
別紙
I . 事業評価総括表（平成31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 交付金事業に要

交付金充当額 備 考
間接交付金事業者名 した経費

公共用施
設に係る

1 整備、 維
保健所維持運営事業 茨城県 345,871,930 304,610,000 

持補修又
は維持運

営等



II. 事業評価個表（平成31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 保健所維持運営事業持補修又は維持運営等

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I茨城県
交付金事業実施場所 茨城県水戸市笠原町ほか2件

交付金事業の概要 水戸， ひたちなか， 日立の3保健所の人件費(4月から3月までの諸手当を除いた給料及び
1 2月期の期末勤勉手当81名分）について， 交付金を充当する。

【主要施策・施策】
茨城県病院等立入検査要綱

交付金事業に関係する 医療法第25条第1項の規定に基づく立ち入り検査により， 病院等が医療法
都道府県又は市町村の その他の法令により規定された人員及び構造設備を有し， かつ適正な管理
主要政策・施策とその を行っているかを検査する。
目標 ・病院：毎年実施

・診療所： 3 ,....__, 5年に1回実施
【目標】当該年度実施予定の病院等立入検査実施率100%

事業開始年度 平成31年度l 事業終了（予定）年度 I 平成31年度
事業期間の設定理由 毎年度， 実施計画を立てているため

成果目標 成果指標 単位 評価年度 平成31年度
当該年度実施予定

立入検査実施 成果実績 ％ 100 
の病院立入検査実

率：立入施設数 目標値 ％ 100 
＋計画施設数x施率100%

100 達成度 ％ 100.0% 
評価年度の設定理由

事業実施年度に評価を実施



交付金事業の成果目標 交付金事業の定性的な成果及び評価等

及び成果実績 本事業を実施することにより， 各保健所において， 地域住民の健康の保持及び増進並びに
地域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図るための地域保健対策を総合的かつ
継続的に推進することができた。
なお， 事業実施にあたっては， 県民からの意見等を踏まえ， 改善すべき点があれば改善を
図りつつ事業を遂行している。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
佃Jヽヽヽ

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 平成31年度

交付金事業の活動指標 医師 ， 獣医師 ， 薬剤師 ， 保健師 ， 診 活動実績 人月 936 901 984 
及び活動実績 療放射線技師 ， 歯科衛生士 ， 栄蓑 活動見込 人月 948 ·924 1056 士 ， 事務の雇用汎

（雇用人数x雇用期間（月）） 達成度 ％ 98. 7% 97.5% 93. 2% 

交付金事業の総事業費
平成29年度 平成30年度 平成31年度 備 考

等

総事業費 369,684,348 350,553,518 345,871,930 1,066,109,796 

交付金充当額 304,610,000 304,610,000 304,610,000 913,830,000
---------------------------------- ----------------------------------- ---------------------------------- -----------------------------------------

i うち文部科学省分
1------------------------ -------- ----------------------------------- ·---------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------------------

i うち経済産業省分 304,610,000 304,610,000 304,610,000 913,830,000 

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

医師 ， 獣医師 ， 薬剤師 ， 保健師 ， 診療
職員人件費 雇用 放射線技師 ， 歯科衛生士 ， 栄養士 ， 事

務81 名
345,871,930 

交付金事業の担当課室 茨城県保健福祉部厚生総務課

交付金事業の評価課室 茨城県保健福祉部厚生総務課



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る

1 
整備、 維 県民文化センタ ー維持管理
持補修又 事業
は維持運
営等

交付金事業者名又は 交付金事業に要
交付金充当額 備 考間接交付金事業者名 した経費

茨城県 19,324,077 12,962,000 



I]. 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 県民文化センタ ー維持管理事業持補修又は維持運営等

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I茨城県
交付金事業実施場所 茨城県水戸市千波町

県民文化センタ ー は， 県内随一の収容能力を誇る文化施設であり， 維持管理に多額の費用
交付金事業の概要 を要していることから， 指定管理料のうち， 維持管理に必要な電気料金に交付金を允当

し， 適切な管理運営を図ります。

主要政策・施策：
茨城県文化振典計画（平成29年度～令和3年度）

交付金事業に関係する 5文化活動の支援体制の充実等

都道府県又は市町村の (3)文化施設の機能の充実
利用者に安全 ・ 安心で快適な空間を提供するため， 文化施設の計画的な主要政策・施策とその 整備と適切な維持・保全に努めます。

目標

【目標】
県民文化センタ ーの利用率 83. 0% (平成32年度）

事業開始年度 令和元年度 I
事業期間の設定理由

事業終了（予定）年度 I 令和元年度



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

施設全体利 成果実績 ％ 67 
県民文化セ 用率：利用
ンタ ーの利 日数十利用 目標値 ％ 79. 6 
用率83. 0% 可能日数x

100 達成度 ％ 84.4% 

評価年度の設定理由
毎年度のPOCA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。

交付金事業の成果目標 交付金事業の定性的な成果及び評価等
及び成果実績

本交付金の活用により， 円滑な施設運営が可能となるとともに， 貸館としての機能向上も
図ることができたことから， 利用者に対してより 一層快適で充実した環境で利用してもら
うことができました。 利用率については， 新型コロナウイルス感染症による外出自粛等の
影態により， 目標値を下回ってしまいましたが， 利用者アンケ ー トに基づき利用者満足度
の向上を図るとともに， 令和元年度は事務所通路や倉庫の照明をLED化を図るとともに， 使
用していない場所の消灯に努めるなど， 節電にも努めました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
佃‘‘‘‘ 

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

活動実績 月 11 12 11 
交付金事業の活動指標

電気料金の充当量
及び活動実紹 活動見込 月 11 12 11 

（充当月数）

達成度 ％ 100. 0% 100.0% 100.0% 



交付金事業の総事業費 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備 考等
総事業費 23,786,076 20,817,214 19,324,077 63,927,367 
交付金充当額 19,322,000 19,322,000 12,962,000 51,606,000 
i うち文部科学省分

----------------------------------- ---------------------------------- ·---------------------------------- -----------------------------------------

゜

,i_ う- ち経済産業省分--
----------------------------------.. ---------------------------------- ---------------------------------- -----------------------------------------

19,322,000 19,322,000 12,962,000 51,606,000 
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

電気料金 一般入札 東京電力工ナジ ー パ ー ト 19,324,077ナー株式会社
交付金事業の担当課室 茨城県県民生活環境部生活文化課
交付金事業の評価課室 茨城県県民生活環境部生活文化課



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る

1 整備、 維 茨城県近代美術館維持管理
持補修又 運営事業
は維持運

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

茨城県

営等

交付金事業に要
交付金充当額 備 考した経費

35,893,143 26,799,000 



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

夏；ょ；：塁二：旦巴
字二塁ぶ二：をごこニ

・
代

::::維持管理運営事業

交付金事業の概要

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

茨城県近代美術館において使用している，展示室の照明や空調設備の運転等に係る電気
使用料について，交付金を充当します。

本県では，以下の政策に基づき，事業を行っています。
主要政策・施策：いばらき教育プラン（平成28年度～令和2年度）
第3章 生涯にわたる学習と文化芸術，スポ ー ツ活動の推進

第2項 文化芸術活動の活性化による地域づくり，文化芸術に親しむ環境づくり
第3節 美術館・博物館を活用した文化芸術の振興

〇 県立美術館・博物館では，人々に感動や安らぎ，喜びをもたらす文化芸術活動の
拠点として，また，幅広い学習意欲や旺盛な知的好奇心に応える生涯学習の中核
施設の1つとして，関係機関と連携しながら，多様化する県民ニ ー ズに応える取組
を行っていきます。

なお，県立美術館・博物館の中で，交付金事業の対象である茨城県近代美術館
は，昭和63年の開館以来，茨城県の文化の創造と発信の拠点たるべく，展覧会の
開催や教育普及活動に努め，これまでの来館者は370万人をかぞえます。交付金を
充当することで，県民の財産である所蔵美術作品の適正な保管や美術作品に親しむ
ためのより安定した環境整備を図るとともに，これまで以上に美術講演会や実技
講座など， 日常的に美術作品や文化的活動に接する場を提供し，心の豊かさを求
める県民の期待に応えてまいります。



事業開始年度 令和元年度I 事業終了（予定）年度 令和元年度

本事業では， 交付金を空調設備や展示室照明等に係る電気料金に充当していますが， 茨城

事業期間の設定理由 県近代美術館は， 切れ間なく開館しており， また美術品を保管している収蔵庫は良質な温
涅度を維持するため， 3 6 5日24時間体制で空調稼働しています。
それにより， 常に電気を需要する必要があるため， 上記期間を設定しています。

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

年間来場者 近代美術館
成果実績 人 96,136 

目標値 人 95,000 
数95,000人 の来館者 達成度 ％ 101. 2%

交付金事業の成果目標 評価年度の設定理由
及び成果実績 毎年度当該事業を実施しているため， 直近の年度を評価対象としています。

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
佃Jヽヽヽ

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度
交付金事業の活動指標 活動実績 日 111 287 299 
及び活動実績 開館日数 活動見込 日 111 287 299 

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100. 0%
交付金事業の総事業費 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備 考等

総事業費 19,420,867 35,994,596 35,893,143 91,308,606 
交付金充当額 15,779,000 23,252,000 26,799,000 65,830,000 

！ぅち文部科学省分
�-----------------------------------·-----------------------------------·---------------------------------- -------------------------------------------

゜
:_ _______________________________ ---------------------------------- ----------------------------------- ---------------------------------- 鴫�―-----------------------------------------

！うち経済産業省分 15,779,000 23,252,000 26,799,000 65,830,000 



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

電気料金 一般競争入札
東京電力工ナジ ー パ ー ト

35,893,143 
ナー株式会社

交付金事業の担当課室 茨城県教育庁文化課
交付金事業の評価課室 茨城県教育庁文化課



別紙

I . 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る

1 
整備、 維

県立美術館維持運営事業
持補修又
は維持運

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

茨城県

営等

交付金事業に要
交付金充当額 備 考

した経費

235, 157, 520 179, 675, 000 



Ⅱ.事業評価個表 ( 令和元年度 )
番 号 ||十 1置 名 交付金事業の名称

l

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等

県立美術館維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 茨城県
交付金事業実施場所 茨城県水戸市千波町 外 3ケ所

交付金事業の概要
茨城県近代美術館,茨城県つくば美術館,茨城県天心記念五浦美術館,茨城県陶芸美術館
4館の人件費 (4月 から3月 までの諸手当を除いた給料65人分)について,交付金を充当
する。

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 :いばらき教育プラン (平成28年度～平成32年度)

第3章 生涯にわたる学習と文化芸術,ス ポーツ活動の推進
第2項 文化芸術活動の活性化による地域づくり,文化芸術に親 しむ環境づくり

第3節 美術館・博物館を活用した文化芸術の振興
学校との連携強化を図るとともに,幼いこどもたちも楽しめる展示や普及
事業にも積極的に取り組み,利活用の促進に一層努めます。

日標 :県立美術館・博物館の利用者数 (累 計)1, 174千 人 (令和元年度 )

事業開始年度 事業終了 (予定)年度 令和元年度
事業期間の設定理由

成果 目標 成果指標 単位 評価年度 令和元T画
県立美術館の利用者
改 (累 11)480,186人
(令和元年度 )

入館者数
成果実績

1

ノヽ 414,001

日標値
1

ノヽ 480,186

達成度
ν
″̈ 86.2%

令和元年度



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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二者機関等の活用の有無

`田

[

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

学芸員・事務職員の雇用

(雇用人数 (人 )× 雇用月数
(月 ))

活動実績 人 月 744 780

活動見込 人 月 792 828

達成度
υ
″^ 96.4% 93.9% 94.2%

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

202,380,948 235,157,520 665,417,160

158,506,0()0

158,506,000

162,028,000

162,028,000

179,675,000

179,675,000

500,209,000

500,209,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 約の相手方 契約金額

職員人件費 雇 用 職 員 235,157,520

交付金事業の担当課室 茨城県教育庁総務課

交付金事業の評価課室 茨城県教育庁文化課

636

660

総事業費 227,878,692

交付金充当額

うち経済産業省分



別紙
I . 事業評価総括表（平成31年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る

1 整備、 維 笠松運動公園管理運営事業
持補修又
は維持運
営等

交付金事業者名又は 交付金事業に要
交付金充当額 備 考

間接交付金事業者名 した経費

茨城県 362,413,000 274,052,000 



II. 事業評価個表（平成31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 笠松運動公園管理運営事業持補修又は維持運営等
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I茨城県
交付金事業実施場所 茨城県ひたちなか市佐和

交付金事業の概要 笠松運動公園の管理運営費へ交付金を充当することにより，公園が適切に管理され，公園全
体の魅力度が向上し，施設利用者の増加に資する。

主要施策・施策：茨城教育プラン（平成28年度～平成32年度）
第3章 生涯にわたる学習と文化芸術，スポー ツ活動の推進

第5項 茨城国体，東京オリンヒ゜ ック・パラリンピックを契機とした競技力の
向上とスポー ツの振典

交付金事業に関係する 第4節 スポー ツイベントの開催を通した「する，みる，支える」スポー ツ
活動の推進都道府県又は市町村の 運動をする人としない人の二極化が顕著であり，運動やスポー ツを全くし主要政策・施策とその ない人の割合を減らしていく必要がある。そのため，国体及びオリンピック目標 等のスポー ツイベントを通して，スポー ツヘの興味• 関心を高めるとともに

，ニー ズにあった運動やスポー ツ活動の場など，機会の提供を図っていく。
目標：年間の施設利用者数 90万人(H32)

※過去10年間のヒ°
ーク時の施設利用者数の1%増(H29 : ヒ°

ーク時の47. 6%)
※国体開催に係る施設改修工事等の影禦により近年の施設利用者数は減少傾向

事業開始年度 平成31年度l 事業終了（予定）年度 I 平成31年度
事業期間の設定理由 無し



成果目標 成果指標 単位 評価年度 33年度

年間施設 過去10年間の
成果実績 人

利用者： ヒ
°

ー ク時の利 目標値 人 900,000 
90万人 用者数 X 1. 01 

達成度 ％  

交付金事業の成果目標 評価年度の設定理由
及び成果実績 H31の国体終了まで施設利用が 一部制限されることから， H32年度の実績に基づき評価を実

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
価Jヽヽヽ

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 平成31年度

交付金事業の活動指標 活動実績 千円 44,820 63,904 47,282 

及び活動実績 施設の環境保全業務の計
活動見込 千円 55,919 70,693 57,741 

画に対する執行率： 90% 
達成度 ％ 80. 2% 90.4% 81.9% 

交付金事業の総事業費 平成29年度 平成30年度 平成31年度 備 考
等

総事業費 354,350,000 362,413,000 362,413,000 1,079,176,000 

交付金充当額 274,052,000 274,052,000 274,052,000 822,156,000 
f
―------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------------

！うち文部科学省分
t―------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------------

：うち経済産業省分 274,052,000 274,052,000 274,052,000 822,156,000 

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

指定管理委託料 随意契約 （公財）茨城県体育協会 362,413,000円（税込み）

交付金事業の担当課室 茨城県教育庁学校教育部保健体育課

交付金事業の評価課室 茨城県教育庁学校教育部保健体育課



別紙
I.事業評価総括表 (平成31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

交通安全施設維持管理事業 茨城県 201,036,968 159,477,000



Π.事業評価個表 (平成31年度)

措置名 交付金事業の名称

l

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等

交通安全施設維持管理事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 茨城県
交付金事業実施場所 水戸市笠原町外 5ヶ 所

交付金事業の概要

交通管制センター と交通信号機等の端末機器間の維持運営に必要な通信回線使用料。
交通管制システムは、交通量や交通渋滞の状況を路上に設置 している車両感知器等の各種端末機器によ

り収集 し、収集 した情報を交通管制センターのコンピュータで分析 し、交通状況に応 じた最適な信号制御
や、光 ビーコン・交通情報板等による ドライバーヘの交通情報提供等を行い、交通の安全と円滑を図るシ
ステムです。

交通管制センターと交通信号機等の各種端末間や各交通管制センター間の情報通信は専用の通信回線で
実施 しています。その通信回線を常時接続することによリリアルタイムに交通の状況を把握 し、交通信号
機へ最適な信号青時間を指令する他、 ドライバーヘ交通事故情報、交通渋滞状況の提供を行い、地域住民
を含めた ドライバーの利便性の向上に努めています。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
第 10次茨城県交通安全計画 (平成28年度～令和 2年度 )

日標 :交通死傷事故発生件数 10,000件以 ド

事業開始年度 事業終了 (予定)年度 令和 2年度
事業期間の設定理由 第 10次茨城県交通安全計画の終期まで

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 度年価エ
ー

ニ
ｉ
ロ 平成31年度

交通死傷事故発生
件数
10,000件以下
(平成32年 まで)

交通死傷事故発生
件数
4,473件以 下
(平成31年 中)

成果実績 |ト 3,895

日標値 件 4,473

達成度
υ
Ю

・
87.1%

評価年度の設定理由
成果指標が歴年単位であるため、事業実施年度内で評価を実ラ[:

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二者機関等の活用の有無
生:

番 号

平成28年度



交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 平成31年度

通信回線使用料の充当月数

活動実績 月 12 12 12

活動見込 月 12 12 12

達成度 % 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成31年度 備  考

205,416,351 204,721,295 201,036,968 611,174,614

159,477,000 159,477,000

159,477,000

159,477,000

159,477,000

478,431,000

478,431,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 約の方法 契約の相手方 契約金額

交通管制システムの通信
線使用料

随意契約 東 日本電信電話 (株 ) 186,519,376

交通管制システムの通信
線使用料

「 1

随意契約
オムロンソーシアル
ソリューションズ (株 )

14,517,592

茨城県警察本部交通規制課

交付金事業の評価課室 茨城県警察本部交通規制課

100.0%

平成30年度

159,477,000

交付金事業の担当課室



別紙
I.事業評価総括表 (令和元年度)

(単 円

`F_1_1_合 , 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

給付金交
付助成
措置

原子力立地給付金事業 茨城県 3,198,944,903 1,031,379,270 文部科学省分
2,167,565,633



Ⅱ.事業評価個表 (令和元年度)

交付金事業の成果目標
及び成果実績

番 号 交付金事業の名称

給付金交付助成措置 原子力立地給付金事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 茨ナフ′火県

交付金事業実施場所
東海村, 日立市 (旧 日立市),常陸太田市 (旧 常陸太田市),那珂市 (旧 那珂町),大洗町,鉾田市
(旧 旭村),ひたちなか市 (旧 勝田市,1日那珂湊市),茨城町

交付金事業の概要
原子力発電施設等の運転の円滑化に係る地域の理解を促進するため,小売電気事業者等から電気の供
給を受けている地域住民・企業へ原子力立地給付金を交付し,地域住民福祉の向上等を図ります。

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

原子力発電等が設置され,その地域で生活を営んでいる住民・企業が原子力に係る知識や運転の円
滑化に対し,理解促進を図るため,地域に直接的に影響がある住民・企業へ交付するもの。

【目標】
対象市町村の給付率 :100%

事業開始年度 令和元年度 事業終了 (予定)年度 令和元年度
事業期間の設定理由 毎年度,対象市町村が給付金交付事業の実施に係る選択西777罰死

成 果́ 目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

原 r力 立地給付金の交付
対象地域において,小′′[
電気 事業者等からの電気
供給を受けている地域住
民・企業に給付金を交付
することにより, 当該地
区の振興 と住民の福祉向
上を図 り■す。

交付対象5市
2町 1村に対
する給付率
100%

成果実績 呟
″ 100

目標値 100

達成度 100.0%

評価年度の設定理由

措置名



交付金事業の定性的な成果及び評価等

茨城県内の 5市 2町 1村の電灯需要家2,986,164口 ,電力需要家9,557,817.OkWに 対し原子力立地給付
金を交付し,当該 5市 2町 1村の地域振興に資することができました。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
lll[

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

給付金の交付回数
(電灯需要家)

活動実績 回数 2,948,916 2,966,004 2,986,164

活動見込 日数 2,950,104 2,985,338 3,020,923

達成度
″
カ 100.0% 99.4% 98.8%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動実績 口数 9,362,434 9,567,670 9,557,817
活動見込 口数 9,407,848 9,543,371 9,527,798

達成度 99.5% 100.3% 100.3%

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

3, 184,589,581 3, 198,944,903 9,518,956,167

3, 135,421,683

2,124,271,294

l,011,150,389

3,184,589,581 3,198,944,903 9,518,956, 167

2,157,518,586

1,027,070,995

2,167,565,633 6,449,355,513

3,069,600,654

交付金事業の契約の概要

約の目的 契約の方法 約の相手 契約金額

補助
(一財)電源地域振興セン

ター
3,198,944,903

交付金事業の担当課室 茨城県政策企画部政策調整課

交付金事業の評価課室 茨城県政策企画部政策調整課

給付金の交付口数
(電力需要家) ν

κ

3, 135,421,683

1,031,379,270



別紙
I.事業評価総括表 (令和元年度)

:円

コユ ロ
資 卜

~ゲ 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

地域活性
化措置

外国語指導助手活用による
英語力育成事業

日立市 38,354,000 38,354,000 市町村総事業費
79,995,460



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

地域活性化措置 外国語指導助手活用による英語力育成事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 日立市

交付金事業実施場所
日立市助川町ほか44件
※日立市立幼稚園 (11園 ),認定こども園 (1園),小学校 (25校中21校),中学校 (15校
中12校 )

交付金事業の概要

内容 :

小学校,中学校の英語教育,幼稚園の国際教育のために必要な外国語指導助手 (ALT)
20人の配置に係る経費 (手数料)11か月分に充当
必要性 :

国際的な人材の育成が社会的に求められている中で,英語や国際教育の推進のためのAL
Tの配置は行政として取り組む必要性が高い。
効果 :

ALTを 配置した授業を実施することで,多様な文化を正しく理解する資質や能力,英語
によるコミュニケーション能力を育成することができる。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
日立市総合計画 (平成 24年度～令和 3年度 )

大綱 2 教育・文化「人と文化をつくるまち」
施策1 学校教育 豊かな人間性と確かな学力の向上

施策の方向3 次世代を担う力を磨き高める教育の推進
。ALTを 配置した授業を実施することで,多様な文化を正しく理解する
資質や能力,英語によるコミュニケーション能力を育成する。

日標 :「 ALTの 活用の効果」 (5段階評価)・ 全中学校平均値 (H30 4.2)
及び全小学校の平均値 (H30 4.5)の 増



事業開始年度 平成12年度 事業終了 (予定)年度 令和3年度
事業期間の設定理由 日立市総合計画の終期まで

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 令和元年度
「ALTの 活
用の効果」の

増 (H30比 )

H30平均値 :

全中学校4.2全
小学校4.5

成果実績 中学校4.2,小学校4.44
|1標値 中学校4.2以上,小学校4.5以 上
達成度 % 中学校 :100%, 小学校 :98.7%

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,事業実施年度末に調査を実施する。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二者機関等の活用の有無

交付金事業の活動指標
及び活動実績

7岳」功1旨お要 単位 平成30年度 令和元年度

ALTの 派遣人数

活動実績 人 19 20

活動見込 人 19 20

達成度 100.0% 100.0%

平成30年度 令和元年度

74,226,603 154,222,063
38,355,000

38,355,000

38,354,000

38,354,000

76,709,000

0

76,709,000

交付金事業の総事業費
等

うち文部科学省分

うち経済産業省分

本事業に電源立地地域対策補助金により充当されたことにより,ALTを 日立市の小中学校に
派遣 し,小中学校の英語によるコミュニケーション能力の育成に努めることができまし
た。次年度は派遣人数を増やしてより効果的なコミュニケーション能力の育成を図りま
す。

4‖[

%

備  考

総事業費 79,995,460

交付金充当額



交付金事業の契約の概要

約の目的 契約の方法 契約の 手 契約金額

人材派遣 随意契約
株式会社インタラック関東北

水戸支店 (水戸市)
87,631,525

交付金事業の担当課室 茨城県政策企画部政策調整課

交付金事業の評価課室 茨城県政策企画部政策調整課



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施設
に係る整

1 備， 維持補 図書館維持運営事業
修又は維持
運営等措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

ひたちなか市

交付金事業に要
交付金充当額 備 考

した経費

市町村総事業費
37,574,000 37,574,000 

53,897,579 



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

公共用施設に係る整備,維持補
修又は維持運営等措置

図書館維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 ひたちなか市

交付金事業実施場所 ひたちなか市元町地内 外 2ヶ 所

交付金事業の概要

図書館職員給与 (中央図書館 10名 ,佐野図書館 5名 ,那珂湊図書館 6名 )9か月分 (6
～ 2月 )

市立図書館 3館は,市民の教養や生活文化の向上を図るための生涯学習の拠点として必要
不可欠な公共施設であることから,図書業務や施設管理に支障のないよう,安定した維持
運営を行 う必要があります。本補助金の充当により,市立図書館の管理運営を滞 りなく適
切に行 うことで,利用者の教養の向上に資する学びの場や,生活文化の向上のための生涯
学習の拠点としての機能が維持され,誰もが図書などの資料に親 しみ,各種講座に参加す
ることができる環境づくりの推進に寄与します。

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

補助事業に関係する主要政策 。施策
ひたちなか市第 3次総合計画 (2016年 度～ 2025年 度)

Ⅳ 子どもたちがのびのびと成長 し豊かな人間性が育まれるまちづくり
7生涯学習
2 図書館の充実
。市民の教養 と生活文化の向上を図るための生涯学習の拠点として,幅広い

分野の図書や資料を収集 し提供するため,内容の充実を図り魅力ある図書
館を目指すほか,運営の見直 し等による利用者サービスの向上や,若年層
の図書館の利用拡大に努めます。

目標 :入館者数  515,880人 (2020年 度 )

事業開始年度 令和元年度 事業終了 (予定)年度 令和元年度

事業期間の設定理由

1



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2年度

入館者数
470,000人

年間延べ入
館者数

成果実績 人 410,064

目標値 人 470,000

達成度 % 87.2%

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。

補助事業の定性的な成果及び評価等

成果目標を年間延べ入館者数470,000人 としていたが,中央図書館および那珂湊図書館の改修工

事に伴 う休館等の影響により,実績は日標値を大きく下回る410,064人でした。
令和2年度についても,新型コロナウイルス感染拡大防止のための催事等中止や臨時休館などの

措置が長期化することが見込まれ, 日標値の達成が厳 しい状況にあるが,衛生管理を徹底 し安全安
心で魅力的な図書館運営に取 り組むとともに,維持管理を滞りなく適切に行い安定的な館の運営を
図るなど, 日標達成に向け可能な限り取 り組んでまいります。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
征

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

図書館職員の配置数

活動実績 人

活動見込 人 21

達成度
″
％″ 100.0%

年 度 年度 備  考

総事業費 53,897,579 53,897,579

37,574,000

37,574,000

37,574,000

0

37,574,000

交付金事業の総事業費
等

交付金充当額

ち文部科学省分

ち経済産業省分

21

令和元年度



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

人件費 雇 用 職 員 53,897,579

交付金事業の担当課室 茨城県政策企画部政策調整課

交付金事業の評価課室 茨城県政策企画部政策調整課



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施
設に係る

1 整備、 維 常陸太田市立図書館等維持
持補修又 運営事業
は維持運
営等措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

常陸太田市

交付金事業に要
交付金充当額 備 考

した経費

26,193,000 26,193,000 市町村総事業費

29,530,700 



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

常陸太田市立図書館等維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 常陸太田市

交付金事業実施場所 常陸太田市中城町外

交付金事業の概要

常陸太田市立図書館及び生涯学習センターにおける常勤職員人件費 (9名 、9ヶ 月分)。

市立図書館は、多種多様な情報収集と情報発信の拠点として生涯学習の場を提供し、住民の教養を深め社
会教育活動を一層実り豊かにする重要な施設です。また、生涯学習センターは、各種講座や教室の開催等
により市民の生涯にわたる総合的な学習活動の場を提供するとともに、各種サークル活動の拠点としても
重要な市民交流の場となっています。当該補助金を2館の維持運営費に充当することにより、施設の適正
なる維持運営を図り、よリー層の教育文化活動の向上及び市民生活の質の向上に努めます。



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

【常陸太田市立図書館】
交付金事業に関係する主要政策・施策 :

第6次総合計画 前期基本計画 (平成29年度～令和 3年度)

基本目標Ⅱ 夢を育み健やかに生きるひとづくり
3.夢と生きがいをもって活躍するひとづくり
③多様な学習機会の支援
(1)生涯学習活動機会の充実

○図書館資料の充実と読書活動の振興を図ります。
日標 :総合計画における定量的目標値がないため、補助事業独自日標を定めます。
(補助事業独自目標)人 口1,000人 当たりの個人貸出し人数 600人
【生涯学習センター】

交付金事業に関係する主要政策・施策 :

第6次総合計画 前期基本計画 (平成29年度～令和 3年度)

基本目標Ⅱ 夢を育み健やかに生きるひとづくり
3.夢と生きがいをもって活躍するひとづくり
③多様な学習機会の支援
(1)生涯学習活動機会の充実

市民ニーズの多様化、高度化などの時代の要請に的確に対応した学習プロ
グラムの提供に努めます。

総合計画における目標 :生涯学習講座・教室への年間参加者数
講座 :4,500人  教室 :600人

(補助事業独自目標)生涯学習講座・教室への年間参加者数旧常陸太田地区分
※平成31年 4月 1日 時点の人口割合より算出
講座 :2,250人  教室 :300人

事業開始年度 令和元年度 事業終了 (予定)年度 令和元年度

事業期間の設定理由 年度内にて評価をするため (人事案件のため,単年度にて評価)



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

人口1,000人当
たりの個人貸出
人数 600人

図書の個人貸出
し人数■人口×

1,000

成果実績 人 545

目標値 人 600

達成度
υ
″^ 90.8%

講座参加者数
2,250人

講座参加者数

成果実績 人

目標値 人 2,250

達成度
υ
Ю 105.2%

教室参加者数
300人

参加者数

成果実績 人 289

目標値

達成度
げ
″́ 96.3%

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

市立図書館の貸出人数は達成度90.8%と 目標を下 |■ りました。原因としては、様々な情
報メディアの急速な普及による図書離れが進んでいることが考えられます。次年度は、平
成30年 3月 に策定 した常陸太田市子ども読書活動推進計画に基づき、ブックスター ト事業や
子 ども向け事業の開催等を継続 して行い、特に若い世代の図書離れを抑制 していくことに

努めます。
生涯学習センターにおける各種教室参加者数は達成度96.3%と 目標を下 ロ りましたが、

各種講座参加者数は達成度105.2%と 目標を上 ロ る実績 となりました。次年度は両目標を達
成するため、講座や教室ごとに実施 しているアンケー ト結果等を活用し、サービスの向上
に努めます。

評価に係る第二者機関等の活用の有無

2366

人 300

41E



交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

常勤職員の雇用量
(雇用人数 (人)× 雇用期間
(月 ))

活動実績 人 月 108 108 81

活動見込 人 月 108

達成度 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
奎本ヽ
r

平成29年度 平成30年度 備  考

38,756,448 38,446,200 29,530,700 106,733,348

26,439,000

26,439,000

26,255,000

26,255,000

26,193,000

26,193,000

78,887,000

0

78,887,000

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

勤職員人件費 雇 用 常勤職員9名 29,530,700

交付金事業の担当課室 茨城県政策企画部政策調整課

交付金事業の評価課室 茨城県政策企画部政策調整課

108 81

令和元年度



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 福祉対策 那珂総合公園等施設維持運
措置 営事業

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

那珂市

交付金事業に要
交付金充当額 備 考した経費

31,718,000 31,718,000 市町村総事業費
51,194,775 



Ⅱ.事業評価個表 (令和元年度)

番 号 措置名

福祉対策措置 那珂総合公園等施設維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 那珂市

交付金事業実施場所 那珂市戸崎地内外

交付金事業の概要

那珂総合公園、中央公民館、那珂市立図書館、各小学校 9校及び中学校 5校における光熱
費 (電気料)1lヶ 月分。
那珂市は第 2次総合計画に基づき、未来を担 う人と文化を育むまちづくりの推進に向けて

電源立地地域対策交付金を活用することで、生涯学習施設の安定した施設運営を行 うこと
により、住民の生涯学習やスポーツ活動の振興を図り、住民の生きがい 。健康づくりやコ

ミュニティ活動の推進を図ります。また、良好な教育環境を安定的に確保することで、確
かな学力と豊かな心を育むため、子どもたちの自主性・ 自立性を生かし社会を生き抜く力
を培 う教育の充実を図 ります。

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・施策とその
目標

:主要施策】
第2次那珂市総合計画 (平成30年度～令和9年度)

施策の大綱4 未来を担う人と文化を育むまちづくり
施策1 豊かな心を育む学校教育の充実を図る
④教育環境の整備と運営体制の充実
・良好な教育環境を安定的に確保することで、確かな学力と社会的規範を身につけながら、

心身ともに健全でたくましく生きる児童生徒を育成するための教育の充実につなげる。
施策3 生涯にわたり学ぶことができる環境を整える
①生涯学習環境の充実
。生涯学習に対する市民の多様なニーズに対応し、市民一人ひとりが生涯にわたリテーマ

を持って学習できるように、生涯学習施設の安定したサービスの維持と充実を図る。
施策4 スポーツを身近に感じ親しめる環境を整える

①スポーツ環境の充実
・スポーツ活動の振興を図ることで、スポーツを通じた地域コミュニティの連帯感を深め

るとともに、市民の生きがい・健康づくりを推進する。

<目 標 >
学習活動をしている市民の割合 現状

中間
最終
現状
中間
最終
現状
中間
最終

24.8%
目標 29.0%
目標 30.0%

8.5点
目標  9.5点
目標 10.0点

234,844人
目標248,000人
目標254,000人

(平成28年度 )

(令和2年度)

(令和4年度)

(平成28年度 )

(令和2年度)

(令和4年度)

(平成28年度)

(令和2年度)

(令和4年度 )

市民一人当たりの図書館資料貸出数

体育施設利用者数

事業開始年度 平成30年度 事業終了 (予定)年度 令和4年度

事業期間の設定理由 第 2次那 計画、前期基本計画の終期まで



補助事業の成果 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

体育施設
利用者数 (人 )

245,000人

体育施設年
間利用者数

成果実績
:

ノヽ 248,928

目標値 人 245,000

達成度 % 101.6%

学習活動をして
いる市民の割合

(%)
27.4%

市民アンケー

トにおける回
答

成果実績 %
目標値 %
達成度 92.6%

市民一人当たり
の図書館資料貸

出数 (点 )

9.2点

資料貸出数/

人口

成果実績 点 7.2

目標値 点 9.2

達成度 % 78.4%

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

補助事業の定性的な成果及び評価等

。令和元年度の「学習活動をしている市民の割合」は25.4%と なり、日標値を下回りました。原因として
は、学習活動に対して興味 。関心が不足していることが考えられます。今後、生涯学習活動の拠点施設で
ある中央公民館においては、市民ニーズを的確に把握し魅力ある学習講座の開設を図るとともに自主的な
学習活動の場の提供等を通じて生涯学習のきつかけづくりに努めてまいります。
・令和元年度の「市民一人当たりの図書館資料貸出数」は7.2点 となり、日標値を下回りました。原因とし
ては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和2年 3月 上旬から3週間程度、施設の利用を休上した
ことによる影響のほか、読書をする習慣がないことや様々な情報メディアの普及等により図書館離れが進
んでいることが考えられます。今後は、平成31年 3月 に策定した「第3次那珂市読書活動推進計画」に基づ

き、多様化する市民ニーズに対応した図書館資料の収集に努めるとともに、ブックスター ト事業や読み聞
かせ活動の継続的な実施、読書に対して興味・関心を持つきっかけとなるイベント等を通じて、読書活動
の意義や重要性について広く普及を図ります。
・令和元年度の「体育施設年間利用者数」は248,928人 となり、日標値を達成することができました。本事
業の交付金充当により、各体育施設の適切な管理運営を行うことができ、市民のスポーツ振興が図られ、
市民の生きがい 。健康づくりやコミュニティ活動の推進に大きく寄与することができました。

25.4

27.4

%

補助事業の成果目標及
び成果実績



補助事業の成果 目標及
び成果実績

評価に係る第二者機関等の活用の有無
鉦

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

光熱費の充当月数

活動実績 月 11 11 11

活動見込 月 11 11 11

達成度 100.0% 100.0%

平成29年度 平成30年度 備  考

49,902,056 52,122,439 51,194,775

31,753,000

31,753,000

31,718,000

31,718,000

31,718,000 95,189,000

95,189,000

補助事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

電気料 随意契約 東京電カエナジーパー トナー株式会社 9,626,889

電気料 随意契約 日立造船株式会社 7,606,797

電気料 随意契約 水戸電力株式会社 33,961,089

補助事業の担当課室 茨城県政策企画部政策調整課

補助事業の評価課室 茨城県政策企画部政策調整課

補助事業の活動指標及
び活動実績

100.0%

補助事業の総事業費等 令和元年度

153,219,270

31,718,000



別紙
I.事業評価総括表 (令和元年度 )

(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

高萩市 4,400,000 4,400,000 市町村総事業費
10,244,911

高萩市立学校給食センター

管理運営事業



Ⅱ.事業評価個表 (令和元年度)

二

′
ｒ
７
．

番 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

高萩市立学校給食センター管理運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 高萩市
交付金事業実施場所 高萩市高浜町地内
交付金事業の概要 高萩市立学校給食センター給食配送業務委託料に充当

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

交付金事業に関係する主要政策 。施策 :

第 5次高萩市総合計画 (平成28年度～令和 2年度)

基本政策 2 たくましさを育む 「教育 。文化」
2-1 学校教育
・政策を実現するために行 う基本事業  「健やかな体力の向上」

安全でおいしい給食が提供されています。
日標 :学校給食の残食率 19%(令和 2年度)

事業開始年度 平成28年度 事業終了 (予定)年度 令和 2年度
事業期間の設定理由 第5次高萩市総合計画の終期まで

成果 目標 成果指標 単位 百平イ|‖ |イ |り女 和 2年度

学校給食の
残食率19%

学校給食の
残食率

成果実績 0/
/0

11標値
()/
/() 19

達成度 ()/
/0

評価年度の設定理由

第5次高萩市総合計画の終期 (令和 2年度) 学校給食の残食率 19%
交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二者機関等の活用の有無
任

交付金事業の成果日標
及び成果実績



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

調理後2時間以内に給食
を食べられる配送

活動実績 193 174

活動見込 193 190

達成度 % 100.0% 91.6%

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 備  考

12,970,800 10,244,911 23,215,711

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

8,800,000

0

8,800,000

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
給食配送業務委託 指名競争入札 日立地区通運 (株 )高萩営業所 10,244,911

交付金事業の担当課室 茨城県政策企画部政策調整課

交付金事業の評価課室 茨城県政策企画部政策調整課

回

回



別紙
I.事業評価総括表 (令和元年度)

: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

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

北茨城市清掃センター維持
運営事業

北茨城市 4,400,000 4,400,000
市町村総事業

費
10,794,033



II 個表 (令和元 F●=
ζ́

措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

北茨城市清掃センター維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 北茨城市
交付金事業実施場所 県 城

||ロ
|ク←」 1町 地

交付金事業の概要
北茨城市清掃センターの安定 した運営を維持するために、施設の8月 から11月 の電気料 と
して当該交付金を活用 します。

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

交付金事業に関係する主要政策 。施策 :

第4次北茨城市総合計画 後期基本計画 (平成27年度～平成31年度 )

第5章 人と自然が元気な潤いのあるまち
第2節 生活環境の向上

第1項 ごみ、し尿等の処理体制の充実
。市民が地域の中で衛生的で快適な生活を送れるように、ごみ処理施設及び
し尿処理施設の適正な管理運営に努め、処理体制の充実を図 ります。

【目標】
施設の稼働については,定期的な点検と計画的な修繕更新を実施することにより,適正

な維持運営に努める。

事業開始年度 令和元年度 事業終了 (予定)年度 令和元年度
事業期間の設定理由

番 号



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 度年布
μ

”
十

一言
ロ 令和 2イ

「
度

焼却炉の年間稼
働 日数 240日

年間稼働 日
数 (日 )

成果実績

目標値 || 240.0

達成度 %
評価年度の設定理函

,´

`ヽ

_ を することで,PDCAサイクルによる迅 な 改
フ
0

の 果及び評

評価に係る第二者機関等の而研]7ア戸蕪
41任

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度

1日 あた りのごみ焼却量
活動実績 トン日 55 56 54
活動見込 トン日 55 56 54
達成度 % 100.0% 100.0% 100.0%

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

7,656,478 11,057,937 10,794,033 29,508,448
4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

400, 000

4,400,000

13,200,000

13,200,000
の σ)

約の目 約 の 法 の
ロニ

「

約 金

電気料 随意契約
東京電カエナジーパー ト

ナー株式会社

交付金事業の担当課室 茨城県政策企画部政策調整課
交付金事業の評価課室 茨城県政策企画部政策調整課

||

10,794,033



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

地域活性
化措置

水戸市英会話教育推進事業 水戸市 100,791,940 100,791,940

:交付金内訳】
経産省分

43,734,244
文科省 分

57,057,696

1市 町村総 1=業 費】
135,660,784

措置名



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

地域活性化措置 水戸市英会話教育推進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 水戸市

交付金事業実施場所 水戸市三の丸 1丁 目ほか79件

交付金事業の概要 英語指導助手による英会話教育 (英語指導助手人件費12か月分 (40名 ))

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

日標

交付金事業に関する主要政策・施策
水戸市第 6次総合計画 (平成26年度～令和 5年度 )

3か年実施計画 (令和元年度～令和 3年度 )

1 笑顔にあふれ快適に暮らせる 「みと」づくり
1-1 未来を担 う子 どもたちの育成
1-1-2 学校教育の充実
○水戸スタイルの教育の推進

グローバルプラン
・世界で活躍することができる資質や能力の向上を図るため,小・中学校での

オール・イン・イングリッシュ授業等を通 して,会話によるコミュニケーシ
ョン能力の育成に努めます。

事業開始年度 平成 16年度 事業終了 (予定)年度 令和 5年度

事業期間の設定理由 水戸市第 6次総合計画の終期まで

成果 目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

英会話力調査
A評価の割合

85%

英会話力調査 A評
価の割合 :A評価
取得児晨数‐調査

対象児童数×100

成果実績
″
カ 78.3

日標イ直
０
一却

達成度
ν
却 92.1%

評価年度の設定理由

毎年度の事業改善を図るため,事業実施年度末に評価を実施。
交付金事業の定性的な成果及び評価等

目標 :水戸英会話力調査におけるA評価の割合85%
※英会話力調査A評価の割合 :A評価取得児童数 T調査対象児童数 ×100

85



交付金事業の成果目標
及び成果実績

令和元年度は,小学校24名 ,中学校に15名 ,義務教育学校に 1名 の英語指導助手を配置 し,小学校及び
義務教育学校前期課程では,年間 1・ 2年生は30時間, 3・ 4年生は45時 間, 5・ 6年生は80時間と,い
ずれも国の標準時数を上回る授業時数を計画 し,実施 しました。 3月 の臨時休業により,すべての時数を
実施することは難 しい学校 もありましたが,国の標準時数は満た してお ります。中学校及び義務教育学校
後期課程では,国の標準時数に加えて,英会話の授業を設け,実施 しました。また,全ての保育所・幼稚園
に英語指導助手を派遣 し各々年間平均30時間程度の英語あそびを実施 しました。

令和元年 10～ 12月 に実施 した 「英会話力調査」では,新学習指導要領が令和 2年度より小学校で実施 さ
れることを受け,調査の質問内容,形式を一部変更 しました。そのため,調査形式に慣れていないことな
ども関係 し,A評価を得た児童数の割合は,第 1学年77.9%,第 2学年77.0%,第 3学年78.2%,第 4学
年81.8%,第 5学年80.7%,第 6学年74.4%であ り,全学年の平均は,78.3%と ,平成30年度より低い結
果とな りました。 日標値である85%を 超えた学年はありませんで した。

一方,調査の形式を変更せずに実施 した中・義務教育学校第 1学年につきましては,A評価を得た生徒
数の割合は79.1%と ,平成30年度の69.5%に比べて10%ほ ど向上 してお り,小学校での英会話授業で身に
つけた成果が見られました。

令和元年 10月 に実施 した 「英語あそび・英会話・英語学習に関する意識調査」では,英会話の時間が
「とても楽 しい」または 「楽 しい」と答えた児童は小・義務教育学校前期課程のほとんどの学年で,約 9
割を超えています。また,全児童の約1/4は,学校以外で英語の学習に取 り組むなど,英語に対する興味・

関心が高い状況です。中学校及び義務教育学校後期課程でも,英語の学習を「楽 しい」または 「どちらか
とい うと楽 しい」 と答えた生徒は約 8割お り,高い関心を示 してます。保育所,幼稚園においても,幼児
が英語指導助手に親 しみをもって,一緒に遊んでいると感 じている教員が97.3%お り,多 くの幼児が英語
指導助手の来園 。来所を楽 しみにしていることが うかがえます。

以上のことから,水戸市立保育所・幼稚園 。小学校・中学校・義務教育学校の子どもたちが,英会話教
育を通 して身近な英語に慣れ親 しみ,英語を聞 く力,話す力を高め,英語による実践的コミュニケーショ
ンの基礎を養 うといった当事業の目的に対 し,成果が表れているといえます。



評価に係る第二者機関等の活用の有無
缶
（

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

活動実績 463 465 463

活動見込 人 月 468 468 468

達成度
０
´ 98.9% 99.4% 98.9%

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備  考

132,697,539 134,413,332 135,660,784 402,771,655

125,000,000

81,895,763

43,104,237

125,000,000

81,769,357

43,230,643

100,791,940

57,057,696

43,734,244

350,791,940

220,722,816

130,069,124

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

人件費 雇 用 135,660,784

交付金事業の担当課室 茨城県政策企画部政策調整課

交付金事業の評価課室 茨城県政策企画部政策調整課

英語指導助手の雇用量

(雇用人数 (人 )× 雇用期間
(月 ))

人 月

交付金事業の総事業費
等


	茨城県（直接事業）（修正）
	茨城県（間接事業）（修正）



