
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

3,000,000

1
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

龍神温泉センター空調設備更
新事業

田辺市 4,565,000

2
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

三川福祉センター空調設備更
新事業

田辺市 5,670,000

2,500,000

交付金充当額 備　　考番号 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

3
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

世界遺産熊野本宮館回廊改修
事業

田辺市 3,994,920

3,500,000

（単位：円）



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
龍神温泉センター空調設備更新事業

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
その目標

第2次田辺市総合計画
政策：第2章「活力」
施策：5．観光
単位施策：（1）観光
②　観光客数が高い数値で推移し、外国人観光客の更なる増加が予想される中、観光施設の機能の充実
　　やおもてなし力の向上がより一層求められています。

・来訪者が安心かつ安全に利用でき、また満足感が得られるような施設運営に努めるとともに、再び訪
　れたいと感じてもらえるよう、施設機能の充実に取り組みます。

目標：当該施設における空調機器不具合件数0件（平成31年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 田辺市

交付金事業実施場所 田辺市龍神村

交付金事業の概要

　田辺市龍神温泉センターで使用している空調設備について、平成11年度に施設が建替えされた時から
使用しており、19年以上経過しています。当該設備につきましては、温度管理不調、水漏れが等の不具
合が発生しており、利用者が快適で、安心して利用できる状態を確保するため、早急に当該設備を改修
しました。



無

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

当該施設における空調
機器不具合件数0件

更新された空調機器数
×温度管理等不具合発
生件数

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、事業実施後早期に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 件 0

目標値 件 0

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

事業開始年度 令和元年度 事業終了年度 令和元年度



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の担当課室 商工観光部観光振興課

交付金事業の評価課室 企画部企画広報課

物品購入 指名競争入札 岩本電気産業株式会社 4,565,000

3,500,000

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

計 4,565,000

交付金充当額 3,500,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備考

総事業費 4,565,000

交付金事業の活動指標及び活動
実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 　　年度

達成度 % 100

空調設備更新

活動実績 式 1

活動見込 式 1



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

2
公共用施設に係る整備、維持補

修又は維持運営等措置
三川福祉センター空調設備更新事業

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
その目標

第2次田辺市総合計画
政策：第5章「安心」
施策：3．福祉
単位施策：（3）高齢者福祉
⑥　居住者等の安全確保のため、生活支援ハウスなど、高齢者福祉施設の適切な管理が
　　必要であるとともに、介護を必要とする高齢者が尊厳を持って生活を送ることがで
　　きるよう、施設サービスの充実や環境づくりが必要です。

・居宅生活に不安を持つ高齢者が安心して生活できるよう、必要に応じて生活支援ハウ
　スなどの居場所を提供します。

目標：当該施設における空調機器不具合件数0件（平成31年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 田辺市

交付金事業実施場所 田辺市向山

交付金事業の概要

　田辺市では高齢者福祉の増進を図るため、生活支援ハウス運営事業を実施しており、三川福祉セン
ターについては旧大塔村が平成９年に設置した施設です。当該施設において開所当初から使用している
デイサービスルームや厨房、ホール系統の空調設備について、老朽化による温度管理の不調等の不具合
が発生し、事業運営に支障を来たしているため、当該設備を更新しました。



無

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　　平成31年度

三川福祉センター入居
者のＱＯＬの向上

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、事業実施後早期に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 件

目標値 件

三川福祉センターの空調設備を更新し、適切な温度管理をすることで、脱水症状や血圧上昇等の体調不
良を防ぎ、施設環境を整えることにより、利用者のＱＯＬが向上しました。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

事業開始年度 令和元年度 事業終了年度 令和元年度



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の担当課室 保健福祉部やすらぎ対策課

交付金事業の評価課室 企画部企画広報課

物品購入 指名競争入札 和歌山電工株式会社 5,670,000

3,000,000

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

計 5,670,000

交付金充当額 3,000,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備考

総事業費 5,670,000

交付金事業の活動指標及び活動
実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 　　年度

達成度 % 100

空調設備更新

活動実績 式 1

活動見込 式 1



Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

3
公共用施設に係る整備、維持補

修又は維持運営等措置
世界遺産熊野本宮館回廊改修事業

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
その目標

第2次田辺市総合計画
政策：第2章「活力」
施策：5．観光
単位施策：（1）観光
②　観光客数が高い数値で推移し、外国人観光客の更なる増加が予想される中、観光施設の機能の充実
　　やおもてなし力の向上がより一層求められています。

・来訪者が安心かつ安全に利用でき、また満足感が得られるような施設運営に努めるとともに、再び訪
　れたいと感じてもらえるよう、施設機能の充実に取り組みます。

目標：当該施設における回廊の不具合発生件数0件（平成31年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 田辺市

交付金事業実施場所 田辺市本宮町

交付金事業の概要

　田辺市では世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」（熊野古道）を訪れる皆様に、観光情報や地域情報
を発信する拠点施設として平成21年に設置した施設です。当該施設の回廊について、平成23年の紀伊半
島大水害による損傷が激しく、塗装の塗り直しやカビ取りを実施していますが、その後もカビの発生と
塗装の剥離が生じており、施設の長寿命化及び、拠点施設としての機能を維持させるため、回廊の改修
を実施しました。



無

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

景観維持と観光客の安
全確保による熊野本宮
館の魅力向上

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、事業実施後早期に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 件

目標値 件

回廊を改修することでカビの発生や塗装剥離等の不具合の発生を防ぐことで景観を維持することがで
き、観光客をはじめとする熊野本宮館の来訪者の安全確保に努めることにより、熊野本宮館の魅力が向
上しました。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

事業開始年度 令和元年度 事業終了年度 令和元年度



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の担当課室 本宮行政局産業建設課

交付金事業の評価課室 企画部企画広報課

工事 指名競争入札 中西塗装 3,994,920

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

計 3,994,920

交付金充当額 2,500,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備考

総事業費 3,994,920

交付金事業の活動指標及び活動
実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 　　年度

達成度 % 100

回廊修繕工事

活動実績 式 1

活動見込 式 1


