
別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2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

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

鹿児島県立短期大学電気設備改
修事業

鹿児島県 2,200,000 2,200,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策と目標

鹿児島県立短期大学の施設管理計画(平成27年度～令和10年度）
　 5　施設整備の基本的な考え方
　　(2) 県立短期大学施設改修
　　　　県立短期大学のキャンパスアメニティの向上等を図るため，必要な施設改修を行う。
　　　②　教育環境上危険なもの

更新緊急度の高い
受変電設備の更新

率100％

（更新済機器数÷
更新対象機器数）

×100

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和5年度

事業期間の設定理由 鹿児島県立短期大学の施設管理計画のうち電気設備改修計画による

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和6年度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

鹿児島県立短期大学施設管理計画の最終年度の翌年度に評価を実施

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県立短期大学電気設備改修事業

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 鹿児島市下伊敷

交付金事業の概要

　本学の施設の整備年度は昭和35年度と古く，施設設備の老朽化が課題となっています。
　電気設備については老朽化による停電等の重大事故発生を防止するため，設置後の更新推奨時期を超過している第4電気
室内の受変電設備機器の更新を行いました。
　
　・第4電気室内電気設備更新
　  継電器　5A電流引外し方式　1台
 　 遮断器　遮断電流 7.2kV400A（8kA）手動式電流トリップ方式　1台
 　 高圧コンデンサ　50kVAR　1台

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

交付金事業の評価課室 鹿児島県立短期大学事務局会計課

交付金事業の活動指標
及び活動実績

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

電気設備の更新 指名競争入札 親栄電設（株）（鹿児島市） 2,200,000

交付金事業の担当課室 鹿児島県立短期大学事務局会計課

0 0 2,200,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 2,200,000

交付金充当額 0 0 2,200,000

達成度 ％ － － 100

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

受変電設備の更新台数

活動実績 台 － － 3

活動見込 台 － － 3

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　設置後の更新推奨時期を超過している第４電気室内の受変電設備機器の更新により，重大事故発生防止に寄与したと考
えております。引き続き，学内施設の維持補修により，適正な環境整備に努めていく予定です。
　「更新緊急度の高い受変電設備の更新率」については，令和6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

有

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度



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

鹿児島県立短期大学2号館外壁改
修事業

鹿児島県 810,700 810,700

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2年度）

事業期間の設定理由 鹿児島県立短期大学の施設管理計画のうち長寿命化整備の計画による

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

1～3号館の長寿命
化整備計画におけ
る施設整備計画達
成率
35.7％

（2号館の当該事
業費÷令和2～5年
度の1～3号館の施
設整備予定額）×
100

成果実績 ％

目標値 ％ 35.7

達成度 ％

評価年度の設定理由

2号館の事業終了年度に評価を実施

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

鹿児島県立短期大学の施設管理計画（平成27年度～令和10年度）
　5 　施設整備の基本的な考え方
　　(1) 大規模改修
　　　②　長寿命化整備
　　　　　　老朽化した県立短期大学校舎における教育環境の改善と長寿命化を図るため，校舎躯体の鉄筋腐食を防止
          し，長期の保全を図る改修工事等を行う。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和5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 鹿児島市下伊敷

交付金事業の概要

　本学2号館は昭和37年建築で築後56年経過し，経年劣化により壁のモルタルの浮きや鉄筋の爆裂，塗膜剥離箇所，漏水等
が随所に見受けられることから，必要箇所の改修工事を行い建物の長寿命化を図るための工事実施設計委託を行いまし
た。

　・外壁の打診調査，モルタル浮き部分等の改修，シーリング工事，外壁塗装，屋上ウレタン塗膜防水工事等に係る
　設計業務委託

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 鹿児島県立短期大学2号館外壁改修事業

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 鹿児島県立短期大学事務局会計課

県立短期大学2号館外壁改修設計委託 指名競争入札 エスアンドアール（ＪＶ）（鹿児島市） 810,700

交付金事業の担当課室 鹿児島県立短期大学事務局会計課

0 0 810,700

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 810,700

交付金充当額 0 0 810,700

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

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

－

評価に係る第三者機関等の活用の有無

有

1

達成度 ％ － － 100

令和2年度

2号館の施設整備計画の設計業務委託

活動実績 式 － － 1

活動見込 式 －

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本事業で作成した設計図面を活用し，老朽化した県立短期大学2号館の外壁改修工事を行うことで，建物の長寿命化を図
ることができると考えています。引き続き，学内施設の維持補修により，適正な環境整備に努めていく予定です。
　「1～3号館の長寿命化整備計画における施設整備計画達成率」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。

















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

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 5,512,760 5,512,760



Ⅱ．事業評価個表（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 大気監視測定機器整備事業

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3年度

成果実績

目標値

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。
　自動測定器は24時間連続稼働を長期間行うことから使用に伴う構成部品の劣化は避けることができず，環境省「環境大
気常時監視マニュアル第6版　4．3．4測定機の耐用年数」に基づき，各測定器の更新基準を設け計画的な更新を行う。

事業開始年度 令和2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 鹿児島市城南町ほか1件

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おそれの
ある以下の機器の更新を行いました。

　上期：窒素酸化物自動測定記録計　2式，非メタン炭化水素自動測定記録計　1式，微小粒子状物質自動測定記録計　1式

　下期：微小粒子状物質自動測定記録計　1式，ＰＭ2.5秤量用精密天秤　1式

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

株式会社オーケー社鹿児島（鹿児島市）

株式会社スライブ精工（鹿児島市）

2,750,000

2,762,760

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

14,686,760

交付金事業の担当課室 鹿児島県環境保健センター

窒素酸化物自動測定記録計の更新 一般競争入札 西南電気株式会社鹿児島営業所（鹿児島市） 3,894,000

非メタン炭化水素自動測定記録計の更新 一般競争入札 株式会社ジェイ･サイエンス西日本鹿児島出張所（鹿児島市） 2,530,000

微小粒子状物質自動測定記録計の更新 一般競争入札 株式会社オーケー社鹿児島（鹿児島市） 2,750,000

計

微小粒子状物質自動測定記録計の更新

PM2.5秤量用精密天秤の更新

一般競争入札

一般競争入札

0 0 0 令和2年下期申請分5,512,760円（2式）

13,521,600 6,669,960 14,686,760

交付金事業の契約の概要

総事業費 13,521,600 6,669,960 14,686,760 34,878,320円（3ヶ年計）

交付金充当額 13,521,600 6,669,960 14,686,760 令和2年上期申請分9,174,000円（4式）

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

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

3

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。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　機器の整備は計画どおり完了し，大気汚染状況について支障なく常時監視が可能となった。
　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
る。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

6

達成度 ％ 100 100 100

令和2年度

大気環境監視測定機器整備台数

活動実績 式 6 3 6

活動見込 式 6

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



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （令和2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

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 水質監視測定機器整備事業 鹿児島県 2,739,000 2,739,000

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

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

　水質汚濁防止法第15条　常時監視

　第1項　都道府県知事は，環境省令で定めるところににより，公共用水域及び地下水の水質の汚濁（放射性物質に
　　　　 よるものを除く。第17条第1項において同じ。）の状況を常時監視しなければならない。

　第2項　都道府県知事は，環境省令で定めるところにより，前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならな
い。

事業開始年度 令和2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 鹿児島市城南町

交付金事業の概要

　水質汚濁防止法第15条に基づく公共用水域の常時監視において，老朽化に伴う不具合が発生し常時監視に支障をきたす
おそれのある現有機器の更新を行いました。

　1 ＢＯＤ恒温器　1式
　2 電動ビュレット　1式
　3 ロータリーエバポレーター　1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 水質監視測定機器整備事業

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3年度

成果実績

目標値

達成度



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の成果目標
及び成果実績

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。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　機器の整備は計画どおり完了し，水質汚濁防止法第15条における公共用水域及び地下水の水質汚濁状況の常時監視が可
能となった。
　今後，公共用水域等の水質保全に資することができ，地域住民の福祉の向上を図ることが期待される。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

3

達成度 ％ － － 100

令和2年度

水質監視測定機器整備台数

活動実績 式 － － 3

活動見込 式 －

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

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

－

総事業費 0 0 2,739,000

交付金充当額 0 0 2,739,000

契約の相手方

0 0 0

0 0 2,739,000

交付金事業の契約の概要

契約金額

交付金事業の評価課室 環境林務部環境保全課

2,739,000

交付金事業の担当課室 環境林務部環境保全課

BOD恒温器（1式）の整備 一般競争入札 株式会社スライブ精工（鹿児島市） 1,430,000

電動ビュレット（1式）の整備 一般競争入札 サツマ薬品株式会社（鹿児島市） 616,000

ロータリーエバポレーター（1式）の整備 一般競争入札 サツマ薬品株式会社（鹿児島市） 693,000

計

契約の目的 契約の方法



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

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施設整備事
業

鹿児島県 1,162,480 1,162,480



Ⅱ．事業評価個表（令和2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 森の研修館かごしま施設整備事業

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
　　 Ⅺ 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  林業就業者　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年に整備さ
れ，運営されています。
　当研修館の中には，老朽化による機能低下が著しい施設があるため，本事業においては，自動洗濯乾燥機，AED（自動体
外式除細動器），自動食器洗浄機取替等事業に交付金を充当しました。
・自動洗濯乾燥機更新：3台　（洗濯8.0㎏，乾燥4.5㎏），既存洗濯機処分：3台，既存乾燥機処分：3台
・AED（自動体外式除細動器）更新：1台
・自動食器洗浄機取替：1台　（小型ドアタイプ洗浄機（3相200V)）

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

林業就業者
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



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

　本交付金を活用し，当施設における自動洗濯乾燥機，AED及び自動食器洗浄機の更新により，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。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

7

達成度 ％ 100 100 100

令和2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 11 33 7

活動見込 台 11

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

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

33

総事業費 4,431,600 1,174,124 1,340,240 6,945,964円（3ヶ年計）

交付金充当額 4,431,600 1,174,124 1,340,240 令和2年度上期申請1,162,480円（5台）

契約の相手方

令和2年度下期申請177,760円（2台）※見込

4,431,600 1,174,124 1,340,240

交付金事業の契約の概要

契約金額

交付金事業の評価課室 環境林務部森林経営課

1,162,480

交付金事業の担当課室 環境林務部森林経営課

自動洗濯乾燥機更新 随意契約（少額） オーケー電機株式会社（鹿児島市） 301,180

AED更新 随意契約（少額） 株式会社いすず医科器械（鹿児島市） 181,500

自動食器洗浄機取替 随意契約（少額） 株式会社川内厨房食器（薩摩川内市） 679,800

計

契約の目的 契約の方法









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

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 4,577,155 4,577,155



Ⅱ．事業評価個表（令和2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（令和元年度～令和10年度）
第2章 　施策の推進方針
　第1節 　基本理念と目標
　　　　　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）
　　　　　木材生産量の3割アップ　112万m3（平成29年度）→150万m3（令和10年度）
　　　　　再造林面積の倍増　　 　512ha　（平成29年度）→1,200ha（令和10年度）
　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
　　　　　的に展開されます。

事業開始年度 令和元年度 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 霧島市丹生附地内

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が，開園
から35年以上が経過し，老朽化が進んでる状況です。
　水道施設においても，老朽化による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
場施設機器の更新をおこないました。

丹生附水源地送水ポンプ（立型多段渦巻ポンプ）更新　2台（出力7.5kW，電源三相200V，口径40mm）
丹生附浄水場送水ポンプ（カスケードポンプ）更新　1台（モーター出力5.5kW，電源三相200V，口径40mm）

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6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。
　「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6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 ％ 100 100 100

令和2年度

県民の森浄水場施設機器更新台数

活動実績 台 10 3 10

活動見込 台 10

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

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

3

総事業費 7,831,000 2,002,000 10,538,155 20,371,155円（3ヶ年計）

交付金充当額 7,831,000 2,002,000 10,538,155 R2上期申請分4,577,155円（3台）

R2下期申請分5,961,000円（7台）※見込

7,831,000 2,002,000 10,538,155

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 指名競争入札 （有）黒木電気設備工業（霧島市） 4,577,155

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

1
公共用施設に係る整
備，維持補修又は維持
運営等措置

照葉樹の森浄水場施設更新事業 鹿児島県 715,000 715,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2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 照葉樹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（令和元年度～令和10年度）
第2章　 基本理念と目標及び目指すべき姿
　第1節 　基本理念と目標
　　　　　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）
　　　　　木材生産量の3割アップ　112万m3（平成29年度）→150万m3（令和10年度）
　　　　　再造林面積の倍増　　　 512ha　（平成29年度）→1,200ha（令和10年度）
　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
　　　　　的に展開されます。

事業開始年度 令和元年度 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 肝属郡錦江町田代麓地内

交付金事業の概要

　照葉樹の森は，「森林生態系保護地域」など貴重な森林に親しみながら森林・林業に関する学習体験活動ができる施設
として利用していますが，施設内には上水道が整備されておらず，森林内の水を処理して飲料水等に利用しています。
　水源地にある水中タービンポンプは設置から約20年経過し，一度も交換していないため長年の使用で不具合も発生して
おり，修理等を行いながら利用しています。水道施設管理者からも水中タービンポンプ更新の必要性の報告もあり，稼働
しなくなった場合，飲料水等の供給が行えなくなるため，浄水場施設機器の更新を行いました。

揚水ポンプ（水中タービンポンプ）1台更新（出力2.2kW，口径32mm）

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6年度

照葉樹の森施設管
理状況の良好回答

の割合90％

アンケート結果の
3ヶ年平均による

成果実績 ％

目標値 ％ 90

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，貴重な森林に親しみながら利用者の森林・林
業に関する学習体験活動等を行うための環境が整いつつあり，緑化の推進や自然環境の保全等に関する知識の向上が図ら
れました。
　「照葉樹の森施設管理状況の良好回答の割合」については，令和6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

2

達成度 ％ － － 100

令和2年度

照葉樹の森浄水場施設機器更新台数

活動実績 台 － － 2

活動見込 台 －

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

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

－

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 1,430,000

交付金充当額 0 0 1,430,000 R2上期申請分　715,000円（1台）

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） 有限会社　徳留工業（錦江町） 715,000

交付金事業の担当課室 環境林務部森づくり推進課

0 0 0 R2下期申請分　715,000円（1台）※見込

0 0 1,430,000





















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

工業技術センター研究機器整備
事業

鹿児島県 3,080,000 3,080,000

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

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和4年度

導入機器を用いた
技術相談・指導件
数：30件

令和3年度の技術
相談・指導件数の
合計

成果実績 件

目標値 件 30

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業終了後，翌年度の実績により評価を行うため

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

かごしま未来創造ビジョン（平成30年度～令和9年度）
・Ⅹ　革新的技術の導入と競争力のある産業の創出・振興
・1 　イノベーションの創出と競争力のある産業の振興
・①　たゆみないイノベーションによる付加価値の創出・向上
・産学官連携による技術・製品の研究開発を通じた既存産業の高度化・高付加価値化や，新産業の創出を図る

事業開始年度 令和2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 霧島市隼人町

交付金事業の概要

　工業技術センターで使用されている接触角計測定機は，金属材料，セラミックス，プラスチック，繊維など各種材料と
液体との親和性（ぬれ性）を評価する装置であり，県内企業への技術支援や研究開発に幅広く使用していますが，平成4年
度の導入から27年経過し，老朽化に伴う駆動部の不具合等が目立ち，測定精度等への影響が懸念されることから，当該機
器の更新を行いました。

　・接触角測定機　1台　（材料と液体との相性（ぬれ性）を評価する装置）

1 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置 工業技術センター研究機器整備事業

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 商工労働水産部工業技術センター

研究機器の購入 指名競争入札 サツマ薬品（株） 3,080,000

交付金事業の担当課室 商工労働水産部工業技術センター

0 0 3,080,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 0 0 3,080,000

交付金充当額 0 0 3,080,000

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

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

－

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2年度

接触角測定機の更新台数

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

　機器の整備後，県内企業等に対して導入した機器の紹介を行ったところ，材料表面の性能評価が求められる企業等から
特に興味を寄せていただき，今後の技術支援での使用が大いに見込まれています。各種材料表面の液体の状態評価に欠か
せない機器であるため，今後の県内ものづくり企業への支援に寄与すると考えています。
　「導入機器を用いた技術相談・指導件数」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。














