどの介護用品の支給を行いました。

〇地域福祉向上補助事業
・内浦地区における福祉活動拠点施設「ふれあい広場」で、高齢者向けの健康体操や介護予防事業の
実施に要する費用を補助しました。

〇子ども医療費助成事業
・出生から中学校卒業までの子どもに係る医療費を助成しました。
〇準要保護児童生徒援助事業
・経済的理由により就学が困難な児童生徒（準要保護児童生徒）への援助費を支給しました。



事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施。

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　１　医療、保健、福祉が連携し、安心して暮らせるまち
　　　　　　１　住民一人ひとりの健康寿命を延ばします

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　２　支え愛・助け愛で、人にやさしい福祉サービスが得られるまち
　　　　　　１　生きがいづくりや自己実現を支援します

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　２　支え愛・助け愛で、人にやさしい福祉サービスが得られるまち
　　　　　　３　地域ケア体制を構築します

基本目標５　学びあい・教えあい、そして、人を育むまち
　　　　　１　安心して子育てでき、子どもが元気に育ちあうまち
　　　　　　２　子育てに関する不安を取り除きます

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度
事業期間の設定理由

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

住民の健康増
進による医療
費助成件数の
低減（目標：
12,620件）

－

成果実績 件 13,806

目標値 件 12,620

達成度 109.4%

評価年度の設定理由



交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成３０年度 年度

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、住民の健康増進及び障害者福祉等に役立てることができました。

○乳幼児・学童が受ける予防接種は多くの疾病の流行防止に役立ちました。今後も引き続き積極的に
接種を勧奨し、地域全体としての一定の接種率を確保することにより、免疫水準の維持確保を図りた
いと思います。
○高齢者が受けるインフルエンザおよび肺炎球菌予防接種事業を実施することにより、疾病の重症化
や重篤な合併症の併発を防止し、高齢者の健康維持を図ることができました。
○がん検診の集団検診実施することができました。がんを早期に発見し治療をするために、より多く
の住民にがん検診を受診してもらう等、今後も受診率を向上させ受診環境を改善していくことによ
り、がんによる死亡率の減少にもつなげることができると考えられます。
○妊婦および乳児の健康診査受診に必要な経費を助成、交付することにより、妊婦・乳児の健康管理
の充実ならびに経済的負担の軽減を図ることができました。当町の子育て支援策の向上、また少子化
対策の一助として役立ちました。
○今後も一般就労が困難な障害者等に対して、特性やニーズに応じた就労の場を迅速に提供できる支
援体制整備を進めていきます。
○医療費の自己負担金を助成することができました。このことにより保護者の経済的負担を軽減し必
要な医療を安心して受けることができ、子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりができたと思いま
す。
○経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して就学費用等の援助を行うことが
できました。家庭や経済的な環境に左右されることなく児童生徒が安定して学校生活を送れ、義務教
育の円滑に実施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 103.2%

年度

がん検診受診件数

活動実績 件 2,786

活動見込 件 2,700

交付金事業の成果目標及
び成果実績



契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

第３次高浜町健康増進計画策
定業務

随意契約（特命）
株式会社関西計画技術研究所
（大阪市中央区）

4,449,600

障がい者雇用支援業務委託事
業

随意契約（特命）
社会福祉法人高浜町社会福祉
協議会（高浜町）

16,407,360

1,603,152

予防接種（乳幼児・学童） 助成

小浜医師会（小浜市）
公立小浜病院（小浜市）
常藤内科医院（高浜町）
舞鶴医師会（京都府舞鶴市）
福井県医師会（福井市）

17,909,644

予防接種（高齢者）

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 131,750,000 147,400,000 135,400,000
うち文部科学省分

総事業費 171,169,240 186,356,425 174,062,425

うち経済産業省分 131,750,000 147,400,000 135,400,000

助成 住民 5,358,436

地域福祉活動事業補助 補助金交付
社会福祉法人高浜町社会福祉
協議会（高浜町）

49,435,000

ガン検診 助成
公益財団法人福井県予防医学
協会（福井市）

12,621,252

妊婦・乳児健診 助成
福井県医師会（福井市）
舞鶴医師会（京都府舞鶴市）

7,763,560

在宅当番医制運営事業 随意契約（特命）
大飯郡在宅当番医組合
（高浜町）

2,045,124

健康増進計画推進・進捗管理
業務

随意契約（特命）
株式会社関西計画技術研究所
（大阪市中央区）



地域型在宅介護支援センター
運営事業（青郷地区）

随意契約（特命）
社会福祉法人高浜町社会福祉
協議会（高浜町）

3,000,000

地域型在宅介護支援センター
運営事業（和田地区）

随意契約（特命）

介護用品支援 助成

三和薬品株式会社（福井市）
佐々木薬局高浜店（高浜町）
ドラッグユタカ若狭高浜店
（高浜町）
ゲンキー株式会社（坂井市）

11,278,088

地域福祉向上補助 補助金交付
社会福祉法人高浜町社会福祉
協議会（高浜町）

2,182,000

子ども医療費助成 助成 住民 32,446,297

準要保護児童生徒援助

交付金事業の担当課室 保健福祉課　住民生活課　教育委員会
交付金事業の評価課室 保健福祉課　住民生活課　教育委員会

助成 住民 4,562,912

社会福祉法人高浜町社会福祉
協議会（高浜町）

3,000,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

2 地域活性化措置 観光振興・地域情報発信事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円
交付金事業の概要

通年型・着地型観光への転換を図り、観光活性化による入込客数の増加や観光消費の増加による地域
経済の活性化を目的として、観光振興・地域情報発信に係る以下の事業を実施しました。

○若狭高浜観光協会運営費補助事業　（年間観光客数837,334人）
・高浜町が夏期観光の町から転換し、通年型観光の町として再生するため、（一社）若狭高浜観
　光協会の運営費として補助金を支給し、観光協会の組織強化と、適正な協会の運営管理を実施
　しました。

○旧京都電燈施設活用事業
・国の伝統的建築物に指定されている「旧京都電燈」を活用した住民企画イベントやまち歩きツ
　アーの造成を委託し、着地型観光の推進を図りました。

○観光振興施設運営事業（指定管理料、清掃業務委託料）
・通年型観光地として観光振興施設の適正な運営管理を達成し、基幹産業である観光産業の振興
　を図るため、町内５施設の維持運営を実施しました。



○若狭高浜釣り天国補助事業
・釣り客の新規獲得並びにリピーター客、宿泊客の獲得を目的とした約２ヶ月に渡り釣る大会の
　実施について、若狭高浜釣り天国実行委員会に補助金を交付し開催を支援しました。

○ブルーフラッグ推進事業
・国際環境認証ブルーフラッグのアジア初の認証取得を契機に、交流人口の増加を図るため、ブ
 ルーフラッグを活用した推進計画（インバウンド観光や海辺の保全等）に沿った事業を展開し
　ました。

○観光産業活性化事業補助金
・高浜町の自然や歴史的な地域資源を活かした観光事業の活性化を目的に、新たな観光メニュー
 の実施に補助金を交付し、町内の観光事業者を支援しました。

○城山公園及び海浜夏期警備事業
・高浜町の夏季観光産業の中心地である城山公園及び各海水浴場において、禁止行為の取り締ま
 りや啓発活動など警備事業を実施しました。（夏期海水浴客入込数196,400人）

○青葉山健康長寿の里体験イベント推進事業　（ハーバルビレッジ来訪者数　8,893人/年間）
・青葉山健康長寿の里を拠点として体験型観光を推進し、青葉山麓に生息する貴重な動植物を活
　用しながら、観光客を誘致できるイベントの開催や観光メニューの充実を図りました。

○公園管理運営事業
・公園施設の維持管理・清掃業務を委託し、安全で快適に公園が利用できるような環境を整備し
　ました。

○夏期花火大会補助事業
・夏期観光の活性化を目的として、夏の花火大会の実施に補助金を交付しました。

○若狭高浜ふぐまつり補助事業
・高浜町の冬の味覚として人気の若狭ふぐのブランド化とＰＲを目的とし、若狭高浜ふぐまつり
　実行委員会が毎年実施しているイベント等へ補助金を交付し活動を支援しました。



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 令和元年度
年間観光客数の
増加（目標：
846,000人）

－
成果実績 人 837,334
目標値 人 846,000
達成度 99.0%

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施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

・青葉山健康長寿の里は、平成30年4月から薬草に特化したし施設にリニューアルし、「薬草」「健康
長寿」に関した体験イベント等を実施することができました。町内の小中学校を対象に体験学習など
の受け入れも積極的に実施することで、子どもたにち高浜町の自然の豊かさや、魅力を再認識する
きっかけづくりになりました。
・旧京都電燈施設を活用し、今年もさまざまな企画を検討し実施することができました。『高浜まち
歩きツアー』は、恒例イベントとして実施している『若狭高浜ひなまつり』に合わせて実施すること
で、町内外の各種団体からも参加していただくことができました。このような着地型観光の企画運営
や、ツアー造成を委託することで、今後もさらなる推進を図れると思います。
・本交付金の活用により、花火大会・漁火想・ふぐまつりなど各種イベントを開催することができま
した。これらのイベントにおいて、おおむね例年通りの誘客数を維持することができました。

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標4　豊かな自然を守り、地球環境に貢献するまち
　　　　　１　自然環境を再認識・再発見し見える化します
　　　　　　1　自然環境の再認識・再発見の取組みを、継続的に実施・支援します

基本目標２　いきいきと働くことができるまち
　　　　　２　ブランド化を推進し、選ばれるための魅力を創出するまち
　　　　　　４　ブランド化と観光集客の相乗効果を実現します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度



高浜町まちづくりネットワー
ク（高浜町）

2,513,160

駅併設観光振興施設（指定管
理料）

まちの駅（指定管理料）

道の駅（指定管理料）

観光施設（指定管理料）

青葉山健康長寿の里
（指定管理料）

公益社団法人高浜町シルバー
人材センター（高浜町）

一般社団法人若狭高浜観光協
会（高浜町）

中日本エクシス株式会社
（名古屋市中区）

公益社団法人高浜町シルバー
人材センター（高浜町）

一般社団法人青葉山麓研究所
（高浜町）

委託契約

委託契約

委託契約

随意契約（特命）

委託契約

7,060,000

27,000,000

13,000,000

6,699,286

14,750,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

若狭高浜観光協会運営費補助 補助金
一般社団法人若狭高浜観光協

会（高浜町）
16,000,000

旧京都電燈施設活用事業 随意契約（特命）

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 95,600,000 107,000,000 101,900,000
うち文部科学省分

総事業費 124,817,848 154,711,592 125,702,326

うち経済産業省分 95,600,000 107,000,000 101,900,000

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度

60

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

39

達成度 118.3% 113.3% 107.7%

平成３０年度

観光関連イベント実施回数
（旧京都電燈施設活用事
業、青葉山健康長寿の里ツ
アー、青葉山健康長寿の里
イベント等）

活動実績 回 71 68 42

活動見込 回 60



観光産業活性化事業補助 補助金
一般社団法人若狭高浜観光協

会（高浜町）
5,500,000

青葉山健康長寿の里
体験イベント推進事業

随意契約（特命）
一般社団法人青葉山麓研究所

（高浜町）
2,656,800

夏期花火大会実施補助 補助金
一般社団法人若狭高浜観光協

会（高浜町）
11,100,000

若狭高浜釣り天国実施補助 補助金
若狭高浜釣り天国実行委員会

（高浜町）
503,000

一般社団法人若狭高浜観光協
会（高浜町）

5,292,000

若狭高浜ふぐまつり実施補助 補助金
若狭高浜ふぐまつり実行委員

会（高浜町）
2,530,000

交付金事業の担当課室 総合政策課　産業振興課
交付金事業の評価課室 総合政策課　産業振興課

城山公園及び海浜夏期警備事
業

随意契約（特命）
株式会社オーイング

（高浜町）
7,320,240

公園管理運営事業（五色山） 随意契約（特命）
広瀬山自然公園管理組合（高

浜町）
1,229,040

ブルーフラッグ推進業務 随意契約（特命）

公園管理運営事業（脇坂） 随意契約（特命） 西三松区長 2,548,800



Ⅱ．事業評価個表（平成３０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 令和元年度

航空防除回数
の確保

－
成果実績 回 2
目標値 回 2
達成度 100.0%

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施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

本交付金の活用により、水稲の病害虫による乳白米、斑点米をラジコンヘリコプターによる適期防除
を図ることができたため、病害虫による被害を未然に防止することができました。このことにより良
質米を生産することができました。また米の安定生産及び農業所得の増加につなげることができまし
た。

番号 措置名 交付金事業の名称
3 地域活性化措置 水稲航空防除補助事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標２　いきいきと働くことができるまち
　　　　　１　地場産業が元気で、生きがいを持って働けるまち
　　　　　　１　鳥獣害・水産害を低減します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円

交付金事業の概要
水稲の病害虫発生を防止し、米の品質向上および安定生産による農家の所得向上を図るため、ラジコ
ンヘリコプターによる農薬散布事業に対し補助金を交付しました。



交付金事業の担当課室 産業振興課
交付金事業の評価課室 産業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

農薬散布事業 補助金交付
航空防除協議会

（高浜町）
4,380,532

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,000,000 4,000,000 4,000,000
うち文部科学省分

総事業費 4,475,062 4,389,026 4,380,532

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

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度

350 350

達成度 108.0% 108.0% 106.6%

平成３０年度

無人ラジコンヘリコプター
による散布面積（２回分）

活動実績 ha 378 378 373
活動見込 ha 350



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度

23

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

23
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

平成３０年度

年間配布回数
活動実績 回 23 23 23
活動見込 回 23

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
配布地区数

（区・班・そ
の他）

―

成果実績 箇所 64
目標値 箇所 64
達成度 100.0%

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施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

各種広報文書や回覧文書の配布を各地区の区長へ依頼することにより、必要数の把握が容易になり、
町民への配布漏れを無くすことができました。このことにより町民が必要とする行政情報を効率的に
配布し、町民の各種施策や行事等への関心を喚起することができました。

番号 措置名 交付金事業の名称
4 地域活性化措置 住民サービス・情報提供発信事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　３　情報提供および情報基盤の整備を推進します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円

交付金事業の概要
町民に対し行政からの様々な情報やお知らせ等の提供を行うため、自治会長を通じて、広報誌等文書
の各戸配布及び回覧を実施しました。



交付金事業の担当課室 総務課
交付金事業の評価課室 総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

広報誌配布 委託契約
ヤマト運輸株式会社（東京都

中央区）・区長
8,420,877

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 6,700,000 7,000,000 7,000,000
うち文部科学省分

総事業費 7,870,470 8,154,690 8,420,877

うち経済産業省分 6,700,000 7,000,000 7,000,000

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

5 地域活性化措置 防犯・交通安全対策事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円

交付金事業の概要

高浜町における防犯・交通安全対策を推進し、高浜町民及び来訪者が安全で安心して暮らせる町にす
る以下の事業を実施しました。

〇防犯対策事業（防犯隊員報酬、１５３名）（防犯隊出務に伴う費用弁償、延べ２９４名）
・夏季シーズンの海浜夜景、年末警戒などの重点警戒のほか、年間を通じて少年の非行防止活動等幅
広い予防、啓発活動を実施しました。

〇交通安全対策事業（交通指導員報酬、２０名）
・交通安全県民運動期間を中心に、街頭指導や夜間パトロール、児童等に対する交通安全教室の開
催、各種行事での交通混雑解消に向けた車両や歩行者への交通指導など、地域住民の安全を守るため
取り組みました。

〇町有外灯電気料金（１０カ月）
・道路外灯や公園外灯の交通防犯灯点灯によるライトアップ
・町道や遊歩道などに設置されている町有防犯灯を点灯し、防犯対策に取り組みました。

〇区有外灯電気料支援事業（１２カ月）
・幹線道路から集落へのアクセス道路や集落内の道路に設置されている外灯の電気料支援



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

交通教室
参加者数
1,800人

―

成果実績 人 2,170

目標値 人 1,800

達成度 120.6%

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 令和元年度

防犯活動
出動人数

―

成果実績 人 294

目標値 人 225

達成度 130.7%

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施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

交通安全推進員や交通指導員が、専門的な知識を活かし、交通安全教室を通して高齢者や子どもたち
の交通安全意識の向上に貢献できました。交通教室を実施しない年齢層には、啓発活動を通して周知
しました。

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　３　地域の人々が協働で築く、安全安心なまち
　　　　　　２　災害時の備えを充実します

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　３　地域の人々が協働で築く、安全安心なまち
　　　　　　１　平常時の備えを充実します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度



区長 2,429,766
区有外灯電気料支援 補助金交付 区長 3,586,071

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 防災安全課
交付金事業の評価課室 防災安全課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
防犯隊員報酬 報酬 防犯隊員 2,772,000

防犯隊出務に伴う費用弁償 費用弁償 防犯隊員 588,000
交通指導員報酬 報酬 交通指導員 1,415,000

町有外灯電気料金 補助金交付

総事業費 12,917,290 11,934,537 10,790,837

うち経済産業省分 9,800,000 9,400,000 8,300,000

交付金充当額 9,800,000 9,400,000 8,300,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度

40

防犯活動の実施回数
（夜警・捜索など）

活動実績 回 16 18 19
活動見込 回 10 10 9
達成度

40
達成度 108.6% 110.0% 112.5%

平成３０年度

交通教室開催回数
活動実績 回 38 44 45
活動見込 回 35

160.0% 180.0% 211.1%



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

6 地域活性化措置 国際交流事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標５　学びあい・教えあい、そして、人を育むまち
　　　　　３　生涯を通じて、多様な活動が気軽に楽しめるまち
　　　　　　４　国際社会に対応できるまちづくり・ひとづくりを推進します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円

交付金事業の概要

町内の児童・生徒が外国語や外国文化に触れる機会を設け、国際感覚豊かな人材の育成を目的に、以
下の事業を実施しました。

○外国人英語指導業務委託料
・グローバルな人材の育成を企図し、ネイティブ・スピーカーと触れ合うことで、児童に授業やその
他の面から英語に慣れ親しませることを目的に、小学校、保育所にＡＬＴを派遣しました。（ＡＬＴ
３名を町内４校に派遣）

○中学生海外派遣事業
・ホームステイや現地の学生との交流を通して、様々な異文化体験や国際理解を深め、国際感覚を
持ったリーダーにふさわしい人材を養成するため、町内中学生を海外に派遣しました。（中学生１０
名参加）



活動見込 人 10 10 10
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

交付金充当額 9,000,000 19,856,000 19,000,000
うち文部科学省分

総事業費 10,495,122 20,856,749 20,562,770

うち経済産業省分 9,000,000 19,856,000 19,000,000

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度

4

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

海外派遣参加生徒数
活動実績 人 10 10

交付金事業の活動指標及
び活動実績

10

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

4
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

平成３０年度

ALT活動学校数
活動実績 校 4 4 4
活動見込 校 4

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

英検準２級合
格者数（海外
派遣対象者
中）５名

－

成果実績 人 6
目標値 人 5

達成度 120.0%

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施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

町内すべての小学校にALTを派遣し、外国語活動の時間だけではなく休み時間や行事のなかでもALTと
触れ合い、「文化や習慣の違いを学ぶことができた」「英語をもっと勉強したい、様々なことに挑戦
したいと強く思った」等の感想があり、異文化体験や国際理解を深めるだけでなく、コミュニケー
ション能力や積極性について養うことができました。



交付金事業の担当課室 教育委員会
交付金事業の評価課室 教育委員会

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

中学生海外派遣事業 随意契約（見積入札）
東武トップツアーズ株式会社
（福井県福井市）

5,328,290

外国人英語指導助手（ALT）
配置業務委託料

随意契約（特命）
株式会社アルティアセントラ
ル（愛知県名古屋市中区）

15,234,480

交付金事業の契約の概要



Ⅱ．事業評価個表（平成３０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 令和元年度

年間利用者数
（土日祝）
3,570人

－

成果実績 人 3,794
目標値 人 3,570

達成度 106.3%

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施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

本交付金の活用により、継続的に安定して本事業を実施する事ができます。その結果、赤ふんバスは
交通手段を超えた、地域全体の「安心・安全・快適に利用できるサービスインフラ」として地域に密
着した「利用者にやさしい交通システム」の確立が期待できます。

番号 措置名 交付金事業の名称
7 地域活性化措置 公共交通維持支援事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　３　地域交通ネットワークが整備され、利便性の高いまち
　　　　　　１　地域交通ネットワークを再構築します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円

交付金事業の概要
高浜町内全域における、公共交通空白地区の住民の交通手段の確保及び交通弱者と、運転免許証自主
返納者の交通移動手段を維持・確保することを目的に、オンデマンドバスの運行事業を実施しまし
た。



交付金事業の担当課室 総合政策課
交付金事業の評価課室 総合政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

オンデマンドバスの運行 補助金交付
高浜交通株式会社

（高浜町）
43,038,300

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 8,000,000 8,000,000
うち文部科学省分

総事業費 41,714,640 43,038,300

うち経済産業省分 8,000,000 8,000,000

交付金事業の総事業費等 平成２９年度 平成３０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 平成２９年度 平成３０年度

3,064
達成度 99.5% 100.0%

年度

オンデマンドバス年間運行
回数（土日祝日）

活動実績 便 3,776 3,064
活動見込 便 3,795



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

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 令和元年度

空き家バンク
の登録数（目
標：10軒）

－

成果実績 軒 13

目標値 軒 10

達成度 130.0%

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施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

本交付金の活用により、高浜町空家等対策計画に揚げる、空き家化の段階に応じた施策展開を実施し
ていくための「空き家実態把握」及び「流通支援体制の検討」を行うことができ、「安心安全な住環
境の形成」に向けた具体的な政策が実行できました。

番号 措置名 交付金事業の名称
8 地域活性化措置 空き家等対策事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　２　景観整備を推進します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円

交付金事業の概要

社会問題となっている「空き家対策」を総合的かつ計画的に実施していくための支援業務
①特定空家等認定支援
②重点地区空き家利活用計画作成
③空き家情報バンク促進支援
を実施しました。



交付金事業の担当課室 建設整備課
交付金事業の評価課室 建設整備課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
高浜用空家等対策計画実行支
援業務

随意契約（特命）
株式会社サンワコン

（福井市）
1,512,000

空き家利活用等促進プラン検
討事業

随意契約（特命）
株式会社いきいきタウン高浜

（高浜町）
2,970,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 0 4,500,000 4,400,000
うち文部科学省分

総事業費 0 5,616,000 4,482,000

うち経済産業省分 0 4,500,000 4,400,000

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度

00

無

達成度 100.0%

平成３０年度

空家調査実施業務
活動実績 事業 0 0 1
活動見込 事業 1



Ⅱ．事業評価個表（平成３０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 令和元年度

実行計画の策
定

－
成果実績 件 4
目標値 件 4
達成度 100.0%

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施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

立地適正化計画を踏まえ塩土・事代地区の密集住宅市街地のモデル構想を作成しました。
計画的な都市施設の整備、土地利用が進み、住みよいまちづくりが実現していきます。

番号 措置名 交付金事業の名称
9 地域活性化措置 都市計画事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円

交付金事業の概要
都市計画マスタープラン実行計画策定業務
住みよいまちづくりの実現のために、都市施設の整備、土地利用、市街地の開発・整備に関する事項
を調査審議します。



交付金事業の担当課室 建設整備課
交付金事業の評価課室 建設整備課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

高浜町都市計画マスタープラ
ン実行支援業務

指名競争入札
株式会社サンワコン

（福井市）
8,399,160

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 0 6,000,000 8,000,000
うち文部科学省分

総事業費 0 7,754,400 8,399,160

うち経済産業省分 0 6,000,000 8,000,000

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度

4 1
達成度 100.0% 100.0%

平成３０年度

計画策定の検討委員会の開
催

活動実績 件 0 4 1
活動見込 件 0



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業期間の設定理由
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

有害鳥獣の
捕獲数

－
成果実績 頭 951
目標値 頭 1,000
達成度 95.1%

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施。

番号 措置名 交付金事業の名称
10 地域活性化措置 農業振興事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標２　いきいきと働くことができるまち
　　　　　１　地場産業が元気で、生きがいを持って働けるまち
　　　　　　１　鳥獣害・水産害を低減します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円

交付金事業の概要

鳥獣害による農作物への被害は甚大で、農業者の耕作意欲の減退を招き、耕作放棄地の増加につなが
るため、被害調査によって判明した鳥獣害対策の改善点を各集落を巡回して指導するなどの各事業へ
補助金を交付します。

〇鳥獣被害対策支援業務
・鳥獣害による農作物への被害は甚大で、農業者の耕作意欲の減退を招き、耕作放棄地の増加
　につながるため、被害調査によって判明した鳥獣害対策の改善点を各集落を巡回して指導し
　ます。
〇鳥獣侵入防止施設設置工事（恒久柵）補助金
・鳥獣侵入防止柵を設置します。　Ｌ＝１，９２４ｍ



箇所活動実績防護柵点検総数
H29年　29集落
H30年　30集落

交付金事業の担当課室 産業振興課
交付金事業の評価課室 産業振興課

鳥獣侵入防止施設設置工事
（恒久柵）補助金は平成３
０年度のみ

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

鳥獣被害対策支援業務 簡易公募型プロポーザル
合同会社エムアンドエヌ

（高浜町）
18,073,800

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 14,943,930 18,073,800

うち経済産業省分 0 3,000,000 3,000,000

交付金充当額 0 3,000,000 3,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度

300

126.6%116.7%達成度

3500箇所活動見込

4433500

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

平成３０年度

交付金事業の成果目標及
び成果実績

交付金事業の定性的な成果及び評価等

主要鳥獣の内のシカについては、500頭を超える捕獲率を維持しています。
また、全集落を対象に実施した集落点検により、防護柵設置における不備事項や放置果樹の問題点を
集落の方と現場にて確認できました。
これを情報共有の一環として利用し、現場の改善につなげ始めているところです。



Ⅱ．事業評価個表（平成３０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 事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施。

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

対象漁船更新
率（１８/３

０隻）

更新者÷希望
者×100

成果実績 ％ 60
目標値 ％ 100

達成度 60.0%

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施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

本交付金の活用により、漁業者に対して漁船のエンジン更新費用を補助し、燃料に係る経費を節減す
ることができました。今後この補助金を利用した漁業者の収益が上がり安定した収入に繋がれば、将
来の高浜町の水産振興事業にも大いに貢献できると思います。

番号 措置名 交付金事業の名称

11 地域活性化措置 水産振興事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標２　いきいきと働くことができるまち
　　　　　１　地場産業が元気で、生きがいを持って働けるまち
　　　　　　３　経営能力強化、後継者育成、雇用支援を推進します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　町内一円

交付金事業の概要
燃料に係る経費を節減し、収益性の高い安定した漁業・養殖業を実現するために、漁船のエンジンを
省エネ型エンジンに更新する漁業者を対象に、漁業協同組合を通じて更新費用の補助をしました（補
助実施件数５件）。



交付金事業の担当課室 産業振興課
交付金事業の評価課室 産業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
省エネエンジン更新補助 補助金交付 町内漁業者 22,660,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 10,000,000 23,000,000 10,000,000
うち文部科学省分

総事業費 20,913,000 32,206,000 22,660,000

うち経済産業省分 10,000,000 23,000,000 10,000,000

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度

5 5
達成度 100.0% 160.0% 100.0%

平成３０年度

省エネエンジン更新の隻数
活動実績 隻 5 8 5
活動見込 隻 5



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 

　（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。

合計 1,398,971,587 1,044,540,000

3,000,000

9

7
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

都市計画道路整備事業 3,586,680

22,200,00032,016,095下水道施設維持運営事業
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

8
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

（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

5
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

社会教育施設維持運営事業 5,946,928 5,940,000

4
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

学校教育施設維持運営事業 48,183,756 45,200,000

通信施設維持運営事業 12,245,087 10,550,000

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

消防施設維持運営事業 253,983,000 80,000,000

簡易水道施設維持運営事業 6,264,000 5,700,000

高浜町

6
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

除雪機購入事業 1,185,840 1,000,000

3
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

公共施設運営事業 1,035,560,201 870,950,000

2
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施。

5
達成度 100.0%

評価年度の設定理由

事業期間の設定理由
交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
消防団員・指導
員の各種研修の

受講5回
－

成果実績 回 5
目標値 回

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

消防施設維持運営事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　３　地域の人々が協働で築く、安全安心なまち
　　　　　　１　平常時の備えを充実します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要

安全・安心に暮らせる豊かで潤いのある町の実現に向け、消防防災・救急体制の充実強化を図るため
、若狭消防組合分担金の以下の費目に交付金を充当しました。

・若狭消防組合高浜分署の職員人件費（１８名）
・高浜消防団の消防団員の報酬（１５３名）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名



交付金事業の評価課室 防災安全課

若狭消防組合高浜分署の職員
人件費

雇用 消防職員 250,855,000

交付金事業の担当課室 防災安全課

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

高浜消防団の消防団員 報酬 消防団員 3,128,000

うち経済産業省分 73,000,000 77,800,000 80,000,000
うち文部科学省分

交付金充当額 73,000,000 77,800,000 80,000,000
総事業費 232,682,083 239,000,000 253,983,000

100.0% 105.9%

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

平成２９年度 平成３０年度

若狭消防組合高浜分署の職
員の確保

活動実績 人 16 16 18

活動見込 人 16 16 17

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 平成２８年度

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、消防職員数18名分、消防団員数153名の財源を確保した結果、消防防災体制
の充実、消防・救急体制の計画的な整備を推進していくことが可能となり、安全で安心なまちづくり
に寄与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

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

高浜消防団の消防団員の確
保

活動実績 人 155 154 153

活動見込 人 155 155 155

達成度 100.0% 99.4% 98.7%



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業改善を図るため、事業実施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

本交付金の活用により、衛星携帯電話を使用可能となり、いつ発生するか予測できない災害に備える
ことができました。

11
達成度 100.0%

評価年度の設定理由

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

衛星携帯電話
の整備

－
成果実績 台 11
目標値 台

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

通信施設維持運営事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　３　情報提供および情報基盤の整備を推進します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要

災害時等の住民への情報提供機能や通信機能の維持を目的に、通信施設について以下の保守点検等の
業務を実施しました。

○有線放送施設電気料（10ヶ月）
○防災行政無線　屋外拡声子局他バッテリー取替修繕
○防災行政無線設備等保守点検業務委託料
○衛星携帯電話使用料（10ヶ月）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名



備　考平成３０年度平成２９年度平成２８年度交付金事業の総事業費等

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

衛星携帯電話の使用料充当
期間

活動実績 月 10 10 10
活動見込 月 10 10 10
達成度 100.0%

単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

防災行政無線設備等保守点
検業務委託料

活動実績 式 1 1 1
活動見込 式 1 1 1
達成度 100.0% 100.0%

100.0%100.0%

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

防災行政無線　屋外拡声子
局他バッテリー取替修繕

活動実績 式 0 0 1
活動見込 式 0 0 1

活動指標

100.0%

達成度 100.0%

うち経済産業省分 8,550,000 2,500,000 10,550,000
うち文部科学省分

交付金充当額 8,550,000 2,500,000 10,550,000
総事業費 9,270,874 2,542,538 12,245,087

100.0% 100.0%

平成２９年度 平成３０年度

有線放送施設への電気料充
当期間

活動実績 月 10 10 10
活動見込 月 10 10 10
達成度 100.0%

活動指標 単位 平成２８年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



交付金事業の評価課室 防災安全課

防災行政無線設備等保守点検
業務委託料

随意契約（特命）

パナソニックシステムソ
リューションズジャパン株式
会社　北陸社（石川県金沢
市）

2,732,400

交付金事業の担当課室 防災安全課

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

防災行政無線　屋外拡声子局
他
バッテリー取替修繕

随意契約（特命）

パナソニックシステムソ
リューションズジャパン株式
会社　北陸社（石川県金沢
市）

6,944,400

有線放送施設電気料 随意契約（特命）
関西電力　株式会社

（大阪市北区）
1,985,947

衛星携帯電話使用料 随意契約（特命）
株式会社　ＮＴＴドコモ

(東京都千代田区）
582,340



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

100
達成度 100.0%

事業期間の設定理由
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

公共施設
の開館率

－
成果実績 ％ 100
目標値 ％

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

公共施設運営事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円
交付金事業者名又は間接交付金事業者名

交付金事業の概要

住民サービスの基盤をなす公共施設の安全で適正な運営管理を達成するため、各施設の以下の運営経
費に交付金を充当しました。

○人件費（延べ１６８名、１２ヶ月分）
○電気料（１８施設、１１ヶ月分）
○機械警備委託業務（１７施設、１２ヶ月分）
○エレベーター保守業務（４施設、１２ヶ月分）
○施設管理業務（３施設、１２ヶ月分）
○施設運転管理業務（４施設、１２ヶ月分）
○施設保守業務（４施設、１２ヶ月分）



交付金事業の活動指標及
び活動実績

100.0% 100.0%

施設管理
（対象施設数）

活動実績 ヵ所 3 3 3
活動見込 ヵ所 3 3

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

達成度 100.0%

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

エレベーター保守
（対象施設数）

活動実績 ヵ所 4 4 4
活動見込 ヵ所 4 4 4
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

3

15 17
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

14 15 17
活動見込 ヵ所 14

100.0% 100.0%
活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

活動実績 ヵ所 18 16 18
活動見込 ヵ所 18 16 18

100.0% 100.0%
単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

公共施設雇用者数
活動実績 人 175 188 168
活動見込 人 175

活動指標

電気料（対象施設）
達成度 100.0%

事業改善を図るため、事業実施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

本交付金により、公共施設の運営と維持管理を適切に行うことができ、今年度も公共施設の開館率
100％を達成することができました。今後も町民の利便性を損なうことがないよう努力し、住民の健や
かな心身の育成に貢献するとともに、すべての町民が安心して心豊かに暮らせるまちづくりに努めて
いきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

188 168
達成度 100.0%

機械警備委託
（対象施設数）

活動実績 ヵ所

評価年度の設定理由

交付金事業の成果目標及
び成果実績



100.0% 100.0% 100.0%

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

施設運転管理
（対象施設数）

活動実績 ヵ所 9 9 9
活動見込 ヵ所 9 9

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
100.0% 100.0% 100.0%

施設保守
（対象施設数）

活動実績 ヵ所 3 3 4
活動見込 ヵ所 3 3 4
達成度

9
達成度

530,064

エレベーター保守
（郷土資料館）

随意契約（特命）
三菱電機ビルテクノサービス
株式会社北陸支社福井支店
（福井市）

427,680

電気料 随意契約（特命）
関西電力株式会社
（大阪市北区）

130,482,342

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 施設職員 564,530,414

機械警備委託 随意契約（特命）
株式会社アイビックス

（小浜市）
11,185,776

エレベーター保守
（保健福祉センター）

随意契約（特命）
日本オーチス・エレベーター
株式会社　京都支店(京都府京
都市下京区)

うち経済産業省分 773,500,000 994,700,000 870,950,000
うち文部科学省分

交付金充当額 773,500,000 994,700,000 870,950,000
総事業費 1,048,254,723 1,145,650,280 1,035,560,201

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考



施設運転管理
（リサイクルセンター分別収集） 随意契約（特命）

高浜清掃株式会社
（高浜町）

29,543,400

2,571,000

施設運転管理
（清掃センター）

随意契約（特命）
高浜清掃株式会社

（高浜町）
42,325,200

施設運転管理
（清掃センターごみ収集）

随意契約（特命）
高浜清掃株式会社

（高浜町）
53,233,200

施設管理
（公民館）

随意契約（特命）
公益財団法人高浜町シルバー
人材センター（高浜町）

2,884,356

施設管理
（体育施設）

随意契約（特命）
公益財団法人高浜町シルバー
人材センター（高浜町）

12,699,153

施設運転管理
（瑞祥苑）

随意契約（特命）
公益財団法人高浜町シルバー
人材センター（高浜町）

6,761,000

施設運転管理
（高齢者生活福祉センター）

随意契約（特命）

施設運転管理
（リサイクルセンター）

随意契約（特命）

施設運転管理
（社会福祉センター）

随意契約（特命）
社会福祉法人　高浜町社会福
祉協議会（高浜町）

社会福祉法人高浜町社会福祉
協議会（高浜町）

9,307,000

エレベーター保守
（小中学校）

随意契約（特命）
三菱電機ビルテクノサービス
株式会社北陸支社福井支店
（福井市）

1,879,200

施設管理
（保健福祉センター）

随意契約（特命）
公益財団法人高浜町シルバー
人材センター（高浜町）

2,933,928

エレベーター保守
（公民館）

随意契約（特命）
株式会社日立ビルシステム
北陸支社（石川県金沢市）

797,688

高浜清掃株式会社
（高浜町）

38,901,600



施設保守
（リサイクルセンター）

随意契約（特命）
クボタ環境サービス株式会社
大阪支社（兵庫県尼崎市）

1,998,000

施設運転管理
（浄化センター）

随意契約（特命）
有限会社伸光産業

（高浜町）
5,443,200

施設運転管理
（不燃物処分地）

随意契約（特命）
有限会社伸光産業

（高浜町）
29,052,000

16,254,000

施設保守
（清掃センター）

随意契約（特命）
クボタ環境サービス株式会社
大阪支社（兵庫県尼崎市）

68,040,000

施設保守
（浄化センター）

随意契約（特命）
株式会社西原環境中部支店
（愛知県名古屋市東区）

3,780,000

交付金事業の評価課室 総務課

施設保守
（不燃物処分地）

随意契約（特命）
株式会社クリタス西日本支社
（大阪府高槻市）

交付金事業の担当課室 総務課



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

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

学校教育施設維持運営事業

高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要

学校教育施設の維持管理や教育環境の整備を目的に以下の業務を実施しました。

○小学校除草業務
・町内小学校（４校）の除草を実施しました

○学校情報教育システム備品リース事業
・効果的な授業を実践し学力の向上を図るため、小学校のＩＣＴ情報機器を整備しました。
・タブレット整備（高浜小学校50台、和田小学校36台、青郷小学校40台）、ソフトウェア整備等

○通学バス運行事業
・学校統廃合のあった内浦地区の児童生徒を対象に、安全で安心した通学手段確保のため高浜町が
所有する車両２台（音海線）(上瀬線）を運行しました。
・運行回数　1,829回

○情報教育サポーター派遣事業
・小中学校における情報教育を推進するため、ＩＣＴ機器の利活用等に関する知識を有するＩＣＴ
支援員を各校に派遣して、教職員・児童生徒のＩＣＴ利活用の向上等を図ります。
・派遣回数　113回

○遠距離通学費助成事業
・通学に要する経費負担の地域格差を解消するため、中学校に電車等で通学する生徒の保護者に対
して、その経費の一部を助成しました。
・助成実施者数　298人



100.0% 100.0% 100.0%

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

学校情報教育システム機器
（タブレット）リース数

活動実績 台 126 126 126
活動見込 台 126

平成２９年度 平成３０年度

除草作業員　296人
活動実績 人 312 340 296
活動見込 人 496 496 496
達成度 62.9%

活動指標

100
達成度 113.0%

評価年度の設定理由

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
ＩＣＴ機器の
メンテナンス

件数
目標値 件

単位 平成２８年度

事業改善を図るため、事業実施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

本交付金の活用により、学校教育施設維持運営の財源が確保され、教育環境の整備等を行うことが
できました。このことにより高浜町の児童生徒が良好な教育環境の中で学ぶことができ、学力向上
を図ることができました。また、通学バスの運行や通学費を助成することができ、保護者の経済的
不均衡を緩和を、負担軽減につながりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

68.5% 59.7%

126 126
達成度

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政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標５　学びあい・教えあい、そして、人を育むまち
　　　　　２　学校・家庭・地域が連携し、社会に求められる人材を育成するまち
　　　　　　３　学ぶ場としての環境を整備します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

－
成果実績 件 113



交付金事業の活動指標及
び活動実績

達成度 106.0% 111.0% 113.0%
活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

遠距離通学費助成実施者数
活動実績 人 313 305 298
活動見込 人 300 300 300
達成度

1,800
達成度 97.8% 96.2% 101.6%

104.3% 101.7% 99.3%

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

情報教育サポーター派遣回
数

活動実績 回 106 111 113
活動見込 回 100 100 100

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

小学校除草業務 随意契約（特命）
公営社団法人高浜町シルバー

人材センター（高浜町）
1,570,584

学校情報教育システム備品
リース事業
（タブレットＰＣ機器）

長期継続契約
株式会社ラボ
（小浜市）

4,497,120

学校情報教育システム備品
リース事業
（システム備品）

長期継続契約
株式会社ラボ
（小浜市）

9,396,000

うち経済産業省分 37,900,000 50,600,000 45,200,000
うち文部科学省分

交付金充当額 37,900,000 50,600,000 45,200,000
総事業費 41,518,251 53,402,454 48,183,756

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

通学バス運行回数
活動実績 回 1,760 1,731 1,829
活動見込 回 1,800 1,800



遠距離通学費助成事業 助成 中学校生徒の保護者 10,250,652

通学バス運行事業 指名競争入札
株式会社ワコーサービス

（敦賀市）
8,268,480

情報教育サポーター派遣事業

交付金事業の評価課室 教育委員会

随意契約（特命）
株式会社ラボ
（小浜市）

1,474,200

交付金事業の担当課室 教育委員会

学校情報教育システム備品
リース事業
（システムサーバー機器）

学校情報教育システム備品
リース事業
（校務用ＰＣ機器）

長期継続契約
株式会社ラボ
（小浜市）

4,328,640

長期継続契約
株式会社ラボ
（小浜市）

8,398,080



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

5
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

社会教育施設維持運営事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標５　学びあい・教えあい、そして、人を育むまち
　　　　　２　学校・家庭・地域が連携し、社会に求められる人材を育成するまち
　　　　　　３　学ぶ場としての環境を整備します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　立石地係

交付金事業の概要

高浜町立図書館において、年々増加する利用者の蔵書ニーズに応え、また利用者の利便性向上を図
り、もって住民が生涯を通じて学び活動できる環境を整備するため、以下の事業を実施しました。

○図書館図書購入事業
・幼児から高齢者まで幅広い利用者のニーズに応えるため、３，１７６冊（一般書２，０１３冊、児
童書９６５冊、その他（参考図書、映像資料等）１９８冊）の図書を購入しました。

○図書館システムリース料への充当
・図書館情報（資料情報、利用者情報など）の一元管理を行い、携帯電話やインターネットからの検
索や予約を受けられるように環境を整備するとともに、職員の業務 適化を推進し、サービス向上を
図るための図書館システムリース料（12ヶ月分）に交付金を充当しました。



交付金事業の評価課室 教育委員会

図書館システムリース料 随意契約（特命）
株式会社ラボ
（小浜市）

1,360,800

交付金事業の担当課室 教育委員会

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

図書館図書購入 随意契約（見積入札） 高浜図書組合 4,586,128

うち経済産業省分 8,500,000 12,100,000 5,940,000
うち文部科学省分

交付金充当額 8,500,000 12,100,000 5,940,000
総事業費 8,829,876 13,351,827 5,946,928

97.7% 81.6%

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

平成２９年度 平成３０年度

図書購入数
活動実績 冊 3,938 3,846 3,176
活動見込 冊 3,857 3,937 3,890
達成度 102.1%

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成２８年度

事業改善を図るため、事業実施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

本交付金の活用により、平成30年度は図書館の延入館者数32,214人/年、延貸出数63,800冊/年、延貸
出人数19,139人/年となり成果指標を達成することができました。今後も年齢層に関係なく図書館を
利用することができるよう、幅広いジャンルの図書を整備することに努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

59,458
達成度 107.3%

評価年度の設定理由

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

貸出冊数
過去3年間の
実績平均数

成果実績 冊 63,800
目標値 冊



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業改善を図るため、事業実施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

本交付金により、新たに２つの行政区に除雪機を配備することができました。このことにより冬期の
急な降雪に対し、町内各地区の住民による自主的な除雪活動を行うことができるようになり、町全体
の防災力の向上、安全安心のまちづくりにつながりました。

2
達成度 100.0%

評価年度の設定理由

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

― ―
成果実績 台 2
目標値 台

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

除雪機購入事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　　３　地域の人々が協働で築く、安全安心なまち
　　　　　　２　災害時の備えを充実します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　小和田・出合区

交付金事業の概要
一般災害が冬季に発生した際、住民避難対策として積雪のない避難道路を確保するために、中型除雪
機（２機）を配備しました。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名



交付金事業の評価課室 防災安全課

除雪機購入 指名競争入札
小浜ヤンマー株式会社

（小浜市）
1,185,840

交付金事業の担当課室 防災安全課

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

うち経済産業省分 0 6,500,000 1,000,000
うち文部科学省分

交付金充当額 0 6,500,000 1,000,000
総事業費 0 6,660,360 1,185,840

100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

平成２９年度 平成３０年度

除雪機購入台数
活動実績 台 9 2
活動見込 台 9 2
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 平成２８年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業改善を図るため、事業実施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

本交付金の活用により、都市計画マスタープラン実現に向け、公共施設集約構想の検討、旧丹後街道
沿道地区景観計画の作成、旧丹後街道エリア再生プロジェクトの検討、密集市街地再整備モデル事業
計画の検討など具体的なプランの検討を行うことができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

達成度
評価年度の設定理由

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

― ―
成果実績 ―
目標値 ―

番号 措置名 交付金事業の名称

7
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

都市計画道路整備事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要
高浜町の道路整備や交通量等の実態及び高浜町全体の道路網のあり方及びその整備に関する基本的な
方針を踏まえ過去作成した変更案について、都市計画道路の変更図書の修正を実施しました。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名



交付金事業の評価課室 建設整備課

都市計画道路変更に伴う変更
図書等修正業務

随意契約（特命）
株式会社サンワコン

（福井市）
3,586,680

交付金事業の担当課室 建設整備課

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

うち経済産業省分 0 1,800,000 3,000,000
うち文部科学省分

交付金充当額 0 1,800,000 3,000,000
総事業費 0 2,020,680 3,586,680

100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

平成２９年度 平成３０年度

都市計画道路の変更図書修
正の検討委員会の開催回数

活動実績 回 0 4 1
活動見込 回 0 4 1
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 平成２８年度
無



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

8
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

簡易水道施設維持運営事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要

高浜町内浦地区の簡易水道施設について、機能維持及び信頼性確保により住民に安心安全な水を供給
するため、以下の点検・修繕業務を実施しました。

○膜ろ過装置定期点検業務
・簡易水道施設内にあるろ過設備の定期点検

○膜処理施設水質計器点検業務
・簡易水道施設内にある膜処理施設の水質計器の点検業務

○膜ろ過設備制御弁類取替修繕
・簡易水道施設内（山中）にある膜ろ過施設において、経年劣化による作動不良がみられる膜ろ過流
量を制御するろ過弁や膜ろ過能力を維持するための逆洗弁等の取替修繕

○下配水池水位計取替修繕
・宮尾・下飲料水供給施設の内、下地区の配水池の水位計取替修繕



うち経済産業省分 16,000,000 6,600,000 5,700,000
うち文部科学省分

交付金充当額 16,000,000 6,600,000 5,700,000
総事業費 18,567,360 8,578,440 6,264,000

100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

平成２９年度 平成３０年度

定期点検・取替修繕の実施
施設数

活動実績 ヵ所 6 6 6
活動見込 ヵ所 6 6 6
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 平成２８年度

事業改善を図るため、事業実施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

本交付金の活用により、膜ろ過装置、膜処理施設水質計器の点検、膜ろ過設備制御弁類取替、下配水
池水位計取替修繕業務が完了し、各施設の機能維持の信頼性が確保されました。このことにより町民
に安全安心な浄水を提供することが可能となりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

100.0%
評価年度の設定理由

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

安心安全な供
給水の無停止

安心安全な水
の供給日数

成果実績 日 365
目標値 日

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

365
達成度



交付金事業の評価課室 上下水道課
交付金事業の担当課室 上下水道課

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

膜ろ過装置定期点検業務(日
引)

随意契約（特命）
オルガノプラントサービス株
式会社中部事業所（愛知県名
古屋市千種区）

291,600

膜ろ過装置定期点検業務(山
中)

随意契約（特命）
寿美工業株式会社北陸営業所
（福井市）

442,800

膜ろ過装置定期点検業務
(神野/神野浦・鎌倉・宮尾/
下・上瀬)

随意契約（特命）
ＪＦＥアクアサービス機器株
式会社大阪営業所（大阪市淀
川区）

1,112,400

膜処理施設水質計器点検業務 随意契約（特命）
株式会社デイケイケイサービ
ス関西（大阪府門真市）

1,047,600

膜ろ過設備制御弁類取替修繕 随意契約（特命）
寿美工業株式会社北陸営業所
（福井市）

1,674,000

下配水池水位計取替修繕 随意契約（特命）
寿美工業株式会社北陸営業所
（福井市）

1,695,600



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

交付金事業実施場所 高浜町一円

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

公共下水道施設の整備により、年々下水道への加入率が増加し、それに伴い維持管理費も増加してい
ます。このため、適正かつ効率的な管理運営を推進するため以下の維持管理・保守点検事業を実施し
ました。

○下水道台帳システム構築業務
・下水道の管路及び処理施設等の電子台帳の保守及びデータ追加業務

○電気計装設備保守点検業務
・汚水中継ポンプ場及び終末処理場における下水処理状況を監視する装置や機器状態を瞬時に確認
し、その設備の機能維持を図ると共にシステムの信頼性を確保するための、電気計装設備保守点検

○マンホールポンプ機器電気保守点検業務
・マンホールポンプ場の保守点検業務

○排出汚泥処理業務
・せゝらぎランド（処理場）から、下水処理の過程で発生する汚泥を処分施設まで運搬及び処分を委
託する業務

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

9
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

下水道施設維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町



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、下水道電子台帳のデータ追加等の業務が完了しました。また、電気計装設
備、マンホールポンプ機器等の点検を行う等、各公共下水道施設の適正な管理を行うことができまし
た。今後も町民の安全安心して衛生的な生活環境を確保することが可能となりました。

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 令和元年度
下水道施設の
効率的な維持

管理
－

成果実績 ％ 100
目標値 ％ 100
達成度 100.0%

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施。

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度



契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

下水道台帳システム構築業務 随意契約（技術提案）
株式会社中央設計技術研究所
福井事務所　(福井市)

1,620,000

高浜ポンプ場電気計装設備保
守点検業務

随意契約（特命）
向洋電機株式会社若狭事業所
(小浜市)

529,200

マンホールポンプ機器電気保
守点検業務

随意契約（特命）
荏原商事株式会社福井支店
（福井市）

3,672,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 0 21,700,000 22,200,000
うち文部科学省分

総事業費 0 25,755,920 32,016,095

うち経済産業省分 0 21,700,000 22,200,000

交付金事業の総事業費等 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成２８年度 平成２９年度

100 100
達成度 100.0% 100.0%

平成３０年度

維持管理・保守点検の実施
施設数

活動実績 ％ 0 100 100
活動見込 ％ 0

下水道台帳システム保守委託
業務

随意契約（特命）
株式会社中央設計技術研究所
福井事務所　(福井市)

486,000

和田ポンプ場電気計装設備保
守点検業務

随意契約（特命）
寿美工業株式会社北陸営業所
（福井市）

961,200

せせらぎランド電気計装設備
保守点検業務

随意契約（特命）
向洋電機株式会社若狭事業所
（小浜市）

4,428,000

排出汚泥処理業務 随意契約（特命）
敦賀セメント株式会社
（敦賀市）

12,272,688



交付金事業の担当課室 上下水道課
交付金事業の評価課室 上下水道課

排出汚泥処理業務 随意契約（特命）
株式会社カンポ
（京都府京都市伏見区）

545,193

排出汚泥処理業務 随意契約（特命）
敦賀セメント運輸株式会社
（敦賀市）

2,884,077

排出汚泥処理業務 随意契約（特命）
株式会社トータルクリーンセ
ンター福屋（福井市）

2,437,748

排出汚泥処理業務 随意契約（特命）
株式会社フクヤ
（福井市）

726,138

排出汚泥処理業務 随意契約（特命）
カンポリサイクルプラザ株式
会社（京都府南丹市）

1,453,851



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

1

2

3

4

5

6

7

　（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。

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

三松処理場改修事業 45,400,000 25,000,000

85,057,600 59,600,000合計

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

給食センター高圧受電設備増設
事業

10,314,000 7,500,000

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

中央球場防球ネット設置事業 6,750,000 6,000,000

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

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

公共施設等総合管理計画策定事
業

4,082,400 3,900,000

地域活性化措置 青葉山麓研究所推進事業 4,482,000 4,000,000

高浜町
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

保育所整備事業 11,340,000 11,000,000

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

保健福祉センター改修事業 2,689,200 2,200,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業改善を図るため、事業実施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

2

達成度 100.0%

評価年度の設定理由

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

自然観察指導
員数2名の確

保
－

成果実績 人 2

目標値 人

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

青葉山麓研究所推進事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町関屋

番号 措置名 交付金事業の名称
1 地域活性化措置

交付金事業の概要

高浜町の青葉山麓の豊かな自然を保存、次世代に受け継ぐ教育活動を継続的に行うことを目的とし、
併せて地域資源である薬草を活用し農業の活性化に繋げるため薬草の試験栽培を行い、産業に結びつ
ける活動を実施しました。

以下の業務に関する委託契約　一式
○環境部会推進（オオキンレイカなどの保全・復元活動）
○教育部会推進（自然体験会・山麓新聞製作発行　等）
○文化部会推進（山麓の自然・文化・歴史のＰＲ　等）
○産業部会推進（薬草栽培、薬草栽培拡大の広報活動）

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　２　個性ある地域資源を活かした、あたたかい活気のあるまち
　　　　３　地域資源を活かした魅力的なまちづくりを推進します



交付金事業の評価課室 産業振興課

青葉山麓研究所為推進委託業
務

随意契約（特命）
一般社団法人青葉山麓研究所

（高浜町）
4,482,000

交付金事業の担当課室 産業振興課

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

うち経済産業省分 4,000,000
うち文部科学省分

交付金充当額 4,000,000
総事業費 4,482,000

交付金事業の総事業費等 平成３０年度 年度 年度 備　考

年度 年度

作付集落への補助金件数
活動実績 集落 2
活動見込 集落 3
達成度 66.7%

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

平成２７年度から高浜町内で薬草栽培事業を開始しています。平成３０年度には、作付面積の拡大や
品質の向上が図れ、国内において、初めて『ゴシュユ』の出荷に至りました。今後も薬草の産地化に
向け事業を拡大していき、農業所得の向上が期待できます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



Ⅱ．事業評価個表（平成３０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等総
合管理計画策定事業

公共施設等総合管理計画策定事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　２　個性ある地域資源を活かした、あたたかい活気のあるまち
　　　　１　安心・行政機能集約ゾーンを創設します
　　　　①　地域医療体制の充実や福祉施設の整備を効率的に行い、安心を創出します

基本目標５　学びあい・教えあい、そして、人を育むまち
　　　　２　学校・家庭・地域が連携し、社会に求められる人材を育成するまち
　　　　３　学ぶ場としての環境を整備します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要
高浜町が所管する社会福祉施設及び社会教育施設、学校教育施設について、効率的・効果的な修繕・
更新等を実施するころで中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減及び予算の平準化を図り
つつ機能・性能を確保するため、保全計画（個別計画）を策定しました。

事業期間の設定理由
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

― ―

成果実績 ― ―

目標値 ― ―

達成度
評価年度の設定理由

事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施。



交付金事業の成果目標及
び成果実績

交付金事業の定性的な成果及び評価等

高浜町が所管する社会福祉施設及び社会教育施設、学校教育施設の個別計画を策定し、効率的・効果
的な修繕・更新等を実施することができました。このことにより各施設の現状把握と、将来的な改修
工事の時期や予算的な予測をつけることができました。また中長期的な維持管理等に係るトータルコ
ストの縮減及び予算の平準化を図ることができ、今後の維持運営管理に役立てられます。

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

保全計画の策定
　学校教育施設　　７施設
　社会教育施設　１１施設
　保健福祉施設　１３施設

活動実績 件 31

活動見込 件 31

交付金事業の総事業費等 平成３０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 平成３０年度 年度

総事業費 4,082,400

うち経済産業省分 3,800,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,800,000
うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 保健福祉課　教育委員会
交付金事業の評価課室 保健福祉課　教育委員会

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

高浜町公共施設保全計画策定
業務

指名競争入札
株式会社サンワコン

（福井市）
4,082,400



Ⅱ．事業評価個表（平成３０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等総
合管理計画策定事業

保健福祉センター改修工事

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　２　個性ある地域資源を活かした、あたたかい活気のあるまち
　　　　１　安心・行政機能集約ゾーンを創設します
　　　　①　地域医療体制の充実や福祉施設の整備を効率的に行い、安心を創出します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町和田

交付金事業の概要

保健福祉センターについて、以下の修繕工事等を実施しました。

○エレベーター機能維持修繕工事
・保健福祉センターは平成１５年度に建設された建物であり、エレベーター機能（基板等の部
　品）の耐用年数が過ぎているため修繕工事を実施しました。

○空調設備更新工事設計業務
・保健福祉センターにある空調設備の耐用年数が平成３０年度で超過するため、更新に係る実
　施設計を行いました。

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

故障件数
０件

－
成果実績 ％ 100
目標値 ％ 100
達成度 100.0%

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施。



活動見込 式 1

達成度 100.0%

交付金事業の成果目標及
び成果実績 交付金事業の定性的な成果及び評価等

このエレベーター機能維持修繕工事により、耐用年数が経過していたエレベーターの機能が保障さ
れ、安心して利用できるようになりました。保健福祉センターの利活用にも貢献でき、多くの住民等
に利用していただくことができます。

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

エレベーター修繕工事

活動実績 機 1

活動見込 機 1

交付金事業の総事業費等 平成３０年度 年度 年度 備　考

活動指標 単位 平成３０年度 年度

活動指標 単位 平成３０年度 年度 年度

空調設備更新工事設計

活動実績 式 1

交付金事業の活動指標及
び活動実績

総事業費 2,689,200

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

交付金事業の担当課室 保健福祉課
交付金事業の評価課室 保健福祉課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

空調設備更新工事設計業務 指名競争入札 有限会社橋詰設計（敦賀市） 1,144,800

エレベーター機能維持修繕工
事

随意契約(特命)
日本オーチス・エレベーター

株式会社北陸支店
（石川県金沢市）

1,544,400



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業改善を図るため、事業実施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

この事業により、次年度以降の高浜保育所移転・新築に向けた実施設計等を行うに当たり、
役立てることができました。

改築工事の実施時期：令和2年度～3年度

―
達成度

評価年度の設定理由

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

― ―
成果実績 ― ―
目標値 ―

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等総
合管理計画策定事業

保育所整備事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標５　安全・快適で住みやすいまち
　　　　１　安心して子育てでき、子どもが元気に育ちあうまち
　　　　１　母子の健やかな成長を支援します
　　　　③　共働き世帯に対応した保育サービスの更なる充実を図ります

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町薗部

交付金事業の概要
高浜町立高浜保育所は、竣工から37年を経過し、施設全体にわたって汚損・老朽化が激しく、また、
多様化する教育・保育ニーズへの対応や安全面、防災面への対応等、様々な課題があり、これらに対
応するため、建物の移転整備に係る基本設計業務を実施しました。



交付金事業の評価課室 保健福祉課

高浜保育所移転整備基本設計
業務

指名競争入札
株式会社東畑建築事務所
（大阪府大阪市中央区）

11,340,000

交付金事業の担当課室 保健福祉課

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

うち経済産業省分 11,000,000
うち文部科学省分

交付金充当額 11,000,000
総事業費 11,340,000

交付金事業の総事業費等 平成３０年度 年度 年度 備　考

年度 年度

基本設計業務
地質調査業務

活動実績 式 11
活動見込 式 1
達成度 1100.0%

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業改善を図るため、事業実施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

防球ネットの設置により、安心して中央グラウンドが利用でき、町内外の方に多く利用していただけ
るようになりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

25,000

達成度 110.0%

評価年度の設定理由

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

中央体育施設
年間利用者数
（目標：
25,000人）

－

成果実績 ％ 27,498

目標値 ％

中央球場は硬式野球でも使用し、フェンスを越えたボールが民家や駐車中の車に直撃することがある
ため、体育館や駐車場利用者、並びに近隣住民の安全確保のため、中央球場に防球ネットを設置しま
した。

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策とその目標

基本目標５　学びあい・教えあい、そして、人を育むまち
　　　　２　学校・家庭・地域が連携し、社会に求められる人材を育成するまち
　　　　３　学ぶ場としての環境を整備します
　　　　③　校舎・体育館・グラウンド等の整備を進めます

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

番号 措置名 交付金事業の名称

5
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置等総
合管理計画策定事業

中央球場防球ネット設置事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　宮崎地係

交付金事業の概要



交付金事業の評価課室 教育委員会

中央球場防球ネット設置工事 指名競争入札
有限会社濱田美装社

（高浜町）
6,750,000

交付金事業の担当課室 教育委員会

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 6,000,000
うち文部科学省分

交付金充当額 6,000,000
総事業費 6,750,000

交付金事業の総事業費等 平成３０年度 年度 年度 備　考

年度 年度

防球ネットの設置

活動実績 式 1

活動見込 式 1

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 平成３０年度



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

6
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置等総
合管理計画策定事業

給食センター高圧受電設備増設事業

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

基本目標５　学びあい・教えあい、そして、人を育むまち
　　　　２　学校・家庭・地域が連携し、社会に求められる人材を育成するまち
　　　　３　学ぶ場としての環境を整備します
　　　　③　校舎・体育館・グラウンド等の整備を進めます

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　宮崎　地係

交付金事業の概要

学校給食センターの調理環境を適正に保ち衛生的に調理するため、空調機器の整備を計画しています
が、必要とする電力受給容量が不足していたことから、受給電力量を確保するための高圧受電設備増
設工事を実施しました。

屋外型キュービクルの増設　1台

交付金事業者名又は間接交付金事業者名



交付金事業の評価課室 教育委員会

給食センター高圧受電設備増
設工事

指名競争入札
有限会社康誠電気

（高浜町）
10,314,000

交付金事業の担当課室 教育委員会

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 7,500,000
うち文部科学省分

交付金充当額 7,500,000
総事業費 10,314,000

交付金事業の総事業費等 平成３０年度 年度 年度 備　考

年度 年度

屋外型キュービクルの増設
活動実績 台 1
活動見込 台 1
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 年度

事業改善を図るため、事業実施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

本事業により受電電力容量が十分に確保できたため、続けて空調機器の整備も実施しました。これに
より、安全で衛生的な調理環境が整いました。職員の身体的負担も軽減され、作業効率の改善にもつ
ながりました。次年度以降は、町内小中学校へより充実した給食を提供できる体制となりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

5

達成度 100.0%

評価年度の設定理由

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

学校給食提供
校5校

調理場環境の
整備

成果実績 校 5

目標値 校



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施。

―
達成度

評価年度の設定理由

事業期間の設定理由
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

― ―
成果実績 ％ ―
目標値 ％

番号 措置名 交付金事業の名称

7
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置等総
合管理計画策定事業

三松処理場改修事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町　東三松　地係

交付金事業の概要

農業集落排水三松処理区の汚水を公共下水道高浜処理区に統合することにより、三松処理施設が廃止
となります。廃止後の三松処理施設は、緊急時の汚水貯留槽や作業車の格納庫及び資材倉庫等として
有効利用を図る改修工事を実施しました。

バキューム車格納細部補強工　一式
施設給排水設備改造工　一式
処理施設槽内洗浄工　一式



交付金事業の評価課室 上下水道課

三松処理施設改修工事その２ 指名競争入札
山惣ホーム株式会社

（高浜町）
15,820,000

交付金事業の担当課室 上下水道課

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

三松処理施設改修工事 指名競争入札
株式会社クォードコーポレー

ション（福井市）
29,580,000

うち経済産業省分 25,000,000
うち文部科学省分

交付金充当額 25,000,000
総事業費 45,400,000

交付金事業の総事業費等 平成３０年度 年度 年度 備　考

年度 年度

バキューム車格納細部補強
工、施設給排水設備改造
工、処理施設槽内洗浄工

活動実績 式 1

活動見込 式 1

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 平成３０年度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本事業により、緊急時や災害等に、三松処理区から発生する汚水を一時貯留するための大型貯留槽が
できました。
また緊急車両（作業車及びバキューム車等）や資材についても、一括で管理できる格納庫や資材置き
場ができました。
これにより災害等が発生した場合、三松処理区の汚水を一時貯留でき、復旧までの応急対応がスムー
ズにできることや、当該施設が上下水道課の近隣であることから、資材や作業車を用いた現場対応等
の効率化が図れ、衛生的な住民生活を守ることができます。

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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

（単位：円）

備 考

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

消防施設維持運営事業 高浜町 4,633,200 4,476,000

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

旧日引小学校維持運営事業 高浜町 4,320,000 4,000,000

地域活性化措置 高浜漁港再整備事業 高浜町 43,822,080 24,600,000

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

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

道路維持管理業務 高浜町 76,870,080 68,000,000

地域活性化措置 観光振興事業 高浜町 35,154,000 26,500,000

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

雨水排水対策調査設計業務 高浜町 5,076,000 5,000,000

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

河川改修工事及び測量調査設計
業務

高浜町 27,669,600 27,669,000

84,024,000 80,000,000

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

上水道施設整備事業 高浜町 149,040,000 45,283,000

地域活性化措置 農業振興事業 高浜町 14,758,000 12,000,000

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

下水道施設維持運営事業 高浜町



11

12

　（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。

合計 457,072,880 308,751,000

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

社会福祉施設基本構想策定事業 高浜町 4,050,000 4,000,000

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

社会教育施設維持管理事業 高浜町 7,655,920 7,223,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０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

交付金事業の概要

山村地域である内浦地区において閉校校舎を改修した福祉活動拠点施設において、現在、高齢者向け
の健康体操や介護予防事業などを行っているが、今後は料理教室や配食サービスなどの事業も展開し
ていく計画となっているため、厨房の改修工事を実施しました。

厨房内装改修　一式、機械設備改修　一式

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　２　支え愛・助け愛で、人にやさしい福祉サービスが得られるまち
　　　　３　地域ケア体制を構築します
　　　　④　地域福祉活動を推進します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

旧日引小学校維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町日引地係

―
達成度

評価年度の設定理由

事業期間の設定理由
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

― ―
成果実績 ― ―
目標値 ―

事業改善を図るため、事業実施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



交付金事業の成果目標及
び成果実績

活動指標 単位 平成３０年度

この内浦地区は、町内の他地区に比べて人口減少や高齢化が急激に進展している過疎地域であり、加
えて交通不便地域ということもあり、民間事業者を中心とした介護サービス等の参入が見込めない状
況下にあります。現在、「地域福祉」の実践として社会福祉協議会が高齢者向けの健康体操や介護予
防事業などを実施していますが、今後さらに一人暮らしや高齢者世帯が多くなることが予想される中
で、地域の人材を活かした地域福祉の向上、コミュニティ醸成を図ることは必要不可欠となっていま
す。
そのような状況の中、本交付金を活用して厨房の内装改修を行うことができました。
この改修により、住民自らが主体的に地域を支えていく土壌作りとなり、地域コミュニティ事業など
の環境を整備することができます。また、新しくなった厨房では料理講習会等が行われ、プロの指導
による楽しい講習が受講できるようにもなりました。今後ますます必要と予想される介護予防や、地
域住民が安心して心豊かに暮らすことができるコミュニティづくりに、より一層推進されることが期
待されます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

#DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 平成３０年度 年度 年度 備　考

年度 年度

厨房改修工事
活動実績 式 1
活動見込 式 1
達成度 100.0%

交付金事業の活動指標及
び活動実績

交付金充当額 4,000,000
総事業費 4,320,000

うち経済産業省分 4,000,000
うち文部科学省分

旧日引小学校厨房改修工事 指名競争入札
有限会社濱田美装社

（高浜町）
4,320,000

交付金事業の担当課室 総務課

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 総務課



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

交付金事業の定性的な成果及び評価等

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

消防施設維持運営事業

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

高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標１　誰もが安心して暮らせるまち
　　　　３　地域の人々が協働で築く、安全安心なまち
　　　　２　災害時の備えを充実します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町宮崎地係

交付金事業の概要

消防高浜分署の充実強化を図るため以下の機器整備等を実施しました。

○平成２５年度に設置した気象観測装置のうち風向風速計・雨量計の機器について、気象業務法
　等で定められた検定有効期限が５年であるため、消耗部品等を交換・調整の上、再検定を取得
　するための業務委託を実施しました。
○消防・救急車両が緊急出動する際に国道２７号への進入用に設置している緊急出動用信号機に
 ついて、設置後２２年が経過し経年劣化により機能が低下しているため、信号機更新工事を実
 施しました。

事業期間の設定理由
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

― ―

成果実績 ― ―
目標値 ― ―
達成度

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施。



本町の防災態勢の要を担う若狭消防署高浜分署の維持補修費に当交付金を充当することにより、消
防・救急体制の充実強化を図ることができました。本気象観測装置の観測機器の再検定を取得したこ
とにより、町の防災体制及び避難判断の基準となる風雨等の気象データの正確な情報収集が行え、早
期に的確な防災予防対策を講じることが可能となります。
また、経年劣化により機能が低下した消防高浜分署の緊急出動用信号機更新工事を実施したことによ
り、防災拠点としての機能強化及び消防活動の効率化を図るとともに、安全で安心なまちづくりが達
成できました。

式 1

交付金事業の成果目標及
び成果実績

交付金事業の総事業費等

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成３０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 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

気象観測装置観測機器
再検定業務

活動実績 式 1
活動見込

備　考

活動見込 式 1
達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の評価課室 防災安全課

うち文部科学省分
うち経済産業省分

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成３０年度 年度 年度

緊急出動用信号機更新工事
活動実績 式 1

平成３０年度 年度 年度

総事業費 4,633,200
交付金充当額 4,476,000

4,476,000
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
象観測装置観測機器再検定委託業 随意契約(特命) 轟産業株式会社（高浜町） 1,306,800

緊急出動用信号機更新工事 指名競争入札 ススキ電機株式会社（福井市） 3,326,400
交付金事業の担当課室 防災安全課



Ⅱ．事業評価個表（平成３０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 令和元年度

侵入防止柵
の延長

－

成果実績 m 1924
目標値 m 1920
達成度 100.2%

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施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
本事業により、集落の鳥獣害対策の即効的な改善に繋がりました。また農家の意欲向上と、鳥獣被害
額を軽減することで、農業の活性化が図れ、新規就農者や後継者の就農に繋がっていくことが期待で
きます。

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

農業振興事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標２　いきいきと働くことができるまち
　　　　１　地場産業が元気で、生きがいを持って働けるまち
　　　　１　鳥獣害・水産害を低減します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町難波江地係

交付金事業の概要
農地への有害鳥獣の侵入を防ぐための防止柵を設置しました。

規格　H=2.0M、延長　1,924M



交付金事業の担当課室 産業振興課
交付金事業の評価課室 産業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

鳥獣侵入防止柵の設置 補助金交付
高浜町有害鳥獣対策協議会

（高浜町）
14,758,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 12,000,000
うち文部科学省分

総事業費 14,758,000

うち経済産業省分 12,000,000

交付金事業の総事業費等 平成３０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 平成３０年度 年度

達成度 100.0%

年度

侵入防止柵の設置に対する
補助金の交付

活動実績 件 1
活動見込 件 1



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

基幹産業である水産業について、高浜漁港の老朽化や定置網漁主体の漁業による漁獲の不安定、魚単
価の低調、漁業従事者の減少、高齢化が進行している。その中で、水産業の魅力向上及び付加価値
化、安定した雇用創出を図るための施設として、農林水産物直売所や飲食施設を核とする６次産業施
設を整備し、地産地消の推進、高浜ブランドの構築、観光客の交流促進などを進めていく必要があり
ます。このことから６次産業施設新築のための実施設計を策定します。

・６次産業施設外構測量業務　N=１式
・６次産業施設外構基本設計業務　N=１式
・６次産業施設外構詳細設計業務　N=１式
※６次産業施設実施設計業務に関連する外構測量・基本詳細設計業務である。

・６次産業施設実施設計業務　N=１式（鉄筋コンクリート造　２階建て　延床面積　A=１，５７５
㎡）

4 地域活性化措置 高浜漁港再整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町塩土地係



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 令和元年度

― ―

成果実績 ―

目標値 ―

達成度

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施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

本業務の実施により、令和２年度に６次産業施設を整備するための準備が整いました。これにより、
地産地消の推進、高浜ブランドの構築、観光客の交流促進などを進めていくことができ、地域産物の
販売量の増加も図れ、水産業の振興の発展が期待されます。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　２　個性ある地域資源を活かした、あたたかい活気のあるまち
　　　　２　にぎわいと景観再生ゾーンを創出します
　　　　②　高浜漁港の再整備計画を策定し、高浜らしい雰囲気を創出します

基本目標２　いきいきと働くことができるまち
　　　　２　ブランド化を推進し、選ばれるための魅力を創設するまち
　　　　４　ブランド化と観光集客の相乗効果を実現します
　　　　①　食の提供を中心に、高浜町の地域資源の価値を実感できる観光スタイルへの
　　　　　　転換を、観光協会を中心とした住民との協働によって実現します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度



交付金事業の担当課室 産業振興課
交付金事業の評価課室 産業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

６次産業施設外構測量及び基
本・詳細設計業務

指名競争入札
京福コンサルタント　株式会

社（小浜市）
9,437,040

６次産業施設実施設計業務 指名競争入札
ジオ-グラフィック・デザイ
ン・ラボ(大阪府豊中市)

34,385,040

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 24,600,000
うち文部科学省分

総事業費 43,822,080

うち経済産業省分 24,600,000

交付金事業の総事業費等 平成３０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 平成３０年度 年度

達成度 100.0%

年度

６次産業施設
　・外構測量業務
　・外構基本設計業務
　・外構詳細設計業務
　・実施設計業務
　　　　　　　　一式

活動実績 式 1

活動見込 式 1



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業期間の設定理由
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

観光入込客数
の増加

（目標：
846,000人）

－

成果実績 人 837,334

目標値 人 846,000

達成度 99.0%

番号 措置名 交付金事業の名称

5 地域活性化措置 観光振興事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　２　個性ある地域資源を活かした、あたたかい活気のあるまち
　　　　２　にぎわいと景観再生ゾーンを創出します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町音海地係、事代地係

交付金事業の概要

・音海(小泊)に公衆トイレを新設する工事
　男子大便器１基、女子大便器１基、給水管引込、放流配管設置、合併浄化槽(３５人槽)設置

　現在設置している仮設トイレでは、来訪者の使用量に対応できず処理しきれないことから、
　公衆トイレを新設し、便利で快適な環境を整えることで来訪者増加につなげたいと思います。

・城山公園に隣接する遊歩道の崩壊した法面を補修する工事
　補強土植生法枠 (法面を守りながら法枠面を含む全面を緑化し、自然と調和した景観を創造
  できる工法)

　観光資源としてはもちろん、町民からも親しまれている城山公園に隣接する、遊歩道の崩壊
　した法面を補修し、安心・安全に散策できるようにして来訪者増加につなげたいと思います。



音海(小泊)公衆トイレ新設工事 指名競争入札 株式会社平川（高浜町） 7,614,000
城山法面対策補修工事 指名競争入札 吉田開発株式会社（高浜町） 27,540,000

交付金事業の担当課室 産業振興課

26,500,000
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

総事業費 35,154,000
交付金充当額 26,500,000

交付金事業の評価課室 産業振興課

うち文部科学省分
うち経済産業省分

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成３０年度 年度 年度

城山法面対策補修工事
活動実績 式 1

平成３０年度 年度 年度 備　考

活動見込 式 1
達成度 100.0%

交付金事業の総事業費等

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 平成３０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 100.0%

年度

音海(小泊)公衆トイレ新設
工事

活動実績 式 1
活動見込 式 1

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
事業改善を図るため、事業実施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

・音海（小泊）のトイレを整備し、釣り客に快適な環境を提供することができました。
・城山法面の崩落対策、遊歩道整備を完了し、安全で快適な散策路として整備することができ
　ました。来訪者が安心・安全に散策できるように補修したことで、今後の入込客数の増加が
　期待できます。



Ⅱ．事業評価個表（平成３０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

道路維持管理事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町南　他４件

町内道路について、以下の補修工事等を実施しました。

○法面補修工事（妙見山線）
・道路法面の崩壊部分について、不安定な状態であり、土砂災害の危険性も考えられます。また、町
道下側には民家も存在し、配水池へつながる唯一の路線でもあることから、地域住民への安全確保及
び緊急時における管理施設への迅速な対応も可能になるため、法面補修工事を実施しました。
・法面補修工事　面積Ａ＝６７０㎡

○妙見山線道路防災点検業務
・妙見山線では、近年、道路法面の崩壊が頻発しており、点検等による適切な維持管理を行う必要が
るため、防災点検を実施しました。
・防災カルテの作成および点検結果のデータベース構築、計画延長L=0.725ｋｍ、道路防災点検業務
1式

○道路改良工事（高浜和田観光線）
・町道高浜和田観光線は経年劣化による道路舗装の不等沈下や道路側溝蓋部の破損等が多数見られる
ことから、道路舗装の打替え及び道路側溝蓋の改修工事を実施しました。
・既存町道の道路改良工事　計画延長Ｌ＝220ｍ、舗装打換工Ａ＝710㎡、側溝改良工Ｌ＝220ｍ

交付金事業の概要



事業開始年度

単位
成果実績 ― ―

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 評価年度 令和元年度

― ―

達成度

・本事業により、緊急時における管理施設への迅速な対応が可能となりました。また、今後も適
　切な道路の維持管理を行うことにより、安心安全な町づくりに役立てることが出来ます。
・防災カルテの作成や点検結果のデータベースが構築され、適切な道路の維持管理が出来るよう
　になりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

目標値 ― ―

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施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

○町道舗装修繕工事（青葉1号線）
・本路線は、町道下側に民家が存在し、配水池へつながる唯一の路線でもあり、また地域住民の生活
道路や一部災害時の緊急避難道路としても利用されています。このため、車両通行の往来が多く、経
年劣化による道路舗装の不等沈下が発生していることから、道路舗装の打替え工事を実施しました。
・既存町道の舗装修繕工事　L=158.5m

○踏切拡幅に伴う道路設計業務
・国土交通省において踏切道改良促進法により、指定踏切となったため踏切拡幅に伴う道路設計業務
を実施しました。
・踏切拡幅を伴う道路改良工事のための測量・設計業務
　佐伎治・第2立石踏切N=2箇所　測量業務　1式　、設計業務　1式

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　３　地域交通ネットワークが整備され、利便性の高いまち
　　　　３　道路ネットワークを整備します

平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度



法面補修工事（妙見山線） 指名競争入札
吉田開発株式会社

（高浜町）
49,896,000

うち経済産業省分 68,000,000

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 68,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 平成３０年度 年度 年度 備　考

総事業費 76,870,080

活動指標 単位 平成３０年度 年度 年度

踏切拡幅に伴う道路設計業
務

活動実績 式 1

活動見込 式 1

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

町道舗装修繕工事（青葉1号
線　施工延長

活動実績 m 158.5

活動見込 m 158.5

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

活動指標 単位 平成３０年度 年度 年度

活動実績 m 220

活動見込 m 220

活動指標 単位 平成３０年度 年度 年度

交付金事業の契約の概要

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

法面補修工事（妙見山線）
法面補修面積

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

活動指標 単位 平成３０年度

防災カルテの作成および点
検結果のデータベース構築

活動実績 式 1

活動見込 式

道路改良工事（高浜和田観
光線）　施工延長

1

達成度

年度 年度

100.0% #DIV/0! #DIV/0!

活動見込 m2 670

単位 平成３０年度 年度 年度

活動実績 m2 670

無



町道舗装修繕工事
（青葉1号線）

指名競争入札
石橋工業株式会社

（高浜町）
4,579,200

踏切拡幅に伴う道路設計業務 指名競争入札
ジェイアール西日本コンサル

タンツ株式会社北陸支店
（石川県金沢市）

14,046,480

交付金事業の担当課室 建設整備課

妙見山線道路防災点検業務 指名競争入札
京福コンサルタント株式会社

（小浜市）
2,106,000

道路改良工事
（高浜和田観光線）

指名競争入札
石橋工業株式会社

（高浜町）
6,242,400

交付金事業の評価課室 建設整備課



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

7
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

雨水排水対策調査設計業務

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町立石

交付金事業の概要
立石地区の雨水排水対策に係る、エリア内の基礎調査及び低地対策のプランニング等の調査設計業務
を実施しました。
立石地区　N=1箇所　調査設計業務　1式

―
達成度

評価年度の設定理由

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

― ―

成果実績 ― ―
目標値 ―

事業改善を図るため、事業実施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

近年の地球温暖化による海面上昇や頻発するゲリラ豪雨の際に、立石地区では冠水被害の発生するエ
リアがあり、地形や地勢を踏まえた雨水排水対策が必要です。そのため、この対策を実施するために
調査設計を行う必要がありました。
本交付金により、雨水排水対策調査設計業務を行うことができ、今後の安心で安全な生活環境の実現
に向け、冠水被害の低減に繋げることができました。



活動指標 単位 平成３０年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の総事業費等 平成３０年度 年度 年度 備　考

年度 年度

基礎調査及び低地対策のプ
ランニング

活動実績 式 1
活動見込 式 1
達成度 100.0%

交付金事業の活動指標及
び活動実績

交付金充当額 5,000,000
総事業費 5,076,000

うち経済産業省分 5,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の評価課室 建設整備課

基礎調査及び低地対策のプラ
ンニング

指名競争入札
株式会社NJS　福井出張所

(福井市)
5,076,000

交付金事業の担当課室 建設整備課

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



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

8
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

河川改良工事及び用地測量設計業務

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町内一円

交付金事業の概要

宮ノ谷川、難波江川について、河川改良等の以下の事業を実施しました。

○河川改良工事（宮ノ谷川）
・目的、必要性、効果等を記載してください
・宮ノ谷川における流路整備　施工延長　151ｍ
　河川土工 N= 1.0式　構造物撤去工 N= 1.0式　　護岸工  N= 1.0式
　底張工 N= 1.0式　仮設工  N=  1.0式

○河川改良に伴う用地測量設計業務（宮ノ谷川・難波江川）
・目的、必要性、効果等を記載してください
・測量業務：1式　　地質調査業務：1式
　設計業務（取付道路詳細設計）：1式
　測量業務（用地測量）A=6850m2　 測量業務（路線測量）L=0.035km
　設計業務(取付道路詳細設計)N=1式     地質調査業務N=1式

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 27,669,000

総事業費 27,669,600
交付金充当額 27,669,000

活動見込 式 1
達成度 100.0%

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施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

・河川改良対象の宮ノ谷川及び難波江川は、河床の洗掘、護岸背面土砂の流出等により護岸が変
　状しているため、流路整備を行う必要があります。
　そのため本交付金を活用し、この工事に伴う用地測量設計業務を行うことができました。
・工事においては、特に破損のひどい河川箇所について、補修を実施することが出来ました。
　河川改良工事を実施し、河川断面を確保した護岸の整備を行うことにより、土砂災害や増水等
　の河川氾濫に対応することができ、住民の安心・安全な生活環境に寄与することができます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

単位 評価年度 令和元年度

― ―
成果実績 ― ―
目標値 ― ―
達成度

河川改良工事（宮ノ谷川）
施工延長

達成度 100.0%

年度
活動実績 m 151
活動見込 m 151

活動指標 単位 平成３０年度 年度

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

平成３０年度 年度 年度 備　考交付金事業の総事業費等

年度 年度
河川改良に伴う用地測量設
計業務（宮ノ谷川・難波江
川）

活動実績 式 1



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

河川改良工事 指名競争入札
石橋工業株式会社

（高浜町）
22,647,600

河川改良に伴う用地測量設計
業務

指名競争入札
京福コンサルタント株式会社

（福井県小浜市）
5,022,000

交付金事業の担当課室 建設整備課
交付金事業の評価課室 建設整備課



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

9
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

下水道施設維持運営事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町東三松地係

交付金事業の概要

高浜町では集落排水施設（処理場及びマンホールポンプ）及び、公共下水道施設（マンホールポン
プ）の動作状況、水位情報等について、中央監視システムにより管理しているが、平成３０年度より
ＣＡＴＶが廃止されることに伴い、ＣＡＴＶ網を利用した当該通信システムが使用できなくなるた
め、無線通信を利用した通信システムに改良する工事を実施しました。
マンホールポンプ　73箇所
子局端末装置　　　21台
中央監視装置　　 　1式

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

― ―
成果実績 ― ―
目標値 ― ―
達成度

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施。



交付金事業の成果目標及
び成果実績

交付金事業の定性的な成果及び評価等

通信システムの無線化により、今後も現在のシステムを用いて下水道施設の維持管理が可能となり、
適正な下水道施設の維持管理ができるようになりました。今後も地域住民の快適で住みよいまちづく
りに寄与できます。

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

中央監視装置、子局端末装
置、通信機器　各一式

活動実績 式 1
活動見込 式 1

交付金事業の総事業費等 平成３０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 平成３０年度 年度

総事業費 84,024,000

うち経済産業省分 80,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 80,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 上下水道課
交付金事業の評価課室 上下水道課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

公共下水道施設
遠方監視装置機器更新工事

随意契約（特命）
荏原商事株式会社福井支店

（福井市）
42,660,000

集落排水処理施設
遠方監視装置機器更新工事

随意契約（特命）
荏原商事株式会社福井支店

（福井市）
41,364,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業期間の設定理由
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

― ―
成果実績 ― ―
目標値 ― ―
達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

10
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

上水道施設整備事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　１　快適で住みやすく、移り住みたくなるまち
　　　　１　住みやすい生活環境を整備します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町宮崎地係

交付金事業の概要
現在一系統のみである高浜配水池への送水管及び高浜配水池からの配水管を耐震性を有した送配水管
を新設しました。
送水管　L=128.3ｍ　配水管　L=123.3ｍ



交付金事業の担当課室 上下水道課
交付金事業の評価課室 上下水道課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
耐震性を有した送配水管を新設 指名競争入札 株式会社平川（高浜町） 149,040,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 45,283,000
うち文部科学省分

総事業費 149,040,000

うち経済産業省分 45,283,000

交付金事業の総事業費等 平成３０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 平成３０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 100.0%

年度

配水池管渠布設工事
活動実績 式 1
活動見込 式 1

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
事業改善を図るため、事業実施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

耐震性を有した送配水管を新設することにより、強靭で安全安心な水道供給を図ることができ、町民
が安心して暮らせるまちづくりにつながりました。
施設の運転状況を正確に把握し、安全安心な生活水の安定した供給を絶やすことのないこように維持
管理していきます。



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

11
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

社会福祉施設基本構想策定事業

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
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
　　　　２　個性ある地域資源を活かした、あたたかい活気のあるまち
　　　　１　安心・行政機能集約ゾーンを創設します
　　　　①　地域医療体制の充実や福祉施設の整備を効率的に行い、
　　　　　　安心を創出します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町宮崎

交付金事業の概要
町内の中心地である高浜地区に福祉の拠点施設を整備することに伴い、既存施設の利用を勘案するな
ど問題点の整理を行い、建設の基本的な条件となる計画理念と施設整備の水準化を図り、社会福祉施
設の基本構想としてまとめる必要があります。

事業期間の設定理由
成果目標 成果指標

― ―

達成度

成果実績 ― ―
目標値 ― ―

評価年度の設定理由
事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施。

単位 評価年度 令和元年度



交付金事業の成果目標及
び成果実績

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

社会福祉施設基本構想の策定により、既存施設が抱える問題点や課題の整理でき、町内に分散する各
施設の統廃合や機能の集約化等、福祉施設建設の基本条件となる計画理念の確立と施設整備の水準化
を図ることができました。
今後ますます高齢化が進み、高度化・多様化する介護ニーズについても、適切なサービスの提供が行
える環境整備がされ、誰もが安心して暮らせるまちづくりが期待されます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

単位 平成３０年度 年度 年度
活動実績 式 1

達成度 100.0%
活動見込 式 1

平成３０年度 年度 年度 備　考交付金事業の総事業費等

うち文部科学省分

総事業費 4,050,000
4,000,000交付金充当額

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

基本構想の策定業務　一式

交付金事業の評価課室 保健福祉課

うち経済産業省分 4,000,000

交付金事業の担当課室 保健福祉課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

社会福祉施設基本構想策定事業 指名競争入札
協同会社福井県建築設計監理

協会（福井市）
4,050,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

12
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

社会教育施設維持管理事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
高浜町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）

基本目標５　学びあい・教えあい、そして、人を育むまち
　　　　２　学校・家庭・地域が連携し、社会に求められる人材を育成するまち
　　　　３　学ぶ場としての環境を整備します

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高浜町
交付金事業実施場所 高浜町宮崎　他１件

交付金事業の概要

以下の社会教育施設について、清掃・修繕の維持管理業務を実施しました。

○高浜町立中央体育館ガラス清掃業務
・施設のガラス清掃、修繕工事を実施しました。

○青郷公民館外壁修繕業務
・経年劣化により外壁タイルに汚れが確認され、部分的に外壁タイルの浮きやクラックが発生
  しているため、外壁修繕工事を実施しました。

事業期間の設定理由
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

― ―

成果実績 ― ―

目標値 ― ―

達成度
評価年度の設定理由

事業改善を図るため、事業実施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



青郷公民館外壁修繕事業 指名競争入札 株式会社冨洋（高浜町） 7,469,280
交付金事業の担当課室 教育委員会
交付金事業の評価課室 教育委員会

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

中央体育館ガラス清掃業務 随意契約（特命）
公営社団法人高浜町シルバー

人材センター（高浜町）
186,640

うち経済産業省分 7,223,000
うち文部科学省分

交付金事業の成果目標及
び成果実績

・本交付金を利用して、体育施設のガラス清掃業務を業者委託することができました。その結
　果、利用者に、より快適なスポーツ環境の場を提供することができました。今後も地域交流、
　生涯スポーツの場として更なる施設利用者数の増加が期待できます。
・長年の風雨により外壁タイルの汚れが目立ち、部分的に浮き等も発生している状況でしたが、
　本交付金により、シーリング打替え工事を実施することができました。この工事により雨など
　の防水対策をすることができ施設の延命化を図ることにもつながりました。今後も来館者が安
　心・安全に活動することができて、さらなる地域交流、活動組織づくり、イベントの企画等に
　つながり地域文化の向上に貢献するものと期待できます。

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

体育館ガラス清掃
活動実績 式 1
活動見込 式 1

活動指標 単位 平成３０年度 年度

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 年度 年度

青郷公民館外壁修繕
活動実績 式 1
活動見込 式 1
達成度 100.0%

交付金事業の総事業費等

総事業費 7,655,920
交付金充当額 7,223,000

平成３０年度 年度 年度 備　考



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（平成３０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。

407,715,0001

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

高浜町立保育所整備基金造成事業 高浜町 407,715,000

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（平成３０年度）

高浜町
交付金事業実施場所 高浜町一円

交付金事業の概要

老朽化の進行、また、社会情勢の変化により多様化したニーズに対応できなくなった町立保育所を改
築し、子ども達の安全と健全な成長を促す環境を整備するための事業費を確保するための基金造成を
行いました。

改築工事の実施時期：令和２年度～３年度

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

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

高浜町立保育所整備基金造成事業

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

総合計画後期実施計画（平成２８年度～平成３２年度）

　基本目標  ５　学びあい、教えあい、そして、人を育むまち
　　　　　　２）高浜・和田保育所整備事業
　　　　　　②　保育所の移転、改築

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度
事業期間の設定理由



交付金事業の評価課室 総務課

基金造成 積立 ― 407,715,000
交付金事業の担当課室 総務課

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

うち経済産業省分 381,027,000 407,715,000
うち文部科学省分

交付金充当額 381,027,000 407,715,000
総事業費 381,027,000 407,715,000

交付金事業の総事業費等 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 備　考

381,027,000 407,715,000
達成度 100.0% 100.0% #DIV/0!

―

目標値 ％ ―

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 ２９年度 ３０年度 年度

基金造成額
活動実績 円 381,027,000 407,715,000
活動見込 円

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標

評価年度の設定理由
基金造成目的の事業実施後早期に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

着実に基金の積立てができ工事の準備が進みました。次年度も基金を積み立てることにより予定どお
り施設を改築を実施いたします。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

単位 評価年度 令和元年度

― ―

成果実績 ％
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