










































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
0

1 地域活性化措置

鹿児島県電源立地地域対策
補助金事業
たるみず特産品販路拡大支援事
業

垂水市 0 0



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 ％

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　たるみず特産品販路拡大支援事業

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

垂水市まち・ひと・しごと創生総合戦略(令和2年度～令和6年度)
基本目標1　稼ぐ地域をつくるとともに，安心して働けるようにする
 　2　安心して働ける環境の実現
　　（1）地域産業の担い手の確保・育成
　　　⑨　たるみず観光物産販路拡大支援事業
　　　　　地元企業の販路拡大を図るため，国内外で商談する機会を設けるとともに，商談相手のニーズ
　　　　調査を踏まえた商談づくりを進めます。

　　　　目標：物産展等における商談件数　令和2年度から令和6年度　累計40件

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 垂水市

交付金事業実施場所 東京都

交付金事業の概要

　垂水市は，豊かな自然，食がありますが，地域経済の規模が縮小し，後継者不足が生じているため，国内向けの販路開
拓への取組を支援しており，一過性とならない継続的な取組を目的に，平成27年度から都市圏での効果的な特産品販路拡
大事業を行っています。
　本年度においては，ヤフー株式会社社員食堂でのイベントを行う予定でしたが，新型コロナウィルス感染拡大防止及び
開催予定地のヤフー株式会社における従業員のリモート勤務による食堂の利用減少により事業実施が難しく，イベントを
中止することを決定したため事業を廃止しました。

委託内容
1．鹿児島たるみずフェアの中止
2．特産品の販売 の中止

令和2年度 事業終了（予定）年度 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2年度

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。

0

成果目標 成果指標 単位 評価年度

商談成立　5件
鹿児島たるみず

フェア，特産品販
売による商談件数

成果実績 ％ 0

目標値 ％ 5



うち文部科学省分

うち経済産業省分

回 － 2 2

達成度 ％ － 100 0

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止により，事業を中止せざるを得ませんでしたが，当事業は国内向けの販路
開拓への取組を支援しており，来年度も内容の検討，見直しを行いつつ，一過性とならない継続的な取組を目的に，都市
圏での効果的な販路拡大に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

有・垂水市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会　15名

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 10,725,000 0 10,725,000円（2ヶ年計）

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

鹿児島たるみずフェア，特産品販売等の
実施回数

活動実績 回 － 2 0

活動見込

交付金充当額 0 4,600,000 0

0 4,600,000 0

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 垂水市水産商工観光課

交付金事業の担当課室 垂水市水産商工観光課









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
市道香月・若浜線舗装工事

志布志市 4,400,000 4,400,000

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
5,324,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 第2次志布志市総合振興計画前期計画の終期まで

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

第2次志布志市総合振興計画前期計画の終期の翌年度に評価を実施

成果目標 成果指標 単位 評価年度

市道の整備率
90％

（整備を行った市
道の延長/整備を
行う市道の延長）

×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2次志布志市総合振興計画（前期計画：平成29年度～令和3年度）
　基本目標2＜生活環境＞自然や風土と共生する安心で豊かなまち
　　2-1　憩いにあふれ住みたくなるまち
　　　施策3生活道路の整備
　　　　（2）新設改良から維持補修へ転換し，適正な舗装打換や橋りょう補修による施設の長寿命化に努めます。

  目標：市道の整備率　現状値87.2％（平成27年度）→目標値90.0％（令和3年度）

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 志布志市

交付金事業実施場所 志布志市志布志町志布志地内

交付金事業の概要

　市道香月・若浜線は，国道220号線に接続し，国際港湾である志布志市港やＪＲ志布志駅へのアクセス道路で市外中心部
住宅密集地に位置し，国道と当該市道との接続地に市内で児童数の最も多い香月小学校や隣接する県立志布志高等学校が
あり，児童生徒の通学道路や生活道路となっていますが，当該市道は舗装後40年以上が経過しており，経年劣化による路
面の損傷が著しく，路面全般にひび割れや凹凸が散在し車両運行時の振動に関する相談や苦情がよせられているため，当
該舗装工事に交付金を充当しました。

・As舗装工　L=100m，A=815.0m
2
，W=7.1m～10.8m

平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3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　市道香月・若浜線舗装工事

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 志布志市建設課

道路工事 条件付一般競争入札 有限会社　中村工務店(志布志市) 5,324,000

交付金事業の担当課室 志布志市建設課

4,400,000 4,400,000 4,400,000

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 4,400,000 4,400,000 4,400,000

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 4,483,560 4,628,476 5,324,000 14,436,036円（3ヶ年計）

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

整備を行う市道の延長

活動実績 m 175 100 100

活動見込

交付金事業の定性的な成果及び評価等

 市道香月・若浜線の道路舗装を行ったことにより，市道の整備率が向上（ (令和2年度）市道の整備率　実績87.3％）
し，地域住民の安全な通行が確保され，福祉の向上が図られました。
　「市道の整備率」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

m 175 100 100

達成度 ％ 100 100 100



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

町総事業費
451,000

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
やぶさめの里総合公園景観整備
用芝刈機購入事業

肝付町 451,000 451,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

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　やぶさめの里総合公園景観整備用芝刈機購入事業

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

第2次肝付町総合振興計画（基本計画〈前期〉：平成29年～令和3年度）
　基本目標１　経済・産業　地域資源のブランド化と融合により，新たな活力を創生するまちづくり
　　基本方針⑥　観光の振興
  （3）観光施設の整備・改善
　　　 既存施設・設備の補修　設置以来年月が経過し劣化している施設の補修を行い，長寿命化を図ります。
　
       指標　 入込観光客数　現状37万人（平成29年度）　目標→41万人（令和3年度）

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 肝付町

交付金事業実施場所 肝付町新富

交付金事業の概要

　やぶさめの里総合公園は，住民の健康増進やレクリエーションの拠点であるとともに観光・交流の主要施設とし位置づ
けられており，世代を問わず多くの人に利用されていますが，公園を適正に管理するための芝刈り機が故障していること
から，広大な公園敷地を管理するための芝刈り機の更新を行いました。

　自走式芝刈機　1台
（刈幅　630mm，刈高　20～80mm，排気量　251cc，最大出力　5.9kW，始動方式　リコイル式，
　タンク容量　6.0リットル，能率　1.58反/h）

令和2年度 事業終了（予定）年度 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4年度

評価年度の設定理由

第2次肝付町総合振興計画の評価年度の翌年度に評価を実施

成果目標 成果指標 単位 評価年度

【入込観光客数】
41万人

町内の入れ込み観
光客数計

成果実績 人

目標値 人 410,000



うち文部科学省分

うち経済産業省分

台 － － 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，当該施設の適正な管理が可能となりました。引き続き，施設の適正な管理を行い，住民の健康
増進やレクリエーション等多くの人に利用される施設となるよう努めます。
　「入込観光客数」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 0 451,000

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

草刈機の整備台数

活動実績 台 － － 1

活動見込

交付金充当額 0 0 451,000

0 0 451,000

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 肝付町産業創出課

備品購入 指名競争入札 白坂農機（肝付町） 451,000

交付金事業の担当課室 肝付町産業創出課








