
別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和２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

市総事業費
1,078,000

2
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
農林業振興センター8号ハウス硬
質フィルム張替事業

阿久根市 6,800,000 6,800,000
市総事業費
7,150,000

1
公共用施設に係る整備，
維持補修又は維持運営等措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
西目地区集会施設冷暖房機取替
事業

阿久根市 1,000,000 1,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

成果目標 成果指標 単位 評価年度

西目地区集会施設の年
間利用者数　20,000人

１日ごとの利用者
数の合計

成果実績 人

目標値 人 20,000

達成度 ％

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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　西目地区集会施設冷暖房機取替事業

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

阿久根市まちづくりビジョン（第2期笑顔あふれる阿久根市人口ビジョン及び総合戦略）（令和2年度～令和6年度）
　基本目標6　協働・連携で明るい未来を開くまち
　　基本政策1　市民参加と地域コミュニティの活性化
　　　施策分類②　地域コミュニティの活性化
　　　　・人口減少が進む中，地域の活力は減退する傾向にあり，集落機能の維持は大きな課題となっています。
　　　　　それぞれの地域が抱える課題を把握，解決し，コミュニティの充実を図るとともに良好な地域社会の
　　　　形成に向けた取組が必要です。

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 阿久根市

交付金事業実施場所 阿久根市西目

交付金事業の概要

　西目地区集会施設は平成6年の竣工から，地域住民の交流及び緊急的避難施設として多くの方に活用されてきました。し
かし，当該施設は竣工から経年劣化が進み，特に施設に常設してある冷暖房機は耐用年数の超過により機器の更新が必要
です。地域住民の憩いの場の機能を継続させるために，利用頻度の高い小会議室用の冷暖房機取替えに本交付金を充当し
ました。

・冷暖房機床置型（耐塩仕様）設置
（小会議室用　三相200Ⅴ，12.5kW，1台）

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和4年度

評価年度の設定理由

事業実施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

式 － － 1

達成度 ％ － － 100

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，耐用年数の超過により機器の更新が必要となっていた阿久根市の西目地区集会施設冷暖房機を
更新することができました。これにより，当該施設の主な利用者である地域住民が安心及び快適に施設を使用でき，利便
性向上が図られました。
　「西目地区集会施設の年間利用者数」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。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 0 0 1,078,000

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

冷暖房機取替数

活動実績 式 － － 1

活動見込

交付金充当額 0 0 1,000,000

0 0 1,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 阿久根市農政課

冷暖房機取替 指名競争入札 (株)大石電機設備工業（阿久根市） 1,078,000

交付金事業の担当課室 阿久根市農政課



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

％

交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和4年度

評価年度の設定理由

事業実施翌年度の実績により評価を実施。

成果目標 成果指標 単位 評価年度

豆類実証試験数
2件

年間実証試験数の
合計

成果実績 件

目標値 件 2

達成度

交付金事業の概要

　阿久根市農林業振興センターは，農村の環境を整備するために各部門の重点品目の試験及び実証を行い，農家が抱えて
いる諸問題の解決を図ることを目的として運営しています。当該施設の8号ハウスでは，市重点作物である豆類の実証試験
に使用していますが，天井の経年劣化に伴うフィルム損傷や天窓枠等の腐食による雨漏りが生じており，実証試験が困難
な状況です。今後一定の試験を実施し，農家からの試験要望等に応えるため，フィルム張替工事に交付金を充当しまし
た。

8号ハウス硬質フィルム張替工事　12ｍ×48ｍ

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

阿久根市まちづくりビジョン（第2期笑顔あふれる阿久根市人口ビジョン及び総合戦略）（令和2年度～令和6年度）
　基本目標1　地域の資源を生かした「にぎわい」のあるまち
　　基本政策1　農林水産業の振興
　　　施策分類①　農業の振興
　　　　・6次産業化や農商工連携の推進，農畜産物のブランド・高付加価値化，販路の拡大や消費促進，
　　　　ICT等を活用した超省力・高品質生産を実現するスマート農業の推進を図ります。

事業開始年度

事業期間の設定理由

令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　農林業振興センター8号ハウス硬質フィルム張替事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 阿久根市

交付金事業実施場所 阿久根市赤瀬川



うち文部科学省分

うち経済産業省分

単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

ハウス硬質フィルム張替工事

活動実績 式 － － 1

活動見込 式 － － 1

達成度 ％ － － 100

交付金事業の担当課室 阿久根市農政課農林業振興センター

交付金事業の評価課室 阿久根市農政課農林業振興センター

0 0 6,800,000

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

ハウス硬質フィルム張替工事 条件付一般競争入札 文明農材(株)（日置市） 7,150,000

交付金充当額 0 0 6,800,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備考

総事業費 0 0 7,150,000

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標

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，経年劣化に伴うフィルム損傷や天窓枠等の腐食による雨漏りが生じていた阿久根市の農林業振
興センター8号ハウスの硬質フィルムを張り替えることができました。これにより，市内農家から当該施設への試験要望等
に応えることが可能となり，今後一定の試験を実施することで，農家が抱えている諸問題の解決を図ります。
　「豆類実証試験数」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。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無









別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2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

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
青年の家旧館屋上防水改修工事

出水市 9,000,000 9,000,000

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

市総事業費
10,043,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2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

令和3年度

評価年度の設定理由

改修年度の翌年度の利用実績を用いて評価を行うため。

成果目標 成果指標 単位 評価年度

施設利用者満足度 90%
（アンケート）

施設利用者満足
度：（施設に対す
る要望なし）÷施
設利用者数×100

成果実績 %

目標値 % 90

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

第二次出水市総合計画基本計画（平成30年度～令和4年度）
  第4章　郷土を愛し文化を伝え豊かな心を育むまちづくり
　　第2節　社会教育の充実
　　　2　青少年教育の充実
　　　　・家庭，学校及び地域社会が連携し，それぞれの教育力を十分に発揮しながら，自然，伝統，文化を
        はじめとする地域の特性を生かした，様々な人々との交流による体験活動やボランティア活動などの
        機会を提供します。

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 出水市

交付金事業実施場所 出水市武本地内

交付金事業の概要

　青年の家旧館は昭和44年6月に開所し，市内及び近隣市町の青少年教育のための宿泊研修施設として研修受入を行ってい
ますが，建設後50年が経過し老朽化が激しく，屋上や外壁の劣化により各所に雨漏りが発生し，屋内の腐食や壁面の剥離
が生じている状況であるため，平成30年度から年次的に改修を実施しているところです。
本年度は1階及び2階部分の屋上防水工事を行うことで施設の劣化防止と機能維持を図り，利用者の安全と利便性の向上を
図りました。

　防水工事　ウレタン塗膜　A=756㎡

令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2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 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　青年の家旧館屋上防水改修工事

番号 措置名 交付金事業の名称

達成度 ％



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の評価課室 出水市青年の家

屋根防水工事 指名競争入札 株式会社福永塗装工業（出水市） 10,043,000

交付金事業の担当課室 出水市青年の家

0 0 9,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金充当額 0 0 9,000,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 0 0 10,043,000

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

屋上防水改修工事面積

活動実績 ㎡ － － 756

活動見込

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本補助金を活用し屋上防水工事を実施したことにより，施設の劣化防止や機能維持が図られ，大雨等による雨漏りの心
配もなくなり，利用者が安心して研修を行うことができるようになりました。
　「施設利用者満足度」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

㎡ － － 756

達成度 ％ － － 100


















































