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Ⅰ．事業評価総括表
（単位：円）

8 福祉対策措置 高等学校通学費支援事業 おおい町 6 563 600 5 000 000

7 福祉対策措置 コミュニティバス運行事業 おおい町 39,489,150 30,000,000

6 福祉対策措置 社会福祉施設等運営事業 おおい町 796,570,779 730,000,000

5 福祉対策措置 名田庄図書館蔵書購入事業 おおい町 6,367,009 6,000,000

4
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

名田庄総合施設整備事業 おおい町 67,147,500 58,000,000

276,000,000

3
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

上下水道遠方監視システム改良事業 おおい町 85,195,000 80,000,000

藻場造成事業 おおい町 19,425,000 18,000,000

2
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

し尿処理施設整備事業 おおい町 287,270,000

備　　考措置名 交付金事業の名称 交付金充当額
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

番号

1
公共用施設に係る整備、維持補修又は
維持運営等措置

13 地域活性化措置 間伐利用搬出促進事業 おおい町 15,800,000 13,000,000

12 福祉対策措置 中学生海外派遣事業 おおい町 5,634,000 3,000,000

11 福祉対策措置 心身障害者医療費助成事業 おおい町 15,572,729 8,000,000

10 福祉対策措置 子育て支援医療費助成事業 おおい町 7,329,843 6,000,000

9 福祉対策措置 緊急通報システム運用事業 おおい町 1,216,750 1,000,000

8 福祉対策措置 高等学校通学費支援事業 おおい町 6,563,600 5,000,000



Ⅱ．事業評価個表

交付金事業名

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 藻場造成事業

総事業費 19,425,000円

交付金充当額 18,000,000円

うち文部科学省分 0円

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

番号

交付金事業実施場所 　おおい町大島　地先

措置名

交付金事業の概要

　第１次おおい町総合計画「まちの元気を生み出す産業や雇用を育むまちの創造」「農林漁業、商工業の振興」「漁業の振
興」「海産物生産環境の整備」に掲げられている事業であり、限りある水産資源を守るため、藻場の造成を行い、資源の保
護と育成を計画的に行うものである。
　アマモの減少により、成魚の産卵場所や稚魚の成育場所がなくなり、漁獲量が減少しているため、藻場の造成を行った。
　・　播種基盤材敷設　600㎡×2箇所

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　来年度以降も交付金を活用し、限りある水産資源を守るため、藻場の造成を行い資源の保護と育成を計画的に行う。

藻場造成工事 指名競争入札 東洋建設株式会社　福井営業所 19,425,000円

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　予定なし

うち経済産業省分 18,000,000円

交付金事業の成果及び評価
　成魚の産卵場所や稚魚の成育場所となる藻ができ、魚介類の生息環境が改善されることで魚介類の増加が図られ、それに
より漁獲量が増大し漁業経営の安定を図ることに寄与することができた。

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

総事業費 19,425,000円 うち文部科学省分 0円

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定



Ⅱ．事業評価個表

うち文部科学省分 0円

うち経済産業省分

交付金事業の概要

　第１次おおい町総合計画「自然や環境にやさしく、安心で心地よい暮らしを育むまちの創造」「快適な生活環境の整備」
に掲げられている事業である。
　平成２２年度からの継続事業である処理施設の整備に加え、今年度は、施設周辺整備としての公園整備を行った。
　・平成２３年度：建屋本体、機器設置など
　　　地下1階、地上1階　鉄筋コンクリート造　建築面積355.508㎡
　・公園整備
　　　A≒2,660㎡　芝生広場、樹木植栽、四阿1基、ベンチ11基

総事業費 287,270,000円

交付金充当額 276,000,000円

276,000,000円

2 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 し尿処理施設整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

交付金事業実施場所 　おおい町名田庄三重　地係

番号 措置名 交付金事業名

新富産業株式会社、若丹建設株式会社、名田庄
東部浄化センター前処理施設増設工事特定建設
工事共同企業体
代表者　新富産業株式会社

契約金額　　 　291,732,000円
平成23年度分 　248,787,000円

　予定なし

名田庄東部浄化センター前処理施設増設工事 一般競争入札

契約の方法 契約の相手方 契約金額

　該当なし

交付金事業の成果及び評価
　既存の下水処理施設を有効利用したし尿処理施設を整備することにより、費用負担の削減と住民の生活環境の保全及び公
衆衛生の向上に資することができた。

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

名田庄東部浄化センター公園整備工事 指名競争入札 有限会社　藤原組 38,483,000円

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定
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80,000,000円

うち文部科学省分 0円

うち経済産業省分 80 000 000円

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

番号 措置名 交付金事業名

3 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 上下水道遠方監視システム改良事業

交付金事業実施場所

総事業費 85,195,000円

交付金充当額

おおい町大飯地域一円

交付金事業の概要

　第１次おおい町総合計画「自然や環境にやさしく、安心で心地よい暮らしを育むまちの創造」「快適な生活環境の整備」
「上下水道等の整備の促進」「上水の安定的な供給」「下水処理施設の改修」に掲げられている事業であり、昭和６１年に
整備し老朽化した大飯地域の上下水道遠方監視システムの更新を平成２１年度から平成２３年度までの３ヵ年で整備した。
　・平成２３年度分：下水道施設の情報伝送装置等の整備

　該当なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定

上下水道遠方監視システム改良工事 公募型指名競争入札 シンク・エンジニアリング株式会社
契約金額　　　173,250,000円
平成23年度分　 85,195,000円

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　予定なし

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

うち経済産業省分 80,000,000円

交付金事業の成果及び評価
　上下水道遠方監視システムを更新することにより、上下水道施設の運転状況等の把握が向上し、緊急時の迅速な対応が可
能となるなど住民への飲料水の安定供給や生活環境の安定に資することができた。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定
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番号 措置名 交付金事業名

名田庄総合施設整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

交付金事業実施場所 　おおい町名田庄久坂　地係

交付金事業の概要

4 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置

　第１次おおい町総合計画「健やかな心と生きる力にみなぎる人を育むまちの創造」「生涯学習の充実」「生涯学習環境の
充実」「教育文化活動拠点の施設整備と充実」に掲げられた事業である。平成２２年度において、図書館、公民館、多目的
ホールなどの教育文化機能を集約した名田庄総合施設（おおい町里山文化交流センター）本体を整備している。本年度は、
前年度からの継続事業としての外構整備、また、備品の整備を行った。平成23年10月1日供用開始
　・外構整備
　　　階段、排水、舗装A＝2,060.2㎡
　・備品整備
　　　カーテン・ブラインド、机・椅子・什器、異動ステージ・舞台音楽付帯品、ピアノ

0円

うち経済産業省分 58,000,000円

総事業費 67,147,500円

交付金充当額 58,000,000円

うち文部科学省分

備品購入（ステージ、舞台音楽付帯品） 指名競争入札 株式会社　ＪＥＵＧＩＡ　舞鶴営業所 3,465,000円

備品購入（什器） 指名競争入札

交付金事業の成果及び評価
　施設整備により、住民の多世代にわたる交流機会を拡充し、地域住民の活動拠点としての機能を高めることにより、地域
文化の伝承と発展と自由に楽しく学ぶ生涯学習の推進、地域の教育文化環境の改善と益々の住民福祉の向上が期待できる。

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

名田庄総合施設外構整備工事 指名競争入札 八峰建設株式会社
契約金額　　　  41,475,000円
平成23年度分　　37,590,000円

備品購入（カーテン・ブラインド） 指名競争入札 若松商事 1,732,500円

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　予定なし

株式会社　ラボ 17,010,000円

備品購入（ピアノ）

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

指名競争入札 株式会社　河合楽器製作所　舞鶴店 7,350,000円

　該当なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定
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名田庄図書館蔵書購入事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

番号 措置名 交付金事業名

5 福祉対策措置

交付金事業実施場所 　おおい町名田庄久坂　地係

交付金事業の概要

　第１次おおい町総合計画「健やかな心と生きる力にみなぎる人を育むまちの創造」「生涯学習の充実」「生涯学習環境の
充実」「教育文化活動拠点の施設整備と充実」に掲げられた事業である。平成２２年度において、図書館、公民館、多目的
ホールなどの教育文化機能を集約した名田庄総合施設（おおい町里山文化交流センター）を整備している。館内の名田庄図
書館の蔵書購入を行った。
　・図書、視聴覚（CD・DVD）　約4,000冊

交付金充当額 6,000,000円

総事業費 6,367,009円 うち文部科学省分 0円

うち経済産業省分 6,000,000円

交付金事業の成果及び評価
　図書資料の充実を図り、魅力的な蔵書内容にすることで図書館への関心を高め、利用者数や貸出冊数の増加が期待でき、
地域における読書活動の促進に寄与する。

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

図書館資料購入 随意契約 有限会社　松宮書店 6,367,009円

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　生涯学習環境の充実を図るため、交付金を活用し、図書資料を蔵書可能冊数まで整備する。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定
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総事業費

社会福祉施設等運営事業

交付金事業実施場所 　おおい町内　各社会福祉施設等

交付金事業の概要

　住民福祉の更なる増進を図るため、町内に設置している社会福祉拠点施設について、その適切な運営を行うため、運営経
費の大部分を占める人件費、光熱水費、燃料費、教育用機器借上げ料、施設管理委託料に交付金を活用する。
【対象施設】
　総合町民福祉センター、保健・医療・福祉総合施設、児童福祉施設、生活安全施設、ケーブルネットワーク施設、学校教
育施設、社会教育施設、環境衛生施設、簡易水道施設、下水処理施設、いきいき長寿村、総合運動公園、フィットネスセン
ター、さぶり川公園、きのこの森、頭巾山青少年旅行村

796,570,779円

交付金充当額 730,000,000円

うち文部科学省分 0円

措置名 交付金事業名

福祉対策措置6

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

番号

総事業費

随意契約 株式会社　タクマ　北陸支店 12,600,000円

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　予定なし

下水処理施設の保守点検整備 指名競争入札 株式会社　クリタス　西日本支社 19,530,000円

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

下水処理施設の保守点検 随意契約
住重環境エンジニアリング株式会社
大阪支店

5,145,000円

環境衛生施設の保守点検整備

うち経済産業省分 730,000,000円

交付金事業の成果及び評価
　町内の社会福祉拠点施設運営費の大部分を占める人件費、光熱水費等に交付金を活用することにより、各施設が清潔・安
全に保たれるとともに、住民福祉の更なる向上につなげることができた。

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

796,570,779円 うち文部科学省分 0円

　本事業に来年度以降も交付金を充当し財源を手当てすることにより、施設の適切な維持運営がなされ、住民福祉の更なる向上につなげる。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定
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交付金事業の概要

　第１次おおい町総合計画「自然や環境にやさしく、安心で心地よい暮らしを育むまちの創造」「交通サービスの充実」
「公共交通サービスの充実」「バスサービスの充実」に掲げられている事業である。公共交通機関の整備が不十分な区間に
おいて、既存の交通手段を補完し、高齢者等交通弱者の移動手段の確保を図るため、コミュニティバスを運行するものであ
る。
　・さぶり川公園線とあかぐり崎公園線の計２路線。１路線１日４往復。

福祉対策措置 コミュニティバス運行事業

交付金充当額 30,000,000円

7

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

交付金事業実施場所 　おおい町大飯地域一円

番号 措置名 交付金事業名

交付金事業の成果及び評価
　自らの移動手段を持たない交通弱者の交通手段を確保することにより、利便性の向上と更なる住民福祉の向上に資するこ
とができた。

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

総事業費 39,489,150円 うち文部科学省分 0円

うち経済産業省分 30,000,000円

コミュニティバスの運行 随意契約 福井鉄道株式会社 39,489,150円

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　本事業に来年度以降も交付金を充当し財源を手当てすることにより、既存の移動手段の補完を行い、住民福祉の更なる向上につなげる。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定
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番号 措置名 交付金事業名

8 福祉対策措置 高等学校通学費支援事業

うち文部科学省分 0円

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

交付金事業実施場所 　おおい町内一円

交付金事業の概要

　第１次おおい町総合計画「健やかな心と生きる力にみなぎる人を育むまちの創造」「学校教育の充実」また、「自然や環
境にやさしく、安心で心地よい暮らしを育むまちの創造」「交通サービスの充実」に掲げられている事業である。
　町内には高等学校がなく、他市町に公共交通機関等を利用し通学する状況であることから、子育て環境の充実を図るた
め、また、ＪＲ小浜線の利用促進を図るため、通学費（公共交通機関の定期乗車券、スクールバスの利用負担）の一部を助
成する。
　・定期購入費等の２分の１の額、上限10,000円／月

総事業費 6,563,600円

交付金充当額 5,000,000円

うち経済産業省分 5,000,000円

契約の相手方 契約金額

━

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　予定なし

うち経済産業省分 5,000,000円

交付金事業の成果及び評価
　通学費の助成を行い子育て環境を充実することにより、将来を担う子どもの育成および更なる福祉の向上と町の少子化の
歯止めが期待できる。また、公共交通機関の利用促進にも寄与するものと考える。

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　少子化対策と将来を担う子どもの子育て環境の充実を図る。

━ ━ ━

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定



Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業名

9 福祉対策措置 緊急通報システム運用事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

交付金事業実施場所 　おおい町内一円

交付金事業の概要

　第１次おおい町総合計画「いきいきといつも笑顔の暮らしを育むまちの創造」「高齢者福祉の充実」「地域に根差した高
齢者福祉推進体制の整備」に掲げられている事業であり、町内に住むひとり暮らし高齢者等が、緊急時に24時間通報できる
体制を整える。
（緊急通報装置は、本体、人感センサー、ペンダント型送信機であり、緊急事態には、本体及びペンダント型送信機のボタ
ンを押すことで、受信センターへ通報ができ、また、人感センサーにおいては、一定時間反応しない場合にも自動的に通報
が入るシステムとなっている。）
　・平成２３年度末稼働台数１２５台

総事業費 1,216,750円

交付金充当額 1,000,000円

うち文部科学省分 0円

うち経済産業省分 1,000,000円うち経済産業省分 1,000,000円

交付金事業の成果及び評価

　ひとり暮らし高齢者等の孤独や不安を解消し、高齢者が地域で安全・安心した生活を送れるようになった。また、別に住
む家族や親族の安心を得ることができた。
　今後、ますますひとり暮らし高齢者等が増えていくなかで、随時緊急通報システムを設置することにより、地域に住む高
齢者の安全・安心な生活を確保し更なる住民福祉の向上を図る。

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

緊急通報システム運用業務 指名競争入札 株式会社立山システム研究所 1件あたり月額785円

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　ひとり暮らし高齢者が増えていくなかで、本システムを設置し、地域の高齢者の安全・安心な生活を確保し、更なる住民福祉の向上を図る。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定



Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業名

10 福祉対策措置 子育て支援医療費助成事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

交付金事業実施場所 　おおい町内一円

交付金事業の概要

　第１次おおい町総合計画「いきいきといつも笑顔の暮らしを育むまちの創造」「児童福祉と子育ち、子育て支援の充実」
「安心して子どもを生み、育てることができる環境の整備」「地域で共に子どもを育む環境づくりの推進」に掲げられてい
る事業である。
　７歳になる年の４月から９歳に達する日以後最初の３月３１日までの子ども（小学校１学年から小学校３学年まで（県補
助分を除く））、１０歳になる年の４月から１５歳に達する日以後最初の３月３１日までの子ども（小学校４学年から中学
校３学年）までの医療費を助成する。

交付金充当額 6,000,000円

総事業費 7,329,843円 うち文部科学省分 0円

うち経済産業省分 6,000,000円

交付金事業の成果及び評価
　医療費を助成することにより、子どもの保健向上に寄与し、児童福祉の増進が図れ、また、保護者の医療費負担減により
当町の少子化に歯止めがかかり、未来を担う子どもの育成および町の活性化が期待できる。
　対象者数：707人（平成23年4月1日現在）

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

━ ━ ━ ━

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　子どもの保健向上に寄与し、児童福祉の増進と医療費負担の軽減を図ることにより、少子化対策と未来を担う子どもの育成および町の活性化を図る。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定



Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業名

11 福祉対策措置 心身障害者医療費助成事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

交付金事業実施場所 　おおい町内一円

交付金事業の概要
　第１次おおい町総合計画「いきいきといつも笑顔の暮らしを育むまちの創造」「障害者福祉の充実」「生涯の発生予防や
早期発見対策の充実」に掲げられている事業であり、心身障害者・精神障害者の医療費を助成する。
　・対象者：身体障害者手帳１～４級、精神障害者手帳１～３級、療育手帳Ａ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ２

交付金充当額 8,000,000円

総事業費 15,572,729円 うち文部科学省分 0円

うち経済産業省分 8,000,000円

　予定なし

交付金事業の成果及び評価
　障害者等の医療費負担の軽減により、障害者等の健康保持および福祉増進が図れた。また、障害者が健康で安心して暮ら
すことができることから、更なる住民福祉の向上につながった。
　対象者数：179人（平成23年4月1日現在）

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　障害者等の医療費負担の軽減により、健康保持および福祉増進と更なる住民福祉の向上を図る。

━ ━ ━ ━

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定



Ⅱ．事業評価個表

総事業費 5,634,000円

交付金充当額 3,000,000円

うち文部科学省分 0円

うち経済産業省分 3,000,000円

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

交付金事業実施場所 　おおい町～ニュージーランド

交付金事業の概要

　第１次おおい町総合計画「健やかな心と生きる力にみなぎる人を育むまちの創造」「青少年の社会参加や交流の促進」及
び「一人ひとりが社会の一員として自分らしく生き、あたたかい交流と活発な活動を育むまちの創造」「コミュニティづく
りと交流の促進」「国際交流の促進」に掲げられている事業である。町内の中学校２年生を対象にニュージーランドに派遣
し、ホームステイや現地の学生との交流などの異文化体験を行う。（15日間）

番号 措置名 交付金事業名

12 福祉対策措置 中学生海外派遣事業

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　異文化体験や国際理解を深め、国際社会にふさわしい新感覚を持った人材を多く育てる。

中学生及び引率者の海外派遣 随意契約 株式会社アイエスエイ金沢営業所 5,634,000円

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　予定なし

交付金事業の成果及び評価

　現地での生活を通して、異文化理解とコミュニケーション能力の向上が期待できるとともに、生徒の人格形成と地域の
リーダーとしての資質の向上が図れた。
　参加者数（生徒９人、引率者３人）

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち経済産業省分 3,000,000円

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定



Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業名

13 地域活性化措置 間伐利用搬出促進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 おおい町

交付金事業実施場所 　おおい町内一円

交付金事業の概要

　第１次おおい町総合計画「まちの元気を生み出す産業や雇用を育むまちの創造」「農林漁業、商工業の振興」「林業の振
興」に掲げられている事業である。林産物生産環境や森林整備のための間伐の促進を図るとともに、間伐材の有効利用を図
るため搬出に要する経費の一部を助成する。
　・助成額4,000円／㎥

交付金充当額 13,000,000円

━

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　間伐材の搬出に要する経費の一部を助成することにより、間伐材の有効利用が図られ、森林施業者施業喚起、間伐の促進、森林の持つ多面的機能の向上を図る。

総事業費 15,800,000円 うち文部科学省分 0円

うち経済産業省分 13,000,000円

交付金事業の成果及び評価
　間伐材の搬出に要する経費の一部を助成し、積極的な間伐を促進することにより、森林施業者の施業意欲の喚起と森林の
持つ多面的機能の向上、資源の有効利用が図れた。

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

━ ━ ━

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 未定
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