
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和04年09月20日

計画の名称 頻発する自然災害に対する安全・安心の確保（防災・安全）緊急対策

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 兵庫県

計画の目標 頻発する風水害に備えて、河道対策や水門・排水機場の延命化措置などを推進し、災害に強い県土をつくり県民の生命及び財産を守る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              15,450  Ａ              15,450  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R6末

   1 堤防整備等の推進により、河道整備率を5％向上。

堤防整備等の推進による稼働整備率の増分（現在の整備推進規模による流下能力の確保） 0％ ％ 5％

整備率の増分＝（計画期間内の整備延長）／（整備計画全体延長）

   2 長寿命化計画に基づき、排水機場19基、水門堰25基の計画的な更新を行う。

長寿命化計画に基づき、計画的な更新を行う排水機場（水門・堰）の数 44箇所 箇所 44箇所

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000435514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-001 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 新川（新川排水機場）　

特定構造物改築事業（1-A

1-1）

延命化措置 西宮市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A03-002 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 東川（東川排水機場）　

特定構造物改築事業（1-A

1-2)

延命化措置 西宮市  ■  ■  ■  ■  ■         150 策定済

A03-003 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 堀切川（堀切川排水機場

）　特定構造物改築事業

（1-A1-3)

延命化措置 西宮市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A03-004 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

1）

－ 水田川（水田川排水機場

）　特定構造物改築事業

（1-A1-4)

延命化措置 加古川市  ■  ■  ■  ■  ■         240 策定済

A03-005 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

1）

－ 水田川（水田川水門）　

特定構造物改築事業（1-A

1-5)

延命化措置 加古川市  ■  ■  ■  ■  ■          10 策定済

1 案件番号： 0000435514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-006 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 市川（市川潮止堰）　特

定構造物改築事業（1-A1-

6）

延命化措置 姫路市  ■  ■  ■  ■  ■         630 策定済

A03-007 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 野田川（野田川排水機場

）　特定構造物改築事業

（1-A1-7)

延命化措置 姫路市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A03-008 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 野田川（野田川水門）　

特定構造物改築事業（1-A

1-8)

延命化措置 姫路市  ■  ■  ■  ■  ■          70 策定済

A03-009 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 水尾川（水尾川潮止水門

）　特定構造物改築事業

（1-A1-9)

延命化措置 姫路市  ■  ■  ■  ■  ■          10 策定済

A03-010 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 大谷川（大谷川排水機場

）　特定構造物改築事業

（1-A1-10）

延命化措置 相生市  ■  ■  ■  ■  ■          70 策定済

2 案件番号： 0000435514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-011 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 千種川（千種川潮止堰）

　特定構造物改築事業（1

-A1-11）

延命化措置 赤穂市  ■  ■  ■  ■  ■          70 策定済

A03-012 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 加里屋川（加里屋川排水

機場）　特定構造物改築

事業（1-A1-12)

延命化措置 赤穂市  ■  ■  ■  ■  ■         150 策定済

A03-013 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 加里屋川（加里屋川水門

）　特定構造物改築事業

（1-A1-13）

延命化措置 赤穂市  ■  ■  ■  ■  ■          10 策定済

A03-014 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 加里屋川放水路（加里屋

川放水路排水機場）　特

定構造物改築事業（1-A1-

14)

延命化措置 赤穂市  ■  ■  ■  ■  ■          20 策定済

A03-015 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 加里屋川放水路（加里屋

川放水路下流水門）　特

定構造物改築事業（1-A1-

15)

延命化措置 赤穂市  ■  ■  ■  ■  ■          10 策定済

3 案件番号： 0000435514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-016 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 加里屋川放水路（加里屋

川放水路上流水門）　特

定構造物改築事業（1-A1-

16)

延命化措置 赤穂市  ■  ■  ■  ■  ■          10 策定済

A03-017 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 塩屋川（塩屋川排水機場

）　特定構造物改築事業

（1-A1-17)

延命化措置 赤穂市  ■  ■  ■  ■  ■         150 策定済

A03-018 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 塩屋川（塩屋川防潮水門

）　特定構造物改築事業

（1-A1-18)

延命化措置 赤穂市  ■  ■  ■  ■  ■          10 策定済

A03-019 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 富島川（富島川排水機場

）　特定構造物改築事業

（1-A1-19)

延命化措置 たつの市  ■  ■  ■  ■  ■         440 策定済

A03-020 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

1）

－ 六方川（六方川排水機場

）　特定構造物改築事業

（1-A1-20)

延命化措置 豊岡市  ■  ■  ■  ■  ■          10 策定済

4 案件番号： 0000435514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-021 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 三原川（松島堰）　特定

構造物改築事業（1-A1-21

)

延命化措置 南あわじ市  ■  ■  ■  ■  ■          10 策定済

A03-022 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 三原川（志知川堰）　特

定構造物改築事業（1-A1-

22)

延命化措置 南あわじ市  ■  ■  ■  ■  ■          10 策定済

A03-023 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 孫太川（孫太川排水機場

）　特定構造物改築事業

（1-A1-23)

延命化措置 南あわじ市  ■  ■  ■  ■  ■          20 策定済

A03-024 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 倭文川（倭文川排水機場

）　特定構造物改築事業

（1-A1-24)

延命化措置 南あわじ市  ■  ■  ■  ■  ■          30 策定済

A03-025 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 入貫川（入貫川排水機場

）　特定構造物改築事業

（1-A1-25）

延命化措置 南あわじ市  ■  ■  ■  ■  ■         250 策定済

5 案件番号： 0000435514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-026 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

1）

－ 昆陽川捷水路（昆陽川捷

水路排水機場）　特定構

造物改築事業（1-A1-26)

延命化措置 尼崎市  ■  ■  ■  ■  ■         240 策定済

A03-027 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

1）

－ 庄下川（松島排水機場）

　特定構造物改築事業（1

-A1-27)

延命化措置 尼崎市  ■  ■  ■  ■  ■         350 策定済

A03-028 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

1）

－ 庄下川（庄下川水門）　

特定構造物改築事業（1-A

1-28)

延命化措置 尼崎市  ■  ■  ■  ■  ■         180 策定済

A03-029 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 船場川（船場川潮止堰）

　特定構造物改築事業（1

-A1-29)

延命化措置 姫路市  ■  ■  ■  ■  ■          10 策定済

A03-030 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 大谷川（大谷川防潮水門

）　特定構造物改築事業

（1-A1-30)

延命化措置 相生市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

6 案件番号： 0000435514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-031 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 東川（東川水門）　特定

構造物改築事業（1-A1-31

)

延命化措置 西宮市  ■  ■  ■  ■  ■          30 策定済

A03-032 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 八家川（八家川排水機場

）　特定構造物改築事業

（1-A1-32)

延命化措置 姫路市  ■  ■  ■  ■  ■          20 策定済

A03-033 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

1）

－ 曇川（曇川排水機場）　

特定構造物改築事業（1-A

1-33)

延命化措置 加古川市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A03-034 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 洗戎川（洗戎川排水機場

）　特定構造物改築事業

（1-A1-34)

延命化措置 西宮市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A03-035 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 新川（新川水門）　特定

構造物改築事業（1-A1-35

）

延命化措置 西宮市  ■  ■  ■  ■          40 策定済

7 案件番号： 0000435514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-036 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

1）

－ 別府川（別府川水門）　

特定構造物改築事業（1-A

1-36）

延命化措置 加古川市  ■  ■  ■  ■          80 策定済

A03-037 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 大津茂川（大津茂川水門

）　特定構造物改築事業

（1-A1-37）

延命化措置 姫路市  ■  ■  ■  ■         270 策定済

A03-038 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 恒屋川放水路（恒屋川放

水路分流堰）　特定構造

物改築事業（1-A1-38）

延命化措置 姫路市  ■  ■  ■  ■          30 策定済

A03-039 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 都志川（都志川潮止堰）

　特定構造物改築事業（1

-A1-39）

延命化措置 洲本市  ■  ■  ■  ■          30 策定済

A03-040 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 鳥飼川（鳥飼川潮止堰）

　特定構造物改築事業（1

-A1-40）

延命化措置 洲本市  ■  ■  ■  ■          30 策定済

8 案件番号： 0000435514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-041 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 洲本川（洲本川潮止堰）

　特定構造物改築事業（1

-A1-41）

延命化措置 洲本市  ■  ■  ■  ■          60 策定済

A03-042 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

1）

－ 庄下川（松島水門）特定

構造物改築事業（1-A1-51

）

延命化措置 尼崎市  ■  ■  ■  ■         250 策定済

A03-043 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 富島川（富島川水門）特

定構造物改築事業（1-A1-

52）

延命化措置 たつの市  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A03-044 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 特構（

２）

－ 大谷川（大谷川防潮水門

）特定構造物改築事業（1

-A1-53）

延命化措置 相生市  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A03-045 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 広域河

川（１

）

－ 淀川水系猪名川　広域河

川改修事業（1-A1-42)

猪名川 川西市  ■  ■  ■  ■  ■       1,740 2.59 －

9 案件番号： 0000435514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-046 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 広域河

川（１

）

－ 加古川水系別府川　広域

河川改修事業（1-A1-43)

水田川 加古川市、播磨

町

 ■  ■  ■  ■  ■       1,210 －

A03-047 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 広域河

川（２

）

－ 法華山谷川水系法華山谷

川　広域河川改修事業（1

-A1-44)

法華山谷川 加古川市  ■  ■  ■  ■  ■         700 －

A03-048 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 広域河

川（２

）

－ 市川水系市川　広域河川

改修事業（1-A1-45)

市川 姫路市  ■  ■  ■  ■  ■       2,090 －

A03-049 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 広域河

川（２

）

－ 千種川水系千種川　広域

河川改修事業（1-A1-46)

千種川、加里屋川 赤穂市  ■  ■  ■  ■  ■       2,240 －

A03-050 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 地震高

潮（２

）

－ 大阪地区　地震・高潮対

策河川事業（1-A1-49）

新川 西宮市  ■          70 －

10 案件番号： 0000435514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-051 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 調節池

（２）

－ 八家川水系八家川　調節

池整備事業（1-A1-50）

調節池 姫路市  ■  ■  ■  ■  ■       2,000 1.9 －

 小計      14,650

その他総合的な治水

事業

A08-052 総合治水 一般 兵庫県 直接 兵庫県 広域系 － 西播・中播圏域　総合流

域防災事業（1-A1-47)

山根川 たつの市  ■  ■  ■  ■  ■         300 －

A08-053 総合治水 一般 兵庫県 直接 兵庫県 広域系 － 加古川圏域　総合流域防

災事業（1-A1-48)

油谷川 加東市  ■  ■  ■         500 －

 小計         800

合計      15,450
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交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03

配分額 (a)                   1,796                   1,015

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0

交付額 (c=a+b)                   1,796                   1,015

前年度からの繰越額 (d)                   1,507                   1,522

支払済額 (e)                   1,781                   1,650

翌年度繰越額 (f)                   1,522                     887

うち未契約繰越額(g)                     861                     704

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   26.06                   27.74

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

地元協議に不測の日数を要

したため

地元協議に不測の日数を要

したため

1 案件番号： 0000435514



参考図面 （防災・安全交付金） 緊急対策　河川・ダム事業　1/4

計画の名称 頻発する自然災害に対する安全・安心の確保（防災・安全）緊急対策　【円山川・但馬圏域】

計画の期間 令和２年度～令和６年度　（５年間） 交付対象 兵庫県

豊岡市

香美町
新温泉町

養父市

朝来市

A1-20 六方川 特定構造物改築事業

凡例

：防災安全交付金



参考図面 （防災・安全交付金） 緊急対策　河川・ダム事業　2/4
計画の名称 頻発する自然災害に対する安全・安心の確保（防災・安全）緊急対策　【西播・中播磨圏域】

計画の期間 令和２年度～令和６年度　（５年間） 交付対象 兵庫県

福崎町

市川町

神河町宍粟市

佐用町

上郡町

赤穂市

相生市

太子町

たつの市

凡例

：防災安全交付金

A1-12、13 加里屋川
特定構造物改築事業

A1-17、18 塩屋川
特定構造物改築事業

A1-14、15、16 加里屋川放水路
特定構造物改築事業

A1-11 千種川
特定構造物改築事業

A1-10、53 大谷川
特定構造物改築事業

A1-19、52 富島川
特定構造物改築事業

A1-7、8 野田川

特定構造物改築事業

A1-6 市川

特定構造物改築事業

A1-9 水尾川

特定構造物改築事業

A1-30 大谷川
特定構造物改築事業

A1-47 山根川

総合流域防災事業

姫路市

A1-45 市川 広域河川改修事業

A1-46 千種川

広域河川改修事業

A1-29 船場川
特定構造物改築事業

A1-32 八家川

特定構造物改築事業

A1-37 大津茂川

特定構造物改築事業

A1-38 恒屋川放水路

特定構造物改築事業

A1-50 八家川

調節池整備事業



参考図面 （防災・安全交付金） 緊急対策　河川・ダム事業　3/4
計画の名称 頻発する自然災害に対する安全・安心の確保（防災・安全）緊急対策　【加古川圏域】

計画の期間 令和２年度～令和６年度　（５年間） 交付対象 兵庫県

丹波市

篠山市

加古川市
高砂市

播磨町

稲美町

小野市

三木市

加東市

西脇市

多可町

加西市

A1-4、5 水田川

特定構造物改築事業

凡例

：防災安全交付金
A1-43 別府川

広域河川改修事業

A1-44 法華山谷川

広域河川改修事業

A1-48 油谷川 総合流域防災事業

A1-33 曇川

特定構造物改築事業

A1-36 別府川

特定構造物改築事業



参考図面 （防災・安全交付金） 緊急対策　河川・ダム事業　4/4

計画の名称 頻発する自然災害に対する安全・安心の確保（防災・安全）緊急対策　【阪神・淡路圏域】

計画の期間 令和２年度～令和６年度　（５年間） 交付対象 兵庫県

南あわじ市

洲本市

淡路市

伊丹市

尼崎市

神戸市

宝塚市

芦屋市
西宮市

猪名川町

川西市

三田市

明石市

凡例

：防災安全交付金

A1-2、31 東川
特定構造物改築事業

A1-1、35 新川
特定構造物改築事業

A1-23 孫太川 特定構造物改築事業

A1-22 三原川（志知川堰）

特定構造物改築事業

A1-24 倭文川 特定構造物改築事業

A1-21 三原川（松島堰）
特定構造物改築事業

A1-3 堀切川
特定構造物改築事業

A1-25 入貫川 特定構造物改築事業

A1-27、28、51 庄下川
特定構造物改築事業

A1-26 昆陽川捷水路
特定構造物改築事業

A1-49 大阪地区
地震・高潮対策河川事業

A1-42 猪名川

広域河川改修事業

A1-34 洗戎川
特定構造物改築事業

A1-39 都志川 特定構造物改築事業

A1-40 鳥飼川 特定構造物改築事業

A1-41 洲本川 特定構造物改築事業



事前評価チェックシート
 計画の名称： 頻発する自然災害に対する安全・安心の確保（防災・安全）緊急対策

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画との整合性

I． 目標の妥当性
上位計画等と整合性が確保されている。社会資本整備重点計画 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応

I． 目標の妥当性
地域の課題に対応した目標となっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等

II． 計画の効果・効率性
１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
２）目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果

II． 計画の効果・効率性
事業間の連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
⑤円滑な事業執行の環境

III．計画の実現可能性
１）県予算計画との整合が図られ、無理なく計画されている。 〇

III．計画の実現可能性
２）事業実施のための環境整備が図られている。（予算執行環境） 〇

1  案件番号：0000435514


