
別紙

I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措附名 交付金事業の名称

福祉対策措附 健診事業

交付金J_j\業者名又は間接
交付金事業者名

茨城県東海村

交付金事業に要し
交付金充当額 備 考

た経挫

39,798,718 38,000,000 



II . 事業評価個表（令和元年度）

番号 措樅名 交付金事業の名称

福祉対策措骰 健診事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I 茨城県東海村
交付金事業実施場所 東海村大字村松地内

村（東海村保健センタ ー）で実施している各種一般健診（検診）（以下参照）の委託
①結核健診

交付金事業の概要 ②がん検診
（肖がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診・腹部超斉波健診）
③循環器検診
（生活習恨病予防健診，特定健康診査）

交付金事業に関する主要政策・施策：
東海村第5次総合計画（平成23年度-32年度）後期基本計画

交付金半業に関係する都道府県 分類別将来像3 みんなが健やかにいきいきと荘らすまち
又は市町村の主要政策・施策と 3-4 みんなが健やかにいきいきと牲らせるまちをつくる
その目標 3-4-1 住民の健康づくりを支援する

目標：生活習慣病予防を目的とした各種健康診究を実施するとともに，若い世代を含め，生活習恨病の改
善が継続的に実践できるよう，健康教脊を実施します。

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

成果目椋 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

受惨率： 成果実紹 ％ 7 I. 1 
受診率70% 受診者数十対佐 目標値 ％ 70 

者数 X 100 達成度 ％ 101. 6%
評価年度の設定理由

交付金事業の成果目標及び成果 毎年度実施している事業であり，単年度事業として評価するため。
実紹 交付金事業の定性的な成呆及び評価等

住民の経済的負担を軽減することで，7割以上（受診率71. I%)の対象者が健診を受診することができ，疾
病の早期発見・早期治療につなげ，医療抑制への足がかりを築くとともに，健康づくりへの意識の向上を
囮ることができた。 本事業については，令和2年度も引き続き実施し，受診率の維持・向上を固ってい
く。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



活動指椋 単位 平成2 9年度 平成3 0年度 令和元年度

交付金事業の活動指標及び活動 活動実績 回 38 38 38 
実紹 健診（検診）の実施回数 活動見込 回 38 38 38 

達成度 ％ 100. 0% 100. 0% 100. 0%

交付金事業の総;.J.i:業投等 平成2 9年度 平成3 0年度 令和元年度 備 考

総事業投 41,232,468 38,591,024 39,798,718 
交付金充当額 38,000,000 38,000,000 38,000,000 
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38,000,000 38,000,000 38,000,000 
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

健診業務の委託 随意契約（特命） 公益財団法人 39,798,718 茨城県総合健診協会

交付金事業の担当課室 福祉部仙康増進課
交付金事業の評価課室 企画総務部企画経営課



別紙

I . 事業評価総括表（令和元年度）

(1:]'i. 位：円）•� ― 

番号 措骰名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接 交付金事業に要し

交付金充当額 備 考
交付金事業者名 た経我

福祉対策措骰 米飯給食投補助事業 茨城県東海村 15,076,978 12,549,000 



II. 事業評価個表（令和元年度）

番号 措慨名 交付金事業の名称

福祉対策措皿 米飯給食挫補助ギ業

交付金�1頃業者名又は間接交付金事業者名 I 茨城県東海村

交付金4澤業実施場所 東海村内各小中学校

交付金事業の概要 学校給食において提供する米飯（東海村産米）の籾米代を補助する。

交付金事業に関する主要政策・施策：
東海村第5次総合計画（平成23年度～令和2年度）後期基本計画

交付金事業に関係する都道府県 分類別将来像4 みんなが学ぴ成長するまち
又は市町村の主要政策・施策と 4-1 健やかで人間性豊かな子どもを育むまちをつくる
その目標 4-1-3 子どもたちの健やかな体つくりを推進する

目椋：地域の食文化や生産・流通の仕組みなどを学ぶ「食育」を推進し， 子どもたちの健やかな育ちを支
えます。

事業開始年度 令和元年度l 事業終了（予定）年度 I 令和元年度

'*業期間の設定理由

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

年間給食数におけ 成果実紹 日 129 
る米飯給食提供El

米叛給食提供日数 目標値 日 115 数の割合60%の
維持 達成度 ％ 112. 2%

評価年度の設定理由

交付金事業の成果目椋及び成果 毎年度実施している事業であり， 単年度事業として評価するため。

実紹
交付金事業の定性的な成果及ぴ評価等

給食提供日の約7割(72. 5%)を米飯給食で提供し， 児童生徒の食育推進に奇与した。 また， 地産地消の親
点から， 東海村産米を提供し， 本村の牒業振興及び地元股家の支援にも寄与することができた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



活動指標 単位 平成2 9年度 平成3 0年度 令和元年度

交付金事業の活動指椋及び活動 活動実紹 円 14,217,916 14,582,232 15,076,978 

実紹 補助金額 活動見込 円 14,313,000 15,076,000 15,680,000 

達成度 ％ 99.3% 96. 7% 96. 2%

交付金事業の総事業我等 平成2 9年度 平成3 0年度 令和元年度 備 考

総事業投 14,217,916 14,582,232 15,076,978 

交付金充当額 9,213,000 8,906,000 12,549,000 ----------------------------------- ----------------------------------- ..... --------------------------------- -----------囀•

：うち文部科学省分 ゜ ゜ ゜’ !--------------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- __ .., _____ .., _____―-------------------- ------------------------------------------
！うち経済産業省分 9,213,000 8,906,000 12,549,000 

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

村立小中学校の学校給食における米 補助 東海村学校給食運営委員会 15,076,978 
飯給食の推進

交付金事業の担当課室 教育委員会学校教育課

交付金事業の評価課室 企画総務部企画経営課



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
交付金事業者名又は間接 交付金事業に要し

交付金充当額 備 考
交付金事業者名 た経費

公共用施設に係
る整備、 維持補 東海南中学校給食室増改築等事

茨城県東海村 ．

462,550,000 355,000,000 
修又は維持運営 業

等措置



II. 事業評価個表（令和元年度）

番号 措骰名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、 維持補修又 東海南中学校給食室増改築等事業
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 I 茨城県東海村

交付金事業実施場所 茨城県那珂郡東海村大字船場地内

＜既存部改修> 135. 29 吋 RC造
く増築部 >340. 28 吋鉄骨造平屋建て

・屋根：デッキスうプコソクリー ト金コ
さ

テ押えの上， りレクソ塗膜防水X-1

・外壁：ALC t= lOO 下地調整の上， 仕上げ塗材塗り
・床：超重歩行特殊防滑性ビニJv床シー ト張り

交付金事業の概要 ．壁：防水石荘ホ
‘‘

ー ト
‘‘

下地張りの上， 化粧ケイカル板張り
・ 天井：防水石荘ホ

‘‘

— ド下地張りの上， 化粧ケイカル板張り
．厨房機器工事 ・外構整備工事

・受水槽及びキュ ー ビクル撤去及び新設 • 7'[]/ヽ゜ンホツベ庫撤去及び新設

上記に係る建築工事， 電気設備工事， 機械設備工事一 式

交付金事業に関係する主要政策・施策：

交付金事業に関係する都道府県
東海村第5次総合計画（平成23"--' 令和2年度）後期基本計画

分類別将来像4 みんなが学び成長するまち
又は市町村の主要政策・施策と

4-1 健やかで人間性豊かな子どもを育むまちをつくる
その目標

4-1-1 一人ひとりが輝く学校づくりを推進する
目標：安全で快適な学校生活を送ることができるよう， 施設の整備を推進します。

事業開始年度 令和元年度l 事業終了（予定）年度 I 令和元年度

事業期間の設定理由 単年度で終了する事業であるため。

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

学校給食による食
成果実績 件

中甚件数 食中毒件数 目標値 件
0件

達成度 ％ 

交付金事業の成果目標及び成果
評価年度の設定理由

実紹 令和元年度末に終了した事業であり， その後 1 年間で成果実紹を確認した後に評価を実施するため。



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
鉦‘‘‘‘ 

活動指標 単位 令和元年度

交付金事業の活動指標及ぴ活動 工事量 活動実績 式 1 

実紹 （東海南中学校給食室増改築 活動見込 式 1 

工事） 達成度 ％ 100.0% 

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備 考

総事業費 462,550,000 

交付金充当額 355,000,000 

！-う
-
ち文部科学省分

------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------------

゜
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----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------------

！うち経済産業省分 355,000,000 

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

東海南中学校給食室の増改築工事 一般競争入札 秋山・東康特定建設工事共同企
462,550,000 業体

交付金事業の担当課室 教育委員会学校教育課
交付金事業の評価課室 企画総務部企画経営課



別紙

I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措骰名 交付金事業の名称

公共用施設に係
る斃備、 維持補

阿漕ヶ浦公園改修事業
修又は維持運営

等措侶

交付金事業者名又は間接
交付金事業者名

茨城県東海村

交付金事業に要し
交付金充当額 備 考

た経投

65,587,500 55,000,000 



II. 事業評価個表（令和元年度）

番号 措骰名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補修又 阿漕ヶ浦公園改修事業は維持運営等措附
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I 茨城県東海村
交付金事業実施場所 茨城県那珂郡東海村大字村松地内

東海村村松地内における阿漕ヶ浦公園の改修工事
・防球ネット賂備 H=7m L=77m
・バックネット更新 A=244吋
・スタンドベンチシ ー ト更新 L=105rn

交付金市業の概要 ・防護マット整備 A=l58m2
．裔圧気中 I財閉器更新 N=l台

・屋外キュー ビクル更新 N=l台
・ケ ー プル更新 L=274m 
・フェンス更新 H=3m L=l8m

交付金事業に関係する主要政策・施策：
東海村第5次総合計画（平成Z3~32年度）後期基本汁画

交付金市業に関係する都道府県 分類別将来像6 みんなが快適に辞らすまち
又は市町村の主要政策・施策と 6-3 自然と共生する住みよいまちをつくる

そのH襟 6-3-1 憩いの楊としての公園整備・維持管理を行う
目標：村民と行政の協働に取り組みながら，身近な自然との触れ合いや地域のコミュニティ活動の拠点と
なる公園の整備・維持管理に努め，潤いのある生活床坑をつくります。

事業開始年度 令和元年度1 事業終了（予定）年度 I 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3年度
阿漕ヶ/iii公園利用 成果実紹 人

人数
年間利用人数 目標値 人 16,400 

16.400人（前年度
比110%) 達成度 ％  

交付金事業の成果目標及び成果
評価年度の設定理由

実紹 令和元年度末に終了する予定の市業であり，その後1年間で成果実紹を確認した後に評価を実施するた
め。

交付金事業の定性的な成果及ぴ評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



活動指標 屯位 令和元年度

交付金市業の活動指標及ぴ活動 工事批 活動実紹 式 l 

実紹 （野球楊B面改修工市， 野球 活動見込 式 l 

楊麻圧受俎設備更新工事） 達成度 ％ 100.0% 

交付金事業の総事業般等 令和元年度 備 考

総事業毀 65,587,500 

交付金充当額 55,000,000 
----------------------------------- ----------------------------------- ----------------·------------------ ------------------------------------------
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55,000,000 

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

工事請負契約（阿漕ヶ浦公園野球場B 一般競争入札 屎坑保全 ＇胆業株式会社 44,968,000 面改修工事）

工事語位契約（阿漕ヶ浦公園野球場 指名競争入札 根本電典株式会社 20,619,500 科圧受俎設備更新工事）

交付金事業の担当課室 建設部都市幣備課
交付金市業の評価課室 企画総務部企画経営課



別紙

I. 事業評価総括表（令和元年度）

(m. 位：円）

番サ 措I社名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は間接 交付金事業に要

交付金充当額 備 考
交付金事業者名 した経抒

公共用施設に係る
整備， 維持補修又 雨水排水路整備事業 茨城県東海村 141,713,000 I J 4, 344, 000 

は維持運営等措骰



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
番号 措置名

公共用施設に係る整備，維持補修又
は維持運営等措置

雨水排水路整備事業

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

事業開始年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

交付金事業実施場所

交付金事業の概要

東海村村松地内

茨城県東海村

令和元年度

事業期間の設定理由

令和元年度事業終了（予定）年度

交付金事業に関係する主要政策・施策：
　東海村第5次総合計画（平成23年度～令和2年度）後期基本計画
　　分類別将来像6　みんなが快適に暮らすまち
　　　6-2　暮らしを支える社会基盤の整ったまちをつくる
　　　　6-2-5　雨水の適切な処理を行う
目標：雨水の適切な処理のために必要な施設を整備することにより，良好な環境を整えます。

・中央地区16号中央雨水支線整備工事（140.0m）
　管路掘削，管路埋戻，鉄筋コンクリート管Φ1,000，組立マンホール3号

・中央地区32-1号滝坂雨水幹線地盤改良工事（70.26m）
　地盤改良（中層混合処理）

・中央地区32-1号滝坂雨水幹線整備工事
　ボックスカルバート1.5m×1.5m L=68.6m，ボックスカルバート1.5m×1.6m L=1.7m

・中央地区17号中央雨水支線整備工事（184.5m）
　管路掘削，管路埋戻，鉄筋コンクリート管Φ1,100，組立マンホール4号，組立マンホール5号

交付金事業の成果目標及び成果
実績

本事業により整備する雨水排水路の工事は，単年度で完了するため。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

雨水排水の効果は全整備が完了することにより発揮するものであることから，令和2年度に中央区画整理地内の雨水幹線工事が全て
完了した後，令和3年度中の水害被害件数を確認して評価を実施する。令和3年度中の件数を確認するためには，翌4年度にならない
と評価を実施できないため。

評価年度の設定理由

令和４年度評価年度

0

成果指標成果目標

中央地区内の
豪雨による水害被害件数

水害被害件数0件

単位

件

件

%

成果実績

目標値

達成度



ネモト建設工業株式会社 26,950,000

令和元年度

394.76

394.76

100

交付金事業の活動指標及び活動
実績

単位

ｍ

ｍ

%

活動実績

活動見込

達成度

活動指標

施工延長

交付金事業の総事業費等

総事業費

令和元年度 備　考

141,713,000

うち経済産業省分

交付金充当額

うち文部科学省分

交付金事業の契約の概要

114,344,000

0

114,344,000

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

契約の目的 契約の方法

中央地区17号中央雨水支線の整備 一般競争入札

建設部区画整理課

企画総務部企画経営課

契約金額

46,860,000

契約の相手方

東康建設工業株式会社

中央地区32-1号滝坂雨水幹線の整備 一般競争入札 ネモト建設工業株式会社 35,123,000

中央地区16号中央雨水支線の整備 一般競争入札 東康建設工業株式会社 32,780,000

中央地区32-1号滝坂雨水幹線の地盤
改良

指名競争入札



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 交付金事業に要し

交付金充当額 備 考
交付金事業者名 た経費

公共用施設に係
る整備、 維持補 公共施設維持補修事業

茨城県東海村 121,000,000 121,000,000 
修又は維持運営 （基金造成）

等措置



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 公共施設維持補修事業
は維持運営等措置 （基金造成）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I 茨城県東海村
交付金事業実施場所 茨城県那珂郡東海村内

村内における公共施設（福祉施設，学校教育施設等）の維持補修に係る令和3年度以降の内外装改修工事
等に要する経費への基金造成。
当基金の造成により，施設の安全性や長寿命化等の確保の観点から，補修を要する施設の工事に係る財政

交付金事業の概要 的基盤の構築を実現するとともに，基金により財源が確保されることで，計画的な工事実施への足掛かり
とすることが出来る。
公共施設は多くの村民が活用しており，東海村の住民福祉において必要不可欠なものであり，当基金を充
当して公共施設維持補修事業を実施することにより，建設後の時間の経過による施設の老朽化や，多様化
する住民ニ ー ズに対応することが出来る。

東海村第5次総合計画後期基本計画中において，「計画を推進するための取組」として掲げる「計画的で
効率的な行政の運営」及び「健全な財政の運営」の実現の一 環として，「東海村電源立地地域整備基金の

交付金事業に関係する都道府県 設置，管理及び処分に関する条例」に基づく基金を設置し，電源立地地域対策交付金を計画的に公共施設
又は市町村の主要政策・施策と の整備， 維持補修及び維持運営に要する経費に充てることとしている。
その目標 ［目標 l

当基金を充当して公共施設維持補修事業を実施することにより，建設後の時間の経過による施設の老朽化
や，多様化する住民ニ ー ズに対応する。

事業開始年度 令和元年度I 事業終了（予定）年度 I 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7年度以降

公共施設維持補修事業により 成果実績 件
事故・苦情件数 工事を実施した不具合箇所に係る 目標値 件 ゜

0件
事故・苦情発生件数 達成度 ％ 

交付金事業の成果目標及ぴ成果
評価年度の設定理由

実紹 本年度積立分を充当する全事業の完了が令和6年度であり， その後1年間で成果実績を確認した後に評価
を実施するため。

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

活動指標 単位 平成2 9 年度 平成3 0年度 令和元年度

交付金事業の活動指標及び活動 活動実績 円 90,000,000 129,000,000 121,000,000 

実紺 基金造成額 活動見込 円 90,000,000 129,000,000 121,000,000 

達成度 ％ 100 100 100 

交付金事業の総事業費等 平成2 9 年度 平成3 0年度 令和元年度 備 考

総事業費’ 90,000,000 129,000,000 121,000,000 

交付金充当額 90,000,000 129,000,000 121,000,000 
r--------------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------------

：ぅち文部科学省分 ゜ ゜ ゜�-------------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------------

！うち経済産業省分 90,000,000 129,000,000 121,000,000 

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

基金の造成 精立 121,000,000 

交付金事業の担当課室 企画総務部企画経営課

交付金事業の評価課室 企画総務部企画経営課



別紙

I . 事業評価総括表（平成 3 0 年度・令和元年度（繰越））
（単位： fl!) 

番号 措骰名 交付金']\: 業の名称
交付金•J�業者名又は1

、

Ii]
接交付金·J-i: 業者名

公共用施設に係

I 
る幣備、 維持補

阿漕ヶ浦公園改修事業 茨城県東海村
修又は維持運伐

＾、窄措骰

交付金事業に投し
交付金允当額 備 考た経費

182,592,000 171,000,000 



II . 事業評価個表（平成3 0年度・令和元年度（繰越））
番サ 措骰名 交付金市業の名称

I 
公共用施設に係る整備、維持補修又 阿漕ヶ捕公園改修 ，J\'.業は維持運営等措Wl

交付金事業者名又は間接交付金·ri:業者名 I 茨城県束海村
父付金事業実施場所 茨城県那珂郡釆涌村大字村松

阿漕ヶ浦公園における設備等設岡及び遊具更新工事
交付金事業の概要 ・遊戯施設幣備 N=l式

．雨水排水幣備 1=264m 
・付帯施設幣備 N=l式

父付金事業に1及l係するt要政策・施策：
東海村第5次総合計画（平成23~令和2年度）後期基本，汁画

交付金事業に関係する都道府県 分類別将米像6 みんなが快適に荘らすまち
又は市町村の主要政策・施策と 6-3 !'I然と共生する住みよいまちをつくる

その目椋 6-3-1 憩いの勘としての公園整備・維持管理を行う
H椋：村Lもと行政の協働に取り糾みながら，身近な自然との触れ合いや地域のコミュニティ活動の拠点と
なる公園の整備・維持悴理に努め，判いのある生活棗坑をつくります。

•11: 業開始年度 平成3 0年度1 1り業終了( f,返）年度 I 令和元年度
→ •1i菜期間の設定理由 ）即年度で火施予定の ｀＇ ド業でしたが，他事業との調整にイ湘ljのH数を要したため，繰越を行いました。

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

利漕ヶ浦公園利用
成果実紹 人

人数 年間禾IJJIJ人数 II標値 人 15,000 
15,000人

達成度 ％ 

交付金事業の成果目も1及び成果
評価年度の設定理由

、ド成3 0年度末に完 rする予定の•)り業でしたが，繰越により今年疫に人ってから事業が完了したため，そ火紹
の後1年間で成呆実紹を確認した後に評価を実施します。

交付金·Ji: 業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機1i1等の活川のイf無
無



汗動指楼 単位 平成3 0年度

交付金＇）り業の活動指椋及び新動 活動実紐 式 l 

、必紹 L事杖 活動見込 式 I （阿洒ヶ浦公園改修T』l=)
達成度 ％ 100% 

交付令事業の総事業投＾序 、ド成30年度 備 考

総事業'l\\ 182,592,000 

交付金允‘腎額 171,000,000 ---------------------------------- --------------------------------- --------- -----------------------------------------
i.. うち文部科学省分------------ ゜---------------------------------- ----.. ----------------------------- --------------------------------- ------------------------------------------
iうち経済産業省分 171,000,000 

交付金り＂り業の契約の概要
契約のH的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

茨城県那珂郡東海村
工市，l,'l'.tt契約 •般競争入札 束康・屎境保全特定建設工事 182,592,000 

Jtfii]企業体

交付金•Ji:業の担当課安 建設部都市整備課
交付金•J�業の評価課米 企plij総務部企画経営課




