
別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

1 地域活性化措置
水素・再生可能エネルギー普及
啓発事業

鹿児島県 820,647 820,647

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

参加者  430人
セミナー及び工作
教室の参加者の計

成果実績 人 361

目標値 人 430

達成度 ％ 84

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため，事業実施翌年度早期に評価を実施。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

交付金事業に関係する主要政策・施策・目標：
　再生可能エネルギー導入ビジョン2018
　　第3章第1節3　再生可能エネルギー導入促進に向けた基本方針
　　　④　再生可能エネルギー関連企業の育成等による地域振興の促進
　　　⑤　再生可能エネルギーに関する理解や意識の向上

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県内一円

交付金事業の概要

　県内の再生可能エネルギーや水素の導入を促進するため，事業者，市町村担当職員等を対象とする水素・再生可能エネ
ルギー導入セミナーを開催します。また，次世代を担う児童に対し，理解を深めてもらうための「親子再生可能エネル
ギー工作教室」を実施します。さらにそれらのイベント時や市町村で展示するためのパネル等を作成し，一層の普及啓発
を目指します。

　親子再生可能エネルギー工作教室　7回，水素・再生可能エネルギー導入セミナー1回，パネル等の作成,貸出　一式

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 水素・再生可能エネルギー普及啓発事業



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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 企画部エネルギー政策課

820,647

交付金事業の担当課室 企画部エネルギー政策課

需用費（ソーラーバッタ）

需用費（印刷製本費）

需用費（印刷製本費）

報償費（講師謝金）

旅費（講師旅費等）

使用料（会場使用料）

随意契約（少額）

随意契約（少額）

計

202,608

78,540

49,500

754,065 811,077 820,647

交付金事業の契約の概要

総事業費 754,065 811,077 820,647 2,385,789円（3ヶ年計）

交付金充当額 754,065 811,077 820,647

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

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

8

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

8

達成度 ％ 100 100 100

令和元年度

セミナー・親子教室の開催回数

活動実績 回 8 8 8

活動見込 回 8

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，2つの普及啓発イベントと，ポスター作成による啓発活動を行うことができました。各イベント
における参加者について，工作教室は256人と目標数をやや下回りましたが，開催した7市町のうち2か所は再生可能エネル
ギーに関する学習機会が少ないとされる離島での開催ができ，親子で楽しく再生可能エネルギーについて学ぶことができ
たとの声がありました。
　また，導入セミナーへの参加者は105人と，開催時期や告知期間の不足等の要因で目標数を下回りましが，セミナーでの
アンケート回収率は約90％となり，県内事業者や自治体の興味がある発電分野や，行政に期待する取組など様々な意見を
得ることができました。これらのイベント開催は，今後，再生可能エネルギーの普及啓発を行う上でとても有意義なイベ
ントとなったと考えます。

役務費（送料） 随意契約（少額） 佐川急便（株）南九州支店（熊本県熊本市） 11,026

随意契約（少額）

随意契約（少額）

随意契約（少額）

随意契約（少額）

（有）大山教材社（鹿児島市）

（株）鹿児島新生社印刷（鹿児島市）

南日本出版（株）（鹿児島市）

一般財団法人環境技術協会等

一般財団法人環境技術協会等

鹿児島県建設センター（鹿児島市）

96,500

291,173

91,300



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等
措置

教育文化施設における再生可能
エネルギー型街路灯整備事業

鹿児島県 8,367,700 8,367,700



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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 教育文化施設における再生可能エネルギー型街路灯整備事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

○かごしま未来創造ビジョン（平成30年度～令和9年度）
6　安心・安全な県民生活の実現
（1）強靱な県土づくりと危機管理体制の強化　－　防災・減災対策の推進
7　暮らしが潤い世界につながる県土の創造
（3）個性豊かで魅力ある景観づくりと活力あるまちづくり
　・道路・公園などの都市基盤整備や市街地の整備に当たっては，機能的な都市活動を確保した環境負荷の
　少ないコンパクトなまちづくりを推進します。（抜粋）
○再生可能エネルギー導入ビジョン2018（平成30年度～令和4年度）
　第3章　第1節　再生可能エネルギー導入の基本方針と導入目標
　・県や市町村による公共施設への再生可能エネルギーの導入を積極的に進めるなど，相互に連携して再生
　可能エネルギーの導入を促進します。（抜粋）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 令和4年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県内一円

交付金事業の概要

　学校等の教育文化施設は，災害時の避難所に指定されることが多く，災害における停電時に避難者の誘導等を行うため
の照明インフラを確保することが重要です。
　そのため，住民等の利用が多く見込まれる教育文化施設において，再生可能エネルギー発電設備を併設したＬＥＤ街路
灯を設置する市町村への補助事業に交付金を充当します。

　再生可能エネルギー発電設備を併設したLED街路灯の設置に係る市町村への補助金　2町，6基

事業期間の設定理由 再生可能エネルギー導入ビジョン2018終期まで



うち文部科学省分

うち経済産業省分

再生可能エネル
ギーの普及による

温室効果ガス
(CO2)削減量
541kg/年

年間発電量×CO2
排出係数

成果実績 kg

目標値 kg 541

達成度 ％

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

利用者満足度80％
利用者アンケート
の集計結果による

成果実績 ％

目標値 ％ 80

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業実施年度の翌年度に利用者アンケート等で把握・集計を行い，事業実施の翌々年度に事業評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　当事業の実施により，町と連携した教育文化施設への再エネ街路灯設置が進み，災害における停電時に避難者の誘導等
を行うための照明インフラの確保が出来ました。今後も継続して再生可能エネルギーの導入を促進していきます。
　「施設の利用者満足度」及び「再生可能エネルギーの普及による温室効果ガス(CO2)削減量」については，令和3年度に
改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

10

達成度 ％ － 110 60

令和元年度

再エネ街路灯の整備を行う市町村へ
の補助基数

活動実績 基 － 11 6

活動見込 基 －

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

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

10

総事業費 0 14,042,920 8,367,700 22,410,620円（2ヶ年計）

交付金充当額 0 14,042,920 8,367,700

0 14,042,920 8,367,700



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等
措置

大気監視測定機器整備事業 鹿児島県 5,679,960 5,679,960

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

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

成果実績

目標値

達成度 ％

評価年度の設定理由

機器の整備を行い，正常に測定できていることを評価するため。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

・大気汚染防止法第22条　大気の汚染の状況の常時監視
　都道府県知事は，環境省令で定めるところにより，大気の汚染（放射性物質によるものを除く。）の状況を常時監視し
なければならない。
　大気の常時監視については，上記のように定められた法定受託事務であり，老朽化に伴う不具合や故障等により常時監
視できないことを防止するため，5年を超える測定機器については更新することとしています。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 薩摩川内市御陵下町，鹿児島市城南町

交付金事業の概要

　大気汚染防止法第22条に基づく大気常時監視において，老朽化に伴う不具合が発生し，常時監視に支障を来す恐れのあ
る現有機器の更新を行います。

1　一酸化炭素自動測定記録計(更新1台)
2　微小粒子状物質成分分析用サンプラー（更新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 大気監視測定機器整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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 鹿児島県環境保健センター

5,679,960

交付金事業の担当課室 鹿児島県環境保健センター

計

一般競争入札

一般競争入札

一酸化炭素自動測定記録計の更新

微小粒子状物質成分分析用サンプラーの更新

西南電気株式会社鹿児島営業所（鹿児島市）

株式会社新興精機鹿児島営業所（鹿児島市）

2,332,000

3,347,960

下期申請分　　990,000円（1台）

21,697,200 13,521,600 6,669,960

交付金事業の契約の概要

総事業費 21,697,200 13,521,600 6,669,960 41,888,760円（3ヶ年計）

交付金充当額 21,697,200 13,521,600 6,669,960 上期申請分　5,679,960円（2台）

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

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

6

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

3

達成度 ％ 100 100 100

令和元年度

大気環境監視に係る機器
の整備台数

活動実績 回 3 6 3

活動見込 回 3

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　機器の整備は予定通り完了し，大気汚染防止法第22条における大気汚染状況の常時監視が可能となったと考えていま
す。
　今後，地域の特色に応じた効果的な大気汚染物質対策の検討がなされ，地域住民の福祉の向上を図ることが期待されま
す。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

1
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

大気監視測定機器整備事業 鹿児島県 990,000 990,000

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

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

成果実績

目標値

達成度 ％

評価年度の設定理由

機器の整備を行い，正常に校正できることを評価するため。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

・大気汚染防止法第22条　大気の汚染の状況の常時監視
　都道府県知事は，環境省令で定めるところにより，大気の汚染（放射性物質によるものを除く。）の状況を常時監視し
なければならない。

・環境省「環境大気汚染常時監視マニュアル第6版，3.7　オキシダント自動測定機」に基づき目盛校正を行う。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島市城南町

交付金事業の概要

　大気汚染防止法第22条に基づき，強い酸化力を持ち高濃度ではのどへの刺激や呼吸器への影響等健康被害を及ぼすとさ
れる光化学オキシダントは常時測定しており，常に正確な測定値を表示できるように，校正を行う装置を用いて目盛校正
をすることが環境大気常時監視マニュアルで定められています。
　当該校正装置に老朽化に伴う不具合が発生すると適正な校正を行うことができず，常時監視結果に支障を来すおそれが
あるため，校正装置の更新を行います。

　オキシダント計動的校正装置　一式

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 大気監視測定機器整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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 鹿児島県環境保健センター

オキシダント計動的校正装置の更新 一般競争入札 西南電気株式会社鹿児島営業所（鹿児島市） 990,000

交付金事業の担当課室 鹿児島県環境保健センター

下期申請分　　990,000円（1台）

21,697,200 13,521,600 6,669,960

交付金事業の契約の概要

総事業費 21,697,200 13,521,600 6,669,960 41,888,760円（3ヶ年計）

交付金充当額 21,697,200 13,521,600 6,669,960 上期申請分　5,679,960円（2台）

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

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

6

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

3

達成度 ％ 100 100 100

令和元年度

大気環境監視に係る機器の整備台数

活動実績 台 3 6 3

活動見込 台 3

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　機器の整備は予定通り完了し，機器の校正が可能となったことから，大気汚染防止法第22条における大気汚染状況の常
時監視が可能となったと考えています。
　今後，校正された機器による正確な測定により，地域ごとの特色に応じた効果的な大気汚染物質対策の検討がなされ，
地域住民の福祉の向上を図ることが期待されます。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等
措置

森の研修館かごしま運営管理事
業

鹿児島県 1,174,124 1,174,124

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 第5期鹿児島県林業労働力の確保の促進に関する基本計画の終期まで

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3年度

林業従事者
1,800人

県内林業事業体を
対象とした実態調

査

成果実績 人

目標値 人 1,800

達成度 ％

評価年度の設定理由

第5期鹿児島県林業労働力の確保の促進に関する基本計画の終期の翌年度に実施

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

1 かごしま未来創造ビジョン（平成30年度～令和9年度）
    第5章 施策展開の基本方向

③ 地域産業の振興を支える人材の確保・育成
       基礎的な技能講習，能力に応じた段階的な技能実習等により，新規就業者や現場技能者の確保・育成を図ります。

2 第5期鹿児島県林業労働力の確保の促進に関する基本計画(平成29年度～令和2年度)
　　第2　林業労働力の確保の促進に関する方針
　　 関係団体等と連携しながら新規就業者の確保や定着率の向上を図るとともに，雇用管理や現場管理を統括できる経
   営感覚に優れた人材の育成に努めます。
　　 また，事業量の安定確保や収益性の向上に取り組み，林業事業体の経営基盤の強化を図るとともに，労働条件の改
    善に努め，若者が魅力を感じる林業事業体を育成します。

目標　林業従事者　1,512人（平成28年度）→ 1,800人（令和2年度末）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 姶良市蒲生町上久徳地内

交付金事業の概要

　森の研修館かごしまは，林業就業者を対象に林業に関する知識及び技術の研修を行うための施設として平成12年に整備
し運営されていますが，老朽化により機能が低下している備品等の更新に交付金を充当します。

・自動洗濯乾燥機更新：1台（洗濯8.0㎏，乾燥4.5㎏）
・機械倉庫内電灯取り替え（40W2灯：18基，20W1灯：1基）
・浄化槽ブロワーモーター交換（3相　0.2KW：1台，3相　0.4KW：2台）
　　レベルスイッチ　（原水槽用：4本，放流ポンプ槽用：3本）
　　ケーブルハンガー（放流ポンプ槽用：3個）

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 森の研修館かごしま運営管理事業



うち文部科学省分

うち経済産業省分

自動洗濯乾燥機更新

洗濯機処分

機械倉庫内電灯取り替え

浄化槽ブロワーモーター等交換

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 環境林務部森林経営課

1,174,124

交付金事業の担当課室 環境林務部森林経営課

計

91,800

3,564

374,760

704,000

随意契約（少額）

随意契約（少額）

随意契約（少額）

随意契約（少額）

海江田電機株式会社（いちき串木野市）

海江田電機株式会社（いちき串木野市）

株式会社　徳電社（鹿児島市）

16,826,400 4,431,600 1,174,124

交付金事業の契約の概要

総事業費 16,826,400 4,431,600 1,174,124 　22,432,124（3ヶ年計）

交付金充当額 16,826,400 4,431,600 1,174,124

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

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

11

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

23

達成度 ％ 100 100 143

令和元年度

森の研修館かごしまにおける
機器の整備台数

活動実績 台 24 11 33

活動見込 台 24

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本交付金の活用により，当施設における倉庫電灯や浄化槽等設備の更新により，林業従事者が労働安全衛生法に基づい
た技能講習等を受ける環境が整ったことで，新規林業就業者の確保・育成が進み，地域住民の福祉の向上が図られまし
た。
　「林業就業者」については，令和3年度に改めて達成度合いを測定予定です。

姶良衛生有限会社（姶良市）



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考

1
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

県民の森浄水場施設更新事業 鹿児島県 770,000 770,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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 県民の森浄水場施設更新事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

　鹿児島県森林・林業基本計画（平成29年度～令和10年度）
　　第二章　基本理念と目標及び目指すべき姿
　　　第2節　 目指すべき姿
　　　　　・森林・林業，木材利用等の意義や重要性について，県民の理解と関心が深まり，森林環境教育やレク
          リエーションの場としても森林が広く利用され，県内各地で県民参加による森林（もり）づくりが積極
          的に展開されること。

          目標：木材生産額の５割アップ　102億円（平成29年度）　→　150億円（令和10年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和10年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県姶良市北山

交付金事業の概要

　県民の森は，保健休養の場であるとともに，森林・林業に関する知識の向上を図る施設として利用しています。施設
は，開園から30年以上を経過し老朽化が進んでおり，水道施設機器の不都合が生じ，施設の機器更新，修繕等が必要と
なっていることから，浄水場施設機器の更新に交付金を充当します。

　揚水ポンプ更新　1台

事業期間の設定理由 県森林･林業振興基本計画の終期まで

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

県民の森施設管理
状況の良好回答の

割合80％

アンケート結果の
3ヶ年平均による

成果実績 ％

目標値 ％ 80

達成度 ％

評価年度の設定理由

施設利用者による施設管理状況アンケートの3ヶ年平均により評価するため。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本交付金の活用により，当施設における浄水場施設機器の更新が図られ，利用者の森林･林業に関する学習体験活動等を
行うための環境が整ったことで，県民の保健及び休養並びに緑化の推進，自然環境の保全等に関する知識の向上が図られ
ました。
　「施設管理状況の良好回答の割合」については，令和4年度に改めて達成度を測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

3

達成度 ％ 100 100 100

令和元年度

県民の森浄水場施設機器更新台数

活動実績 台 2 10 3

活動見込 台 2

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

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

10

総事業費 945,000 7,831,000 2,002,000 10,778,000円(3ヶ年計)

交付金充当額 945,000 7,831,000 2,002,000 R1上期申請分  　770,000円（1台）

R1下期申請分　1,232,000円（2台）

945,000 7,831,000 2,002,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 環境林務部森づくり推進課

浄水場施設更新 随意契約（少額） (株)有村メンテナンス（姶良市） 770,000

交付金事業の担当課室 環境林務部森づくり推進課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

1
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

県民の森浄水場施設更新事業 鹿児島県 1,232,000 1,232,000

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

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 県森林･林業振興基本計画の終期まで

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

県民の森施設管理
状況の良好回答の

割合80％

アンケート結果の
3ヶ年平均による

成果実績 ％

目標値 ％ 80

達成度 ％

評価年度の設定理由

施設利用者による施設管理状況アンケートの3ヶ年平均により評価するため。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

鹿児島県森林・林業基本計画（平成30年度～令和10年度）
　　第二章　基本理念と目標及び目指すべき姿
　　　第2節　目指すべき姿
　　　　　・森林・林業，木材利用等の意義や重要性について，県民の理解と関心が深まり，森林環境教育や
          レクリエーションの場としても森林が広く利用され，県内各地で県民参加による森林（もり）づく
          りが積極的に展開されること。

    目標：木材生産額の5割アップ　102億円（平成29年度）　→　150億円（令和10年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 令和10年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県姶良市北山，霧島市溝辺町有川

交付金事業の概要

　県民の森は，保健休養の場であるとともに，森林・林業に関する知識の向上を図る施設として利用しています。施設
は，開園から30年以上を経過し老朽化が進んでおり，水道施設機器の不都合が生じ，施設の機器更新，修繕等が必要と
なっていることから，浄水場施設機器の更新に交付金を充当します。

FRP製バルブ開閉台更新     　　　　  1台
送水ポンプ（カスケードポンプ）更新　 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 県民の森浄水場施設更新事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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 環境林務部森づくり推進課

浄水場施設更新 随意契約（少額） (株)有村メンテナンス（姶良市） 1,232,000

交付金事業の担当課室 環境林務部森づくり推進課

R1下期申請分　1,232,000円（2台）

945,000 7,831,000 2,002,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 945,000 7,831,000 2,002,000 10,778,000円（3ヶ年計）

交付金充当額 945,000 7,831,000 2,002,000 R1上期申請分　770,000円（1台）

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

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

10

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

3

達成度 ％ 100 100 100

令和元年度

県民の森浄水場施設機器更新台数

活動実績 台 2 10 3

活動見込 台 2

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本交付金の活用により，当施設における浄水場施設機器の更新が図られ，利用者の森林･林業に関する学習体験活動等を
行うための環境が整ったことで，県民の保健及び休養並びに緑化の推進，自然環境の保全等に関する知識の向上が図られ
ました。
　「県民の森施設管理状況の良好回答の割合」については，令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考

1
企業導入・産業活性化
に関する措置

重点業種研究開発支援事業 鹿児島県 9,470,699 8,542,383



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 企業導入・産業活性化に関する措置 重点業種研究開発支援事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

かごしま製造業振興方針(平成28年度～令和2年度)
6　振興方針　6－1振興方針の4つの柱（目標）
(1)たゆみないイノベーションと製品の開発・事業化による付加価値の創出・向上
　産学官連携や企業間連携等による，たゆみない技術研究や開発，本県の豊富な地域資源を生かした製品の開発，事業化
支援など通じ，各企業が付加価値を向上させオンリ－ワンともういべき強み(特色)を身につけることを目指す。

事業開始年度 平成28年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県内

交付金事業の概要

　県内企業の研究開発力の向上を目的に，自動車，電子及び新成長分野関連産業等の重点業種産業の振興を図るため，県
内事業者の新技術・新製品の研究開発の取り組みに交付金を充当します。

　研究開発補助金　8,542,383円 (5件)

事業期間の設定理由 かごしま製造業振興方針の終期まで

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2年度

研究開発成果を商談
(3件の商談)に結びつ
ける

商談件数

成果実績 件 3

目標値 件 3

達成度 ％ 100

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，事業実施翌年度に評価を実施



うち文部科学省分

うち経済産業省分

重点業種研究開発支援事業（補助） 補助 (有)そおリサイクルセンター（大崎町）

随意契約（特命）

補助

補助

補助

補助

（公財）かごしま産業支援センター（鹿児島市）

(株)ビルメン鹿児島（鹿児島市）

ＹＥＪガラス(株)（出水市）

(有)重久盛一酢醸造場（霧島市）

農業生産法人(有)十津川農場（南大隅町）

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　県内事業者の新技術・新製品の研究開発の取り組みへの補助を行い，支援先の事業者が研究開発成果を計3件の商談に結
びつけることに成功しました。
　今後も，本事業に取り組み，各企業の付加価値向上を図ることを継続する予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

3

達成度 ％ 166.7 100 166.7

令和元年度

補助金の採択件数3件

活動実績 件 5 3 5

活動見込 件 3

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

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

総事業費 11,676,941 11,920,004 9,470,699 33,067,644円（3ヶ年計）

交付金充当額 10,133,000 11,113,000 8,542,383

10,133,000 11,113,000 8,542,383

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 商工労働水産部産業立地課

9,470,699

交付金事業の担当課室 商工労働水産部産業立地課

計

928,316

1,824,955

1,532,180

215,700

3,511,101

重点業種研究開発支援事業の委託

重点業種研究開発支援事業（補助）

重点業種研究開発支援事業（補助）

1,458,447

重点業種研究開発支援事業（補助）

重点業種研究開発支援事業（補助）



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

職業能力開発校（吹上）空調設
備整備事業

鹿児島県 1,404,000 1,404,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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 職業能力開発校（吹上）空調設備整備事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

鹿児島県と鹿児島労働局の雇用対策協定に基づく事業計画（平成30年度版）
　第2章　平成30年度事業計画策定方針と新たな取組及び成果目標
　　本県と労働局との雇用対策協定の趣旨を踏まえ，県民の雇用の安定と地域経済の持続的発展のため，
  現下の人手不足の緩和に向けたＵＩターン就職や新規学卒者の県内就職促進を図るとともに，女性，
  高年齢者，障害を持った方々が生き生きと活躍できる就労環境の整備や「働き方改革」の推進による
  雇用環境の向上等に重点的に取り組みます。
　　2　平成30年度の取組に係る成果目標
　　（7）県立高等技術専門校の施設内訓練修了者の就職率　95％以上

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 日置市吹上町

交付金事業の概要

　本県の職業能力開発校である吹上高等技術専門校では，学科教室に空調設備が整備されておらず，訓練環境に支障が生
じています。そのため，空調設備を設置するための調査設計委託業務に交付金を充当します。

【設置機器及び仕様】
空調機器　7台
天吊り型　冷房能力　10.0kW　暖房能力　11.2kW

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

就職率
95％

（就職者＋就職退
校者）／（修了者
＋就職退校者）×

100（％）

成果実績 ％

目標値 ％ 95

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業実施の翌年度の実績により評価を実施。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　交付金の活用により，空調設備を設置する上での設計調査業務が進み，建物の構造診断や工法の検討ができました。調
査結果については，電気及び機械設備工事に活用し，今後も訓練環境の整備に取り組んでいきます。
　「就職率」については，令和2年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

7

達成度 ％ － － 100

令和元年度

吹上高等技術専門校の普通教室
における空調の設計台数

活動実績 台 － － 7

活動見込 台 －

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

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

－

総事業費 0 0 1,404,000

交付金充当額 0 0 1,404,000

0 0 1,404,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 商工労働水産部雇用労政課

吹上高等技術専門校空調整備設備実施設計委託業務 指名競争入札 (有)アムーン（鹿児島市） 1,404,000

交付金事業の担当課室 商工労働水産部雇用労政課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考

1 地域活性化措置 温排水影響調査事業 鹿児島県 6,052,167 6,052,167



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 温排水影響調査事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

川内原子力発電所に関する安全協定書
　第5条　環境放射線等の監視測定

目標：川内原子力発電所周辺海域において，水温・塩分・流況（2回）や海生生物（1回），主要魚類及び漁業実態（周
年）のモニタリング調査の内容や結果を適切に地域住民に情報提供し，周辺住民への理解促進を図ることを目指します。

「原子力安全対策連絡協議会」における報告（2回），記者発表（2回），広報誌「原子力だより」への掲載（2回）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 川内原子力発電所周辺海域

交付金事業の概要

　川内原子力発電所から出される温排水が周辺環境に与える影響について的確に把握することを目的に，発電所周辺海域
において，水温・塩分・流況等の温排水影響調査事業を実施し，調査結果を地域住民に情報提供するのに交付金を充当し
ます。

海域モニタリング調査（水温，塩分，流況，海生生物，主要魚類及び漁業実態調査），海域モニタリング技術委員会（2
回），広報誌での調査結果報告

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

・「原子力安全対策
連絡協議会」におけ
る報告（2回）
・記者発表（2回）
・広報誌「原子力だ
より」への掲載
（2回）

各種実施回数

成果実績 回 2

目標値 回 2

達成度 回 100

評価年度の設定理由

海域モニタリング調査が年度末まで行われるため，事業次年度に評価を実施。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

報償費（標本船調査謝金，委員報償費） 雇用 バッチ網標本船従事者等 271,200

旅費（出張旅費，委員旅費） 雇用 海域モニタリング技術委員会委員等 180,069

計

消耗品費 随意契約（少額） 富士ゼロックス鹿児島株式会社等（鹿児島市） 9,482

需用費（燃料費） 随意契約（少額） 山口石油店（指宿市） 7,592

使用料（会議室利用料等） 随意契約（少額） 鹿児島県信用漁業協同組合連合会等（鹿児島市ほか） 27,980

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　川内原子力発電所周辺海域の水温・塩分，流況や生物出現状況および漁業実態が適切に把握できました。調査結果につ
いては，「原子力安全対策連絡会議」における報告や記者発表，広報誌「原子力だより」への掲載，並びに年度報告書の
配布等を通じて，原子力発電に対する周辺住民への理解促進に努めたことにより，地域住民の福祉の向上が適切に図られ
たと考えています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

①1式
②2回

達成度 ％ 100 100 100

令和元年度

①海域モニタリング調査（1式）
②海域モニタリング技術委員会
                      （2回）

活動実績
①式
②回

①1式
②2回

①1式
②2回

①1式
②2回

活動見込
①式
②回

①1式
②2回

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

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

①1式
②2回

総事業費 6,044,904 6,037,214 6,052,167 18,134,285円（3ヶ年計）

交付金充当額 6,044,904 6,037,214 6,052,167

6,044,904 6,037,214 6,052,167

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 水産技術開発センター

6,052,167

交付金事業の担当課室 水産技術開発センター

温排水影響調査業務委託 指名競争入札 国際航業株式会社鹿児島支店（鹿児島市） 5,192,000

共済費（臨時職員保険料） 雇用 鹿児島労働局（鹿児島市） 3,244

賃金（臨時職員賃金） 雇用 臨時職員 360,600



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等
措置

農業大学校学生寮空調機器更新
整備事業

鹿児島県 5,335,000 5,335,000

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

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由 基本方針の期間が平成27年度から令和6年度までと設定されているため。

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5年度

新規就農率
63%

新規就農者÷卒業
生数×100

成果実績 ％

目標値 ％ 63

達成度 ％

評価年度の設定理由

令和2年度～令和4年度卒業生平均の新規就農率により，事業評価を行うため。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

＊かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針
 　4　担い手確保・育成に関する施策
　　（2）新たに就農しようとする者の確保・育成に関する施策
　　　　・　農業就業人口の減少に対応していくためには，地域農業の担い手となることが期待される
　　　　　意欲ある新規就農者を確保・育成する必要があります。
　　　　　　このため，農業高等学校，農業大学校などでの教育・研修，鹿児島県新規就農相談所等で
　　　　　の就農・就業相談活動等を推進します。

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和6年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 日置市吹上町

交付金事業の概要

　鹿児島県立農業大学校では，次代の農業及び農村を担う優れた農業者及び農村地域の指導者等の育成を行っておりま
す。
　学生は，全寮制のため学生寮に入居しておりますが，各居室に設置したエアコンが導入後16年経過し，故障が多く発生
しており，故障した際の修理部品の新たな調達も不可能な状況にあります。
　そのため，平成29年度から電源立地地域対策交付金を活用し，エアコンの更新を行っており，本年度も継続して実施し
ます。

  学生寮空調機器　46台（壁掛型　冷房能力　2.2kW,暖房能力　2.2kW）

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 農業大学校学生寮空調機器更新整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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 農業開発総合センター農業大学校教修部教務指導課

学生寮空調機器更新(46台) 指名競争入札 海江田電気株式会社（日置市） 5,335,000

交付金事業の担当課室 農業開発総合センター農業大学校教修部教務指導課

11,880,000 11,664,000 5,335,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 11,880,000 11,664,000 5,335,000 28,879,000円（3ヶ年計）

交付金充当額 11,880,000 11,664,000 5,335,000

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

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

65

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

46

達成度 ％ 100 100 100

令和元年度

更新整備された空調機器の割合

活動実績 台 56 65 46

活動見込 台 56

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　空調機器を更新したことで機器の故障がなくなり，快適な生活環境を提供することができるようになりました。これに
より学生の育成向上も図られつつあります。
「新規就農率」については令和5年度に改めて達成度合いを測定予定です。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

1
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

農業大学校畜産学部防疫対策強
化事業

鹿児島県 4,694,453 4,226,000

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

農業大学校養豚場
における防護柵整

備率
100%

防護柵整備済み延
長÷要整備延長×

100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

事業実施年度の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・施策と目標

かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針（平成27年～令和6年）
　7　生産性向上に関する施策
　　3　動植物の防疫体制に関する施策
　近隣諸国においては悪性の家畜伝染病である口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生が頻繁に見られ，引き続き国内
への侵入リスクが高いと考えられることから，各農場における飼養衛生管理基準の遵守の徹底を図るなど，侵入防止策を
強化します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 日置市吹上町

交付金事業の概要

　家畜伝染病等の対策は，飼養衛生管理基準に基づいて遵守しているところですが，平成30年に岐阜県で発生した豚コレ
ラは未だ終息の気配はなく拡大の一途を辿っており，国は疾病の感染源をイノシシとし，全国の養豚場に対し，野生動物
の侵入を防ぐための柵の設置を指導しています。
　近年，本学部養豚施設でもイノシシの侵入の痕跡が確認されており，豚コレラ侵入によって生じる豚の殺処分による学
生教育の中断や周辺養豚経営への影響等を未然に防ぐため，野生動物等の侵入防止のための柵を整備します。
・防護柵                    474.3m
　　高さ1.5m敷き網付き　    326.9m
　　高さ1.5m敷き網無し　　  130.4m
  　車両用門扉 4ｍ×4カ所    16.0m
  　人用門扉   1ｍ×1カ所　   1.0m

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 農業大学校畜産学部防疫対策強化事業

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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 農業開発総合センター農業大学校畜産学部養豚科

防護柵の整備 指名競争入札 株式会社小寺組（南さつま市） 4,694,453

交付金事業の担当課室 農業開発総合センター農業大学校畜産学部養豚科

0 0 4,226,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 4,694,453

交付金充当額 0 0 4,226,000

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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

517

達成度 ％ － － 92

令和元年度

防護柵の整備延長

活動実績 m － － 474.3

活動見込 m －

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　柵の整備を行うことにより，豚舎に出入りする学生や職員が作業を行っている家畜排泄物処理施設を衛生管理区域にで
き，地域における適正な防疫対策，地域住民の生活環境を保つことができました。
　引き続き，家畜伝染病の対策に努めます。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等
措置

フラワーパーク維持補修事業
（園内バス更新）

鹿児島県 13,090,000 13,090,000

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

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

入園者の満足度
80％

施設利用者に対す
るアンケート集計

結果による

成果実績 ％

目標値 ％ 80

達成度 ％

評価年度の設定理由

毎年度のＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため，事業実施翌年度に評価を実施

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

「鹿児島県観光振興基本方針」
　第5「観光立県かごしま」の実現に関する施策
　南薩地域　◎地域の特性　フラワーパークかごしま
　地域特性を踏まえ，豊かな自然や良好な景観等を生かした観光地を整備するとともに，他の地域とも連携した健康と癒
しをテーマとした観光等を推進します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 指宿市山川岡児ヶ水

交付金事業の概要

　フラワーパークかごしまは，花と緑のふれあいの場と併せて消費者と生産者の交流や魅力のある観光拠点として運営さ
れていますが，平成8年5月の開園から22年を経過し，耐用年数を経過した施設・機械が更新時期を迎えているため，園内
の花き，花木の適正な生産管理を行い，四季を通じた魅力ある施設運営を行うことを目的に，園内バス更新に交付金を充
当します。
○  園内バス更新　1台
　全長　4.9m
  全幅　1.85m
  全高  2.04m
・１日走行距離　30km
・乗員　　　　　13名（運転手１名＋乗客12名）
  装備品　車椅子用昇降装置,サンルーフ,雨天時の窓の曇り解消

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 フラワーパーク維持補修事業（園内バス更新）

番号 措置名 交付金事業の名称



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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 農政部農産園芸課

園内バス更新 一般競争入札 株式会社カスタムジャパン（宮崎県児湯郡川南町） 13,090,000

交付金事業の担当課室 農政部農産園芸課

0 0 13,090,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 13,090,000

交付金充当額 0 0 13,090,000

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

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

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ － － 100

令和元年度

園内バスの整備台数

活動実績 台 － － 1

活動見込 台 －

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　当事業で園内バスを更新したことにより，引き続き，高齢者や子供，体が不自由な方々でも園内全体を楽しめる環境を
整えることができました。
　「入場者の満足度」については，令和2年度に改めて達成度合いを測定予定です。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考

1
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

畜産試験場防疫対策強化整備事
業

鹿児島県 8,470,000 2,500,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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 畜産試験場防疫対策強化整備事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針（平成27年～令和6年）
　7　生産性向上に関する施策
　　3　動植物の防疫体制に関する施策
　近隣諸国においては悪性の家畜伝染病である口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生が頻繁に見られ，引き続き国内
への侵入リスクが高いと考えられることから，各農場における飼養衛生管理基準の遵守の徹底を図るなど，侵入防止策を
強化します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県霧島市国分

交付金事業の概要

　家畜伝染病等の対策は，飼養衛生管理基準に基づいて遵守しているところですが，平成30年に岐阜県で発生した豚コレ
ラは未だ終息の気配はなく拡大の一途を辿っており，国は疾病の感染源をイノシシとし，全国の養豚場に対し，野生動物
の侵入を防ぐための柵の設置を指導しています。
　県畜産試験場は｢かごしま黒豚｣等の非常に貴重な遺伝資源を維持・保存しており，今般，貴重な遺伝資源を守るため，
更なる防疫対策の強化として，養豚研究ゾーンの防疫区分に，野生動物等の侵入防止柵を整備します。
・防護柵                1,200m
　　高さ1.5m敷き網付き　  600m
　　　うち車両用門扉 4ｍ×3カ所  12m
  　　うち人用門扉   1ｍ×3カ所　 3m
      うち防護シート      600m
　　敷き網設置　　    　　600m
　　　うち防護シート　    600m

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

畜産試験場におけ
る防護柵整備率

100%

防護柵整備済み延
長÷要整備延長×

100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

事業実施年度の翌年度に評価を実施。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　事業実施により，家畜伝染病等への更なる防疫対策強化が図られたと考えています。
　引き続き，防疫対策強化に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1,200

達成度 ％ － － 100

令和元年度

防護柵の整備延長

活動実績 m － － 1,200

活動見込 m －

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

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

－

総事業費 0 0 8,470,000

交付金充当額 0 0 2,500,000

0 0 2,500,000

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

交付金事業の評価課室 農業開発総合センター畜産試験場

防護柵の設置 指名競争入札 有限会社　有村建設（霧島市） 8,470,000

交付金事業の担当課室 農業開発総合センター畜産試験場



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等
措置

北薩トンネル排水処理施設維持
管理事業

鹿児島県 22,765,000 22,688,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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 北薩トンネル排水処理施設維持管理事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

【鹿児島県環境保全計画】「第4章第3節自然あふれる癒しのかごしまづくり」「7　水・土壌環境の保全」における「公共
用水域の水質の環境基準の達成維持に努めます。」に資する事業
目標：
トンネル排水施設からの排水が環境基本法で定める環境基準値（河川，海域，湖沼等の公共用水域における水質の汚濁に
関し，維持されることが望ましい基準）ヒ素濃度0.01mg/L以下を満足すること。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 出水市高尾野町柴引地内

交付金事業の概要

　起点をさつま町泊野，終点を出水市高尾野町柴引とする北薩トンネルは，平成30年3月に完成し，供用しているところで
す。
　本トンネルは，掘削工事中に高濃度のヒ素を含む多量の湧水が発生したことから，湧水量を減らす対策工事を実施した
ところですが，完全に止水することは難しく，放流先である河川水が環境基準を超えないような対策を講じる必要が生じ
たため，湧水からヒ素の除去を化学的に行う排水処理施設（以下「施設」という）を整備したところです。
　適切な処理を行うためには，施設の管理維持費が必要であるため，今回，施設運営管理に係る費用に電源交付金を充当
する計画としています。
・施設運営管理 薬剤供給（鉄溶液，高分子凝集剤，PAC）
　　　　　　　 汚泥処理（汚泥運搬，汚泥処分，汚泥含水率測定）
　　　　　　　 水施設運転管理（運転調整，水質分析）
　　　　　　　 施設管理（接触酸化処理・逆洗排水処理設備総合点検，逆洗排水処理設備部品交換）

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

ヒ素濃度0.01mg/L
以下

水質調査の結果に
よる

成果実績 mg/L 0.01

目標値 mg/L 0.01

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

毎年度の事業実施の効果を早期に評価する必要があるため。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　環境基本法で定める環境基準値（河川，海域，湖沼等の公共用水域における水質の汚濁に関し，維持されることが望ま
しい基準）ヒ素濃度0.01mg/L以下を満たしており，十分な効果が得られたと考えます。
　引き続き，適切な処理を行うため，施設の管理維持に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

5

達成度 ％ － － 120

令和元年度

トンネル排水施設の維持管理

活動実績 回 － － 6

活動見込 回 －

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

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

－

総事業費 0 0 22,765,000

交付金充当額 0 0 22,688,000

0 0 22,688,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 土木部道路維持課

トンネル排水施設の維持管理 随意契約（特命） （株）ナガオカ（大阪府貝塚市） 22,765,000

交付金事業の担当課室 土木部道路維持課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等
措置

防災研修センター展示等改修事
業

鹿児島県 30,609,524 30,609,524



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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 防災研修センター展示等改修事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

かごしま未来創造ビジョン（平成30年度～令和9年度）
Ⅵ　安心安全な県民生活の実現
（中項目）①強靱な県土づくりと危機管理体制の強化
《10年後の将来像》
　県民や市町村，県及び防災関係機関が，それぞれの役割と責任の下に相互に連携・協働して防災・
減災対策を行う「自助」「共助」「公助」による体制が確立されています。
（小項目）①自助・共助・公助による地域防災力の強化
●　防災講演会や県総合防災訓練等を通じて，子どもを含む幅広い年齢層への防災知識の普及啓発
　及び防災意識の高揚を図ります。
●　自主防災組織の結成及び活動に対し必要な支援を行うとともに，自主防災組織の運営における
　重要な役割を担う人材の育成を行います。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 姶良市平松

交付金事業の概要

　防災研修センターは,風水害・地震等の自然災害に対する県民の防災意識の高揚や自主防災組織の活動の促進を図ることを目的
に,平成16年４月,防災に関する総合的な教育・研修の実施や情報提供等を行う施設として開設したところですが，開設から15年が
経過し，展示内容が古いままとなっていることから，近年の自然災害を踏まえ,総合的な防災対策を実効性のあるものとするため,
各種防災情報を最新のものに更新するなど,展示施設等の改修を行うものです。
（主な内容）
・展示施設の改修　　・映像機器の更新　　・展示パネルの更新
・展示模型等の新設　・展示品の購入　等

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

自主防災組織率
92%

（令和2年度実績）

自主防災組織率：
自主防災組織が組
織されている地域
の世帯数÷管内の

世帯数

成果実績 ％

目標値 ％ 92

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業実施後，翌年度の実績により評価を実施。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

随意契約（少額） 南日本テレビ映画社（鹿児島市）

随意契約（少額） 有限会社トップ商事（鹿児島市）

随意契約（少額） 鹿児島森田ポンプ株式会社（鹿児島市）

職員

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　防災研修センターの展示施設等の改修を行い，利用者に分かりやすく防災に関する情報を提供することができるようになったこ
とから，県民の防災意識の高揚につながったと考えます。
　「自主防災組織率」については，令和3年度に改めて達成度合いを測定予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

8

達成度 ％ － － 100

令和元年度

防災研修センター改修における
施設改修箇所

活動実績 箇所 － － 8

活動見込 箇所 －

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

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

－

総事業費 0 0 30,609,524

交付金充当額 0 0 30,609,524

0 0 30,609,524

交付金事業の契約の概要

防災研修センターの展示の改修等 一般競争入札 株式会社乃村工藝社（東京都港区） 30,250,000

交付金事業の担当課室 危機管理防災局災害対策課

ソーラー蓄電ラジオほか

有限会社ハマサキ（姶良市） 16,038

随意契約（少額） 株式会社馬場電機（鹿児島市） 19,063

30,609,524

防災用啓発ＤＶＤ（５作品）

車載用防災セットほか

防火ズキン（ズキメット）ほか

275,000

24,900

14,223

旅費（打合せ・検査） －

モバイルバッテリー

合　計　

2,380

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 危機管理防災局災害対策課

随意契約（少額） 水渕電機株式会社（鹿児島市） 7,920

アレルギー対応非常食ほか 随意契約（少額）



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考

1 給付金交付助成措置 原子力立地給付金交付事業 鹿児島県 657,381,782 657,381,782



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 給付金交付助成措置 原子力立地給付金交付事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿児島県

交付金事業実施場所 鹿児島県薩摩川内市，いちき串木野市，阿久根市

交付金事業の概要
原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に係る地域の理解を促進するため，小売電気事業者等から電気の供給を受けて
いる住民・企業等に対して給付金を交付します。

【薩摩川内市】
　薩摩川内市内の電灯需要家及び電力需要家に原子力立地給付金を交付することで，電気料金の実質的な割引となり，地
域住民の暮らしや企業活動の負担軽減につながり，地域振興及び住民の福祉の向上に寄与します。

【いちき串木野市】
　小売電気事業者等から電気の供給を受けている住民・企業等に給付金を交付することで，原子力関連施設の設置・運転
の理解促進を図るとともに，地域住民の福祉の向上を図ります。

【阿久根市】
　阿久根市内の電灯需要家及び電力需要家に原子力立地給付金を交付することで，電気料金の実質的な割引となり，地域
住民の暮らしや企業活動の負担軽減につながり，地域振興及び住民の福祉向上に寄与します。

事業期間の設定理由 毎年度，当該市が給付金交付事業の実施を判断しているため。

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２年度

成果実績

目標値

達成度

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため，事業実施翌年度早期に評価を実施。



交付金事業の定性的な成果及び評価等

　交付金の活用により，令和元年10月1日現在の契約状況に基づき，鹿児島県内3市の電灯需要家に379,447,250円，電力需
要家に255,704,231円の立地給付金を交付し，地域住民及び企業が生活・活動をしやすい環境を整備したことにより，当該
3市の地域住民の福祉の向上が図られたと考えます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

679,576

達成度 ％ 99 99.9 99.2

令和元年度

活動実績 延べ口数 667,123 670,781 673,861

活動見込 延べ口数 673,675

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

670,853

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

活動実績 延べ口数 145,989 145,485

155,124 151,380 154,248

達成度 ％ 93.3 99.9 94.4

【薩摩川内市】

給付金の交付件数

達成度 ％ 98.3 100 97.6

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

活動実績 延べ口数 152,460 151,380 150,504

活動見込 延べ口数

活動実績 延べkW数 1,839,979.5 1,842,091 1,811,392.5

活動見込 延べkW数 1,972,763.5 1,842,499 1,919,371.5

404,112 372,694 399,921.5

達成度 ％ 94.9 100 91.6

【いちき串木野市】

給付金の交付件数

144,549

活動見込 延べ口数 148,227 145,497 147,315

達成度 ％ 98.5 99.9 98.1
交付金事業の活動指標

及び活動実績

活動実績 延べkW数 403,040 403,809 387,853

活動見込 延べkW数 417,610 403,809 415,173

達成度 ％ 96.5 100 93.4

【阿久根市】

給付金の交付件数

活動実績 延べkW数 383,599.5 372,694 366,451.5

活動見込 延べkW数



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

総事業費 659,801,472 661,396,202 657,381,782 1,978,579,456円（3カ年計）

交付金充当額 659,801,472 661,396,202 657,381,782

659,801,472 661,396,202 657,381,782

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 鹿児島県企画部エネルギー政策課，薩摩川内市企画政策部企画政策課，いちき串木野市政策課，阿久根市企画調整課

給付金の交付事務 随意契約（公募） 一般財団法人　電源地域振興センター（東京都中央区日本橋） 657,381,782

交付金事業の担当課室 鹿児島県企画部エネルギー政策課


