
別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号
交付金事業に要し

た経費
交付金充当額措置名

1

2

4

3 9,975,464 8,000,000

4,500,000

15,500,000

7,000,000

地域活性化措置

地域活性化措置

地域活性化措置

地域活性化措置

6,053,909

17,011,748

8,649,600

備考

上関町

上関町

上関町

上関町

交付金事業者名又
は間接交付金事業

者名

上関町営バス運行事業

上関町へき地診療所維持運営事業

上関町健康支援事業

上関町社会教育施設維持運営事業

交付金事業の名称



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
（単位：円）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

【主要政策・施策】

第4次上関町総合計画（平成27年度～平成31年度）

第3章　のびやかに生きる「歴史と未来」

第1節　豊かな創造性を育む人づくり

3.生涯スポーツの振興

2 生涯スポーツの振興

◇だれでも手軽にスポーツが楽しめるよう、運営の方法を検討し、町民グラウンドや

町民体育館・周辺等の環境を整備します。

◇住民の健康維持や体力保持の観点から、日常的な軽スポーツの普及・振興に努めます。

令和 年度 令和 年度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 上関町社会教育施設維持運営事業

事業開始年度 事業終了（予定）年度

事業期間の設定理由

上関町

交付金事業実施場所 上関町大字室津

交付金事業の概要
生涯スポーツの振興のため、管理人２名分１１ヵ月間の賃金、光熱水費等に交付金を充当します。体育館及びグ
ラウンド等の施設維持と施設の活用・利用促進を図り、スポーツを媒体とした絆づくり、地域コミュニティの連
携強化、そして元気あふれるまちづくりに繋がっていくことが期待されます。

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

元 元



令和 年度

平成 年度 平成 年度 令和 年度

平成 年度 平成 年度 令和 年度

施設維持管理 公募 住民

施設維持管理 公募 住民

電気代 随意契約 中国電力株式会社（岩国市）

水道代 随意契約 上関町

夜間照明施設保安管理業務 随意契約 一般財団法人中国電気保安協会（岩国市）

建物災害共済掛金 随意契約 一般財団法人全国自治協会（山口市）

浄化槽維持管理委託料 随意契約 有限会社ひらお（平生町）

浄化槽検査料 随意契約 一般社団法人山口県浄化槽協会（柳井市）

30 元

29 30 元

6,053,909

14,200

計

日

成果目標 成果指標 単位 評価年度

％ 118.6

交付金事業の定性的な成果及び評価等

年間利用者
体育館3,000人
グラウンド3,700人

体育館利用者＋
グラウンド利用者

成果実績 人 7,949

目標値 人 6,700

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

交付金事業の成果目標及
び成果実績

評価年度の設定理由

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

309 309

達成度 ％ 99.0 99.4 100.0

元

交付金事業の担当課室 上関町役場教育委員会

交付金事業の評価課室 上関町役場教育委員会

契約の目的

うち経済産業省分 4,500,000 4,500,000 4,500,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,500,000

309

4,500,000 4,500,000

うち文部科学省分 0

29

0

開館日

交付金事業の総事業費等 備考

総事業費 5,437,441 5,519,667 6,053,909

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

443,913

0

活動実績 日 306 307 309

活動見込

契約金額契約の相手方契約の方法

844,940

839,360

3,583,113

113,370

176,418

38,595



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
（単位：円）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

【主要政策・施策】

第4次上関町総合計画（平成27年度～平成31年度）

第1章　あたたかく生きる「人と人、花と人」

第1節　健康で暮らせるまちづくり

10.健康づくりの推進

1 生活習慣病の予防

◇自分の生活を振り返り健康的な生活習慣を身につけるなど、一次予防(生活習慣の改善)

を重視した保健活動を推進し、幼年期から老年期まで生涯を通じたライフスタイルの

改善を図ります。

◇生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、特定健康診査・がん検診は個人が生活

習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、受診率の向上を図るとともに、行動変容につな

がる保健指導の充実を図ります。

◇かかりつけ医や保険・医療・福祉・介護関係者との連携強化を進めます。

令和 年度 令和 年度

番号 措置名 交付金事業の名称

2 地域活性化措置 上関町健康支援事業

事業期間の設定理由

上関町

交付金事業実施場所 上関町内一円

交付金事業の概要
住民の健康づくりと安心できる生活を確保するため、保健師３名の人件費に交付金を充当します。健康寿命の長
期化に取り組み、町民の健康維持が期待されます。

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

事業開始年度 元 事業終了（予定）年度 元



令和 年度

平成 年度 平成 年度 令和 年度

平成 年度 平成 年度 令和 年度

保健師の人件費 雇用 保健師

保健師の人件費 雇用 保健師

保健師の人件費 雇用 保健師

元

交付金事業の総事業費等 29 30 元 備考

総事業費 16,337,569 16,558,206 17,011,748

6,487,784

5,487,924

5,036,040

14,800,000 15,500,000

計 17,011,748

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

120.0

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。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 29 30 元

保健師の雇用量
人数×月数

活動実績 人・月 36 36 36

活動見込 人・月 36 36

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

健診受診者率
20％

受診者数÷国保被保
険者数×100

成果実績 ％ 24.0

目標値 ％ 20.0

達成度 ％

36

達成度 ％ 100.0 100.0 100.0

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

うち文部科学省分 0 0 0

うち経済産業省分 14,600,000 14,800,000 15,500,000

交付金充当額 14,600,000

上関町役場保健福祉課

上関町役場保健福祉課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
（単位：円）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

【主要政策・施策】

第4次上関町総合計画（平成27年度～平成31年度）

第1章　あたたかく生きる「人と人、花と人」

第1節　健康で暮らせるまちづくり

9.地域医療の充実

4 医療従事者の確保

◇へき地、離島に勤務する医療従事者の養成・確保を図り、地域の実情を踏まえた医療の

提供ができるように努めます。

令和 年度 令和 年度

番号 措置名 交付金事業の名称

3 地域活性化措置 上関町へき地診療所維持運営事業

上関町

交付金事業実施場所 上関町内一円

交付金事業の概要
医療体制が整っていないので、住民の日常生活の安心を確保するため看護師２名の人件費に交付金を充当しま
す。それにより身近な場所で地域医療が受けられ、看護師に相談できる環境を設けることで住民の安心確保が期
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

事業開始年度 元 事業終了（予定）年度 元

事業期間の設定理由



令和 年度

平成 年度 平成 年度 令和 年度

平成 年度 平成 年度 令和 年度

看護師の人件費 雇用 看護師

看護師の人件費 雇用 看護師

元

9,200,000 9,200,000 8,000,000

成果指標 単位 評価年度

診療所の年間開設日
数300日

看護師が診療所に勤
務する日数

評価に係る第三者機関等の活用の有無

6,136,104

3,839,360

交付金事業の契約の概要

契約の目的

無

成果実績 日 360

目標値 日 300

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標

達成度 ％ 120.0

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

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 29 30 元

看護師の雇用量
人数×月数

活動実績 人・月 36 36 24

活動見込 人・月 36 36 24

達成度 ％ 100.0 100.0 100.0

交付金事業の総事業費等 29 30 元 備考

総事業費 14,350,917 15,459,007 9,975,464

交付金充当額 9,200,000 9,200,000 8,000,000

うち文部科学省分 0 0 0

交付金事業の担当課室 上関町役場保健福祉課

契約の相手方 契約金額

計 9,975,464

交付金事業の評価課室 上関町役場保健福祉課

うち経済産業省分

契約の方法



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
（単位：円）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

【主要政策・施策】

第4次上関町総合計画（平成27年度～平成31年度）

第1章　あたたかく生きる「人と人、花と人」

第2節　安全で快適な生活基盤づくり

1.生活道路・交通網の充実

2 バス運行の改善

①循環バスの運行

◇スクールバスと町営バスとの合理化を検討し、医療・福祉機関と各地区を結ぶ

町内循環バスの運行を図ります。また、一部地域においては、デマンド方式等の

新たな運行形態の導入も検討します。

令和 年度 令和 年度

番号 措置名 交付金事業の名称

4 地域活性化措置 上関町営バス運行事業

上関町

交付金事業の概要
町内には公共交通機関がなく、町営バスは必要不可欠な交通手段であり、住民の日常生活における交通の利便性
を高めるため町営バス２路線の運行業務委託費に交付金を充当します。町内２路線のバス運行を行うことで、住
民の日常生活における交通の利便性確保が期待されます。

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

事業開始年度 元 事業終了（予定）年度 元

交付金事業実施場所 上関町内一円

事業期間の設定理由



令和 年度

平成 年度 平成 年度 令和 年度

平成 年度 平成 年度 令和 年度

四代～柳井病院線 指名競争入札 有限会社平生タクシー（平生町）

大津～中の浦線 指名競争入札 有限会社平生タクシー（平生町）

元

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

運休回数0件
雨や台風等の自然災
害以外による運休

成果実績 件 0

目標値 件 0

達成度 ％ 100.0

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

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 29 30 元

バスの運行総量
路線数×便数×運行日数

活動実績 便 2,895 2,898 2,896

活動見込 便 2,904 2,904 2,912

達成度 ％ 99.7 99.8 99.5

交付金事業の総事業費等 29 30 元 備考

総事業費 9,104,400 9,104,400 8,649,600

交付金充当額 7,000,000 7,000,000 7,000,000

うち文部科学省分 0 0 0

4,761,600

3,888,000

計 8,649,600

交付金事業の担当課室 上関町役場保健福祉課

交付金事業の評価課室 上関町役場保健福祉課

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

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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

1 地域活性化措置 イベント事業 上関町 6,262,962 4,700,000

3
4

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

2



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 イベント事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 上関町
交付金事業実施場所 上関町大字室津

交付金事業の概要
上関町の観光振興を図るため、7月22日に「上関水軍まつり」を実施しました。室津港湾埋
立地を会場として花火の打ち上げを行い、3,000人の来場者があったことで、観光振興・地
域活性化に繋がっていくことが期待されます。

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

【主要政策・施策】
第4次上関町総合計画（平成27年度～平成31年度）
　第2章　いきいきと生きる「海の恵みと人の技」
　　第1節　魅力ある産業づくり
　　　1.観光の振興
　　　　３観光客の掘り起しと情報発信
　　　　　②各種観光イベントを通じた観光情報の発信
　　　　　　◇町内で開催される各種観光イベントは、町内情報を発信する
　　　　　　　重要な機会と位置づけ、積極的に支援するとともに、新たな
　　　　　　　観光イベント等の開催も検討します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度



うち文部科学省分 0 0 0

うち経済産業省分 6,920,000 7,000,000 4,700,000

交付金事業の担当課室 上関町役場産業観光課

交付金事業の評価課室 上関町役場産業観光課

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
上関町観光協会（上関町） 6,262,962随意契約（特命）イベント実施の委託

6,920,054 7,161,294 6,262,962

交付金充当額 6,920,000 7,000,000 4,700,000

総事業費

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 イベント開催回数1回

活動実績 回 1 1 1
活動見込 回 1 1 1

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 29年度 30年度 令和元年度

達成度 % 100.0% 100.0% 100.0%

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
成果実績 人 3,000

交付金事業の成果目標
及び成果実績

目標値 人 8,000
達成度 % 37.5%

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

来場者数
8,000人以上

駐車台数×4名
＋町民＋関係

者

イベント予定日に台風が上関町へ最接近する予報となっており、イベントの実施は不可能
と判断されました。花火については延期とし、22日に改めて打ち上げることになりまし
た。本来のイベント時における駐車場は複数カ所用意していましたが、22日は1カ所のみと
なり、3,000名の来場者となりました。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

備考

上関町

上関町

上関町

交付金事業者名又
は間接交付金事業

者名

学校施設維持運営基金造成事業

上関小学校タブレット購入事業

室津港湾公有地公園整備工事

交付金事業の名称

24,000,000

2,000,000

3 10,000,000 10,000,000

公共用施設に係る整
備、維持補修又は
維 持 運 営 等 措 置

公共用施設に係る整
備、維持補修又は
維 持 運 営 等 措 置

公共用施設に係る整
備、維持補修又は
維 持 運 営 等 措 置

29,001,500

3,119,040

1

2

番号
交付金事業に要し

た経費
交付金充当額措置名



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
（単位：円）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

【主要政策・施策】

第4次上関町総合計画（平成27年度～平成31年度）

第1章　あたたかく生きる「人と人、花と人」

第2節　安全で快適な生活基盤づくり

1.生活道路・交通網の充実

4 室津港湾公有地の活用

①みなとオアシス計画

◇室津港湾公有地を「みなと」の施設（桟橋・係留施設等）および道の駅、総合文化セン

ターと一体的に整備し、地域交流拠点（公園・広場等）として地域住民や観光客など多

くの人が気軽に立ち寄り交流する憩いの場、いわゆる「オアシス」として活用していき

ます。

令和 年度 令和 年度

周辺を巻き込んだにぎわいや交流の拠点づくりを行うため室津港湾公有地に公園を整備します。室津港湾を中心
に周辺の公有地を有効に活用して、買い物、文化等の地域活動、交流、特産品振興、観光等のにぎわいの拠点を
整備することにより、地域振興を図ることが期待されます。

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

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
室津港湾公有地公園整備工事

事業開始年度 事業終了（予定）年度

事業期間の設定理由

上関町

交付金事業実施場所 上関町大字室津

交付金事業の概要

元 元



令和 年度

平成 年度 平成 年度 令和 年度

平成 年度 平成 年度 令和 年度

工事 指名競争入札 有限会社難波建設（上関町）

契約金額契約の相手方契約の方法

29,001,500

0

活動実績 ％ 24.0 44.0 100.0

活動見込

120.0 110.0 100.0

工事進捗率 ％

成果目標 成果指標 単位 評価年度

％

交付金事業の担当課室 上関町役場教育委員会

交付金事業の評価課室 上関町役場教育委員会

29,001,500

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

交付金事業の成果目標及
び成果実績

評価年度の設定理由

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

40.0 100.0

達成度 ％

契約の目的

うち経済産業省分 24,000,000 18,500,000 24,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 24,000,000

20.0

18,500,000 24,000,000

うち文部科学省分 0 0

交付金事業の総事業費等 備考

総事業費 24,329,160 19,488,600

0.0

交付金事業の定性的な成果及び評価等

利用者の満足度70％
以上

利用者対象の
アンケート

成果実績 ％

目標値 ％ 70.0

達成度

2

29,001,500計

29 30 元

29 30 元



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
（単位：円）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

【主要政策・施策】

第4次上関町総合計画（平成27年度～平成31年度）

第3章　のびやかに生きる「歴史と未来」

第1節　豊かな創造性を育む人づくり

1.学校教育の振興

2 小・中学校の環境整備

②情報教育の推進

◇進化を続ける情報化社会に対応できる人材を育成するため、ICT環境整備を継続的に

推進していきます。また、教員の対応知識・指導力の向上や情報モラル教育の一層の

充実を図ります。

令和 年度 令和 年度

上関町

交付金事業実施場所 上関町大字長島

交付金事業の概要
総合計画に則り、進化を続ける情報化社会に対応できる人材を育成するため、ICT環境整備を推進していく計画
です。小学校にタブレット21台整備し、情報社会に対応できる人材を育成していけることが期待されます。

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

事業開始年度 元 事業終了（予定）年度 元

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
上関小学校タブレット購入事業

事業期間の設定理由



令和 年度

令和 年度

令和 年度

タブレット21台購入 指名競争入札 株式会社三知（光市）

元

上関町役場教育委員会

上関町役場教育委員会

交付金充当額 2,000,000

％ 100.0 #DIV/0! #DIV/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

うち文部科学省分 0 0 0

うち経済産業省分 2,000,000

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

タブレット
活用児童100%

授業参加
児童数

成果実績 ％ 100.0

目標値 ％ 100.0

達成度 ％ 100.0

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、事業実施年度早期に評価を実施。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 元

タブレット導入

活動実績 台数 21

活動見込 台数 21

達成度

3,119,040

0 0

計 3,119,040

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

交付金事業の総事業費等 元 備考

総事業費 3,119,040



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
（単位：円）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

【主要政策・施策】

第4次上関町総合計画（平成27年度～平成31年度）

第3章　のびやかに生きる「歴史と未来」

第1節　豊かな創造性を育む人づくり

1.学校教育の振興

1 小中一貫教育の推進

中学校卒業後の子どもの姿をイメージしながら、目指す児童・生徒像「見通しをもって

他者とかかわり、自らを高めていこうとする子」を共有し、その実現に向けた9年間の

義務教育を目指します。また、一貫教育の4つの柱として「教育段階の工夫」、「学力の

向上」、「心の教育の充実」、「交流行事、総合的な学習の時間の改善」を揚げ、21世紀

を生きる、心豊かでたくましい児童生徒の育成を図ります。

令和 年度 令和 年度

公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

学校施設維持運営基金造成事業

番号 措置名 交付金事業の名称

3

事業開始年度 元 事業終了（予定）年度 元

事業期間の設定理由

上関町

交付金事業実施場所 上関町大字長島

交付金事業の概要
上関町立学校施設維持運営基金の追加造成します。小・中学校の9年間を一貫した教育を推進しており、中学校
卒業後の子どもたちの姿をイメージしながら、目指す児童・生徒像を共有し、その実現に向けた義務教育を行っ
ていますので、児童生徒全員が輝かしい未来へ歩んでいけることが期待されます。

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



令和 年度

平成 年度 令和 年度

平成 年度 令和 年度

基金造成 積立 -

交付金事業の評価課室 上関町役場教育委員会

9,000,000 10,000,000うち経済産業省分

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法

350

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

年間授業日数
350日以上

小中学校の
授業日数

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

成果実績 日

目標値 日

達成度 ％

評価年度の設定理由

基金事業終了後に評価を実施するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 30 元

光熱水費等の支払義務の履行

活動実績 ％ 100 100

活動見込 ％ 100 100

達成度 ％ 100.0 100.0

交付金事業の総事業費等 30 元 備考

うち文部科学省分 0 0 0

交付金事業の担当課室 上関町役場教育委員会

総事業費 9,000,000 10,000,000

交付金充当額 9,000,000 10,000,000 0

契約の相手方 契約金額

10,000,000

計 10,000,000

7


