
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 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 総事業費
設に係る
整備、 維

4,456,854 
1 消防団用資機材整備事業 小田原市 4,400,000 4,400,000 （事業実施主

持補修又 体（市町村）
は維持運 の総事業費）
営等措置



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

1 
公共用施設に係る整備、維 消防団用資機材整備事業持補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 I小田原市
交付金事業実施場所 小田原市前川

災害対応時に団員の安全を確保するための安全帽282個を配備する。
消防団の消火・救出・救護に係る装備の充実を図るため、消防ホ ー ス54本、エ ンジン

交付金事業の概要 カッタ ー 2台及びエ ンジンチェンソ ー 2台を整備する。
小田原市では、第5次小田原市総合計画に基づき、消防団の持つ地域密着性、要員動員

カ、即時対応力を最大限に発揮できるよう消防団の装備整備の充実強化に努めています。

【主要政策・施策】
第5次小田原市総合計画（後期基本計画）

施策：9 消防・救急体制の充実
交付金事業に関係する 詳細施策： 2 災害対応力の充実と強化
都道府県又は市町村の 消防の広域化による管轄区域の拡大や災害の複雑化・多様化、救急需要の大

幅な増加などに対応するため、消防車両・装備などの計画的な整備や救急業務主要政策・施策とその の高度化の推進、地域防災の要である消防団の連携などにより災害対応力の充目標 実と強化を図ります。

［目標】
災害対応力の充実と強化

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 令和元年度

成果実績 ％ 100 
安全帽配置 目標値 ％ 100 

安全帽配置
率

（配置数十率100%
必要数x 達成度 ％ 100 

100) 

成果実績 ％ 108 

消防ホ ー ス 目標値 ％ 100 

消防ホ ー ス 更新率
（更新数十

更新率100%
更新が必要 達成度 ％ 108 
な数X 100) 

エンジン
成果実績 ％ 100 

目標値 ％ 100 
カッタ ー配エンジン

カッタ ー配
備率

交付金事業の成果目標 備率100%
（配備数十

達成度 ％ 100 
及び成果実績 必要数x

100)



成果実績 ％ 100 
エンジン 目標値 ％ 100 

エンジン
チェンソ ー

チェンソ ー
配備率

配備率100%
（配備数十

達成度 ％ 100 
必要数x

100) 

評価年度の設定理由
単年度完結事業のため、 事業完了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 令和元年度 年度 年度
活動実績 個 282 

活動見込 個 282 
安全帽の購入数

達成度 ％ 100 

活動実績 本 54 

活動見込 本 50 
消防ホ ー スの購入本数

交付金事業の活動指標 達成度 ％ 108 
氾1� ヽ、庄訴h宇忍吉
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活動実績 台 2 

エンジンカッタ ーの購入 活動見込 台 2 

台数
達成度 ％ 100 

活動実績 台 2 

エンジンチェンソ ーの購 活動見込 台 2 

入台数
達成度 ％ 100 

交付金事業の総事業費
令和元年度 年度 年度 備 考

等

総事業費 4,456,854 

交付金充当額 4,400,000 
--------------------------------- ·----------------------------------- �----------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------------

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

•！- う--ち経済産業省分 4,400,000 
I 



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

安全帽の購入 指名競争入札 株式会社三栄防災 2,075,238 

消防ホ ー スの購入 指名競争入札 株式会社三栄防災 1,870,000 
(50本）

消防ホ ー スの購入 随意契約 株式会社三栄防災 149,600 
(4本）

エンジンカッタ ーの購入 随意契約 鈴木農機株式会社 286,848 

エンジンチェンソ ーの購入 随意契約 鈴木農機株式会社 75,168 

交付金事業の担当課室 政策局政策部土地水資源対策課
交付金事業の評価課室 政策局政策部土地水資源対策課

 



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 交付金事業に要し

交付金充当額 備 考
接交付金事業者名 た経費

公共用施設に
総事業費

係る整備、 維
22,704,000 

1 
持補修又は維

指令車整備事業 相模原市 14,400,000 14,400,000 （事業実施主体

持運営等措置
（市町村）の総

事業費）



II. 事業評価個表（令和元年度） （単位：円）
番号 措箇名 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 指令車整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 l相模原市
交付金事業実施場所 相模原市中央区中央

指令車2台整備
相模原市では、新・相模原市総合計画に基づき、 効果的な消防・救急体制の構築のため地域の特性を

考胞した消防署所や消防車両等の整備を進めています。

交付金事業の概要 指令車は、 指揮車の非常用車両として運用するほか、 災害時に資機材や人員を搬送するなど後方支援
の際にも重要な役割を担っており、 本市のみならず他市への応援にも出場するなど、 用途が多岐にわた
る車両です。

今回導入した車両は、 従来の指令車と比較して租載量が2倍のため、 より多くの資機材の搬送が可能
となります。

【主要政策・施策】
新・相模原市総合計画

基本目標I 「誰もが安全でいきいきと暮らせる安心• 福祉都市」
政策の基本方向6 「安全で安心して暮らせる社会をつくります」

交付金事業に関係する 施策1 5 「消防力の強化」
都道府県又は市町村の 1 効果的な消防・救急体制の構築
主要政策・施策とその 地域の特性を考廊した消防署所や消防車両等の整備、 消防団組織や施設
目標 の充実、 火災予防の充実、 消防情報管理システムの充実強化などを図ると

ともに、 大規模災害等に対応するため、 高度救助体制を確立します。

【目標】
効果的な消防・救急体制の構築

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

交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金事業の総事業費
等

総事業費
交付金充当額

iうち文部科学省分••• 
！うち経済産業省分

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
新車両租載 成果実績 ％ 200 
量 目標値 ％ 200 指令車の最 (1, 000kg) 

大積載量を ＋現行車両
2倍に増加 積載撒

達成度 ％ 100 (500kg) X

100=200% 
評価年度の設定理由

事業完了後早期に評価が可能であるため。
交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第二者機関等の活用の有無
佃"" 

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度
活動実績 .,µ.. 2口

指令車購入台数 活動見込 台 2 
達成度 ％ 100 

令和元年度 年度 年度 備 考

22,704,000 
14,400,000 

---------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------------------------... --... -----

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

14,400,000 
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
物品購入 一般競争入札 日創工業株式会社 22,704,000 

交付金事業の担当課室 政策局政策部土地水資源対策課
交付金事業の評価課室 政策局政策部土地水資源対策課



別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

措置名 交付金事業の名称 交付金事業者名又は間 交付金事業に要し 交付金充当額 備 考番号 接交付金事業者名 た経費

総事業費公共用施設に 4,450,600 
係る整備、 維 班目地区外用水路 南足柄市 4,400,000 4,400,000 （事業実施主体持補修又は維 整備事業 （市町村）の総事持運営等措置 業費）



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 班目地区外用水路整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 1南足柄市

交付金事業実施場所 南足柄市班目ほか2件

牒業用水路の補修
班目地区 ：施工延長46. 9m、幅員0. 75m 
矢倉沢地区：施工延長16m、幅員0. 75m 

交付金事業の概要 苅野地区 ：施工延長38m、幅員0. 35m 

当該地区の農業用水路は、数十年前に原材料支給により地域住民が整備したものが多く、経年劣化に
より石和みが崩れる等危険な状態になっており、水害対策や農業用水の安定した確保という観点から、
自治会が整備を要望する農業用水路の修繕を行うものです。

【主要政策・施策】
南足柄市第五次総合計画第二次実施計画（平成30年度～平成31年度）

施策7 防災、消防体制の充実
交付金事業に関係する 基本施策4 災害に強いインフラの整備
都道府県又は市町村の 実施事業1 公共インフラ耐裳化事業 2 河川・水路整備事業
主要政策・施策とその 護岸整備されていない河川及び水路について、水害に対応した断面を確保
目標 し自然に俊しい護岸の整備を行います。

【目標］
想定される災害に対して、被害を最小限に抑えるための備えができています。

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 令和元年度

自治会要望 （整備済み
成果実績 ％ 69.8 

に対する整 距離＋令和 目標値 ％ 69.8 
備済の水路 元年度整備

の割合 距離）／要
達成度 ％ 100 (69. 8%) 望全長 X 100 

評価年度の設定理由

交付金事業の成果目標
自治会要望に対する水路の整備については毎年度継続している事業ですが、 委託契約を単年度で行っ

ており、 当該年度の進捗を確認するため、 事業実施年度毎の評価としました。
及び成果実紹

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、 市内3地区の蔑業用水路の整備を行い、 地域の殷業生産性の向上を固ること
ができました。 また、 用水路の劣化による危険な状況を改善でき、 防災の面でも大きな効果がありまし
た。 南足柄市では令和2年度も用水路整備を継続し、 本交付金の有効な活用を目指す予定です。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
佃Iヽヽヽ

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度
交付金事業の活動指標 令和元年度用水路整備事 活動実績 m 100.9 
及び活動実績 業の進捗旦（施工延長 活動見込 m 100.9 

(L)) 達成度 ％ 100 
交付金事業の総事業牲 令和元年度 年度 年度 備 考等

総事業費 4,450,600 
交付金充当額 4,400,000 

r iう-ち文部科学省分 -- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------.. ---------------------------

•
＇ 

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

！うち経済産業省分 4,400,000 



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

水路修繕工事
随意契約 株式会社川上建設 488,400 

（班目地区その1)

水路修繕工事
随意契約 株式会社川上建設 488,400 

（班目地区その2)

水路修繕工事
随意契約 中村建設株式会社 492,800 

（班目地区その3)

水路修繕工事
随意契約 中村建設株式会社 498,300 

（班目地区その4)

水路修繕工事
随意契約 有限会社森土建 499,400 

（矢倉沢地区その1)

水路修繕工事
随意契約 有限会社森土建 499,400 

（矢倉沢地区その2)

水路修繕工事
随意契約 有限会社森土建 499,400 

（苅野地区その1)

水路修繕工事
随意契約 有限会社森土建 499,400 

（苅野地区その2)

水路修繕工事
随意契約 有限会社森土建 485,100 

（苅野地区その3)

交付金事業の担当課室 政策局政策部土地水資源対策課

交付金事業の評価課室 政策局政策部土地水資源対策課



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 交付金事業に要し

交付金充当額 備 考
接交付金事業者名 た経費

公共用施設に
総事業費

1 
係る整備、 維 町立特定教育・

山北町
12, 151, 200 

持補修又は維 保育施設運営事業
11,017,000 11, 017, 000 （事業実施主体

持運営等措置
（市町村）の総

事業翌）



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 町立特定教育・保育施設運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 1山北町
交付金事業実施場所 山北町山北（やまっこ園舎、 わかば園舎）、 向原（向原保育園）

町立特定教育・保育施設に勤務する保育教諭・保育士5名分の人件般、 6か月分(8月,....__, 1月分）
交付金事業の概要 幼児教育の充実などの利用ニ ー ズに対応するため、 電源立地地域対策交付金を活用し、 保育等サー ビス

の充実に努めています。
【主要政策・施策】

第5次総合計画後期基本計画(2019年度,..._,2023年度）
第3章 健康と福祉のまちづくり

第4節 児童福祉の推進
交付金事業に関係する 第1項 子育て支援・児童福祉の充実
都道府県又は市町村の 安心して子どもを育てることができるよう、 地域における子育て支援や保育
主要政策・施策とその サー ビスを充実し、 子どもの遊び場・居場所づくりなどを整備するとともに、
目標 ひとり親家庭への支援や児童虐待防止のための要保護児童対策地域協議会など

を充実しながら、 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供し、 地
域に密着した子育て環境づくりを進めます。

【目標】
町民のニ ー ズに対応した保育サー ビスの充実

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 令和元年度

入所率：入 成果実績 ％ 100 
待機児童 所希望者数 目標値 ％ 100 0人 ＋入所者数

X 100 達成度 ％ 100 
評価年度の設定理由

交付金事業の成果目標 毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、 事業実施年度に評価を実施。 I 



及び成果実績 交付金事業の定性的な成果及び評価等

保育教諭・保育士(5名）の給与に交付金を充当することによって職員配置基準数(26名）を確保で
き、 待機児童数ゼロ（人）とすることができました。
次年度へ向けても多様化する子どもに対し、 保護者が安心してあずけられるよう職員の配置数を確保す
るとともにニ ー ズに対応した保育サ ー ビスの充実を固っていきます。

評価に係る第二者機関等の活用の有無
価’‘‘‘ 

活動指標 単位 令和冗年度 年度 年度
保育教諭・保育士の雇用 活動実績 人月 30 

交付金事業の活動指標 量 活動見込 人月 30
及び活動実績 （雇用人数（人） X雇用

期間（月）） 達成度 ％ 100

交付金事業の総事業跨 令和元年度 年度 年度 備 考等
総事業費 12, 151, 200
交付金充当額 11,017,000

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

i

i

うう
ち
ち経文部済科産学業省省分

分
-- ·--·--·--... -... -----... --... -...... ·--------- ---------------------------------- -----------------------------·----- --------------------------------------------------------------

11, 017, 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

保育教諭・保育士の雇用 雇用 保育教諭・保育士5名 12, 151, 200

交付金事業の担当課室 政策局政策部土地水資源対策課
交付金事業の評価課室 政策局政策部土地水資源対策課



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
整備、 維 総合保健福祉センタ ー 温水

1 
持補修又 プー ル運営管理事業
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

箱根町

交付金事業に要
交付金充当額 備 考した経費

総事業費
6,646,860 

4,400,000 4,400,000 （事業実施主
体（市町村）
の総事業費）



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 総合保健福祉センタ ー温水プール運営管理事業持補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 憚根町
交付金事業実施場所 箱根町宮城野

総合保健福祉センタ ー温水プール運営管理（プール使用者の安全を確保するために必要な
監視、管理・不測の事故に対する迅速な処理、対応）委託費3ヶ月(7月�g月）

交付金事業の概要 箱根町は、箱根町第6次総合計画に基づき町民の健康づくりを推進するため、町内で唯一

のプール付きスポ ー ツ施設である当センタ ーの温水プール運営管理委託費に電源立地地域
対策交付金を活用することで、地域住民が安心• 安全に健康増進が図れる環境の提供に努
めています。

【主要政策・施策】
箱根町第6次総合計画

交付金事業に関係する 基本目標1 : 皆が支えあう、誰もが元気なまちづくり
重点施策分野3 : 健康生活の推進都道府県又は市町村の 施策1 : 健康づくりの推進主要政策・施策とその 町民一人一人の健康づくりを支援し、健康診査の周知徹底を図り、特定保健指目標 導についても、積極的な支援を図っていきます。

【目標】
温水プールの年間利用者数 27,000人（令和3年度）

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



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

成果実績 日 78 

目標値 日 78 

水質・不測
無事故日数

の事故件数
（日）

0件 達成度 ％ 100 

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 単年度事業として、 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

本交付金の活用により、 箱根町総合保健福祉センタ ー 温水プールにおける必要な監視、 管
理を行うことで、 成果目標である「水質・ 不測の事故件数0件」を達成することができま
した。 箱根町では、 今後も不測の事故を末然に防止することで、 地域住民が安心して健康
増進を図ることができるよう、 引き続き同事業を実施していく予定です。

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 令和元年度 年度 年度

交付金事業の活動指標 活動実績 日 78 

及び活動実績 開館日数 活動見込 日 78 

達成度 ％ 100 



交付金事業の総事業費 令和元年度 年度 年度 備 考等
総事業費 6,646,860 

交付金充当額 4,400,000 
;
-------------------------------- ------------------------------------ ·---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

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

！うち経済産業省分 4,400,000 

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

総合保健福祉センタ ー 温水 指名競争入札 株式会社武翔総合管理神奈
6,646,860 プー ル運営管理事業 川支店

交付金事業の担当課室 政策局政策部土地水資源対策課
交付金事業の評価課室 政策局政策部土地水資源対策課

 



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

小児インフルエンザ予防接
1 地域活性

化措置 種事業

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

愛） I I町

交付金事業に要
交付金充当額 備 考

した経費

総事業費
2,417,000 

1,800,000 1,800,000 （事業実施主
体（市町村）
の総事業費）



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

l

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 愛川町

愛川町内医療機関ほか

交付金事業の概要

小児インフルエンザ予防接種委託費 (契約 日から2月 末までに支払済の委託費)

「住民の健康の増進」、 「生涯にわたる健康づくりの支援」は第 5次愛川町総合計画後
期基本計画の基本方針に掲げられてお り、小児インフルエンザ予防接種の実施はこの基本
方針に則 り実施されています。

インフルエンザは急性呼吸器感染症で、合併症 (特に肺炎)を併発 した場合に重篤にな
りやすいことから予防が重要な感染症のひとつであり、学校や幼稚園・保育園などでの感
染拡大の予防などが課題 となっています。

そこで、交付金を活用することで、予防接種をしやすい環境を整えるとともに、住民の

健康づくりへの意識を高めることができ、また、医療費抑制への効果も期待することがで
きます。

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

【主要政策 。施策】
第 5次愛川町総合計画後期基本計画

第 3部 健康でゆとりとふれあいのまちづくり
第 2章 いきいきと暮らす生涯健康づくりの推進

第 1節 健康づくりの推進
〈基本方針〉
住民の日常生活における心と体の健康の維持・増進をめざし、疾病予防対

策や保健サービスなどの取組みを通じて、生涯にわたる健康づくりの支援に
つとめます。

【目標】
『健康づくりの推進』について「満足」と感じる住民の割合

現状  40.3%(平成28年度)

日標値 56.0%(令和 4年度)

地域活性化措置 小児インフルエンザ予防接種事業

交付金事業実施場所



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
事業期間の設定理由

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
成果実績 ％ 32.47 

予防接種の 目標値 ％ 35. 00

予防接種の 接種率：接
種者数十助接種率35% 成対象人口 達成度 ％ 92. 77

X 100 

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、事業実施年度末に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
本交付金を活用し、当該事業を実施した結果、予防接種の接種率は32.47%となっており

ます。 成果指標の目標値達成には至りませんでしたが、平成30年度の接種率31. 04%から
1. 43ポイント増となっており、一定の成果を得ることができました。

愛川町では、令和2年度以後においても、事業を継続していくことで、制度の定着を図
り、接種率の向上に努めていく予定としております。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
佃Iヽヽヽ

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度
活動実績 件 2,417 

交付金事業の活動指標 予防接種実施件数 活動見込 件 2,158 
及び活動実績 （支払分） 達成度 ％ 112.00 



交付金事業の総事業費 令和元年度 年度 年度 備 考等
総事業費 2,417,000 
交付金充当額 1,800,000 

’i
― 

うち文部科学省分
a----------------------------------- ·---------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------------

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

iうち経済産業省分 1,800,000 
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
小児インフルエンザ予防接 随意契約 一般社団法人厚木医師会 2,417,000 種業務委託

交付金事業の担当課室 政策局政策部土地水資源対策課
交付金事業の評価課室 政策局政策部土地水資源対策課

 



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

地域活性
1 

化措置
口腔がん個別検診事業

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

愛川町

交付金事業に要
交付金充当額 備 考

した経費

総事業費
4,475,680 

2,600,000 2,600,000 （事業実施主
体（市町村）
の総事業費）



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 地域活性化措置 口腔がん個別検診事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 1愛川町
交付金事業実施場所 厚木歯科医師会（愛川町内医療機関含む）加入の協力医療機関

口腔がん個別検診委託費（契約日から2月末までに支払済の委託費）
「住民の健康の増進」、「生涯にわたる健康づくりの支援」は第5次愛川町総合計画後期

基本計画の基本方針に掲げられており、口腔がん個別検診の実施はこの基本方針に則り実
施されています。

交付金事業の概要 近年増加傾向にある「口腔がん」は、早期発見早期治療により治療後の後遺症も少な
く、治癒率の裔い病気ですが、検診の受診率が低いことが課題となっています。

そこで、交付金を活用し、個別検診を実施することで、検診を受診しやすい環境を整え
るとともに、住民の健康づくりへの意識を高めることができ、また、医療費抑制への効果
も期待することができます。

【主要政策・施策】
第5次愛川町総合計画後期基本計画

第3部 健康でゆとりとふれあいのまちづくり
第2章 いきいきと暮らす生涯健康づくりの推進

交付金事業に関係する 第1節 健康づくりの推進
〈基本方針〉都道府県又は市町村の 住民の日常生活における心と体の健康の維持・増進をめざし、疾病予防対主要政策・施策とその 策や保健サービスなどの取組みを通じて、生涯にわたる健康づくりの支援に目標 つとめます。

【目標】
『健康づくりの推進』について「満足」と感じる住民の割合

現状 40. 3% (平成28年度）
目標値56. 0% (令和4年度）



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
事業期間の設定理由

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
成果実績 ％ 4.89 

検診の受診 目標値 ％ 4.00 

検診の受診 率：受診者
率4. 00% 数十検診対 達成度 ％ 122.25 象者数X 100 

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
毎年度のPOCAサイクルによる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

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 令和元年度 年度 年度
活動実績 人 1,068 

交付金事業の活動指標 検診実施件数 活動見込 人 682 
及び活動実績 （支払分） 達成度 ％ 156.60 



交付金事業の総事業費 令和元年度 年度 年度 備 考等
総事業費 4,475,680 

交付金充当額 2,600,000 
;-------------------------------- ·---------------------------------- �---------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------------

！,-うち文部科学省分-- ·----------------------------------- ----------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------------------

iうち経済産業省分 2,600,000 

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

口腔がん検診業務委託 随意契約 一般社団法人厚木歯科医師
4,475,680 

交付金事業の担当課室 政策局政策部土地水資源対策課
交付金事業の評価課室 政策局政策部土地水資源対策課

 



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

地域活性1 ごみ収集運搬事業化措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

清川村

交付金事業に要 交付金充当額 備 考した経費

総事業費
4,913,376 

4,400,000 4,400,000 （事業実施主
体（市町村）
の総事業費）



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 地域活性化措置 ごみ収集運搬事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 屑川村
交付金事業実施場所 清川村全域

清川村内のごみ収集 ・ 再資源化に従事する職員（技能労務職4名）の人件費4か月分。
交付金事業の概要 清川村は、第3次清川村総合計画に基づき、3 R (リデュ ース、リュ ース、リサイクル）

によるごみの資源化を推進するため、村内のごみステ ー ションからごみの収集運搬を行
い、プラ容器等の資源化可能なごみの再資源化を行っています。

【主要政策 ・ 施策】
第3次清川村総合計画後期基本計画(2019年度,...._,2023年度）

1 自然と調和した住みよい村づくりの推進
1-3環境にやさしぐ快適で暮らしやすい村づくり

交付金事業に関係する 1-3-1 ごみの減量化 ・ 資源化の促進
都道府県又は市町村の 分別収集の徹底による処理コストの低減と効果的な有価物の回収を図るとと
主要政策 ・ 施策とその もに、剪定枝などの再利用を促進し、3 R (リデュ ース ・ リュ ース ・ リサイク
目標 ル）によるごみの減量化 ・ 資源化を推進します。また、超高齢社会に対応した

収集方法を検討するとともに、ごみ処理の広域体制の充実を図ります。

【目標】
ごみの資源化を推進します。

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2年度

成果実績 ％ 

ごみの資源 目標値 ％ 25 

ごみの資源
化率：総ご
み発生量＋

化率 25% 
資源化量x 達成度 ％ 

100 

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
毎年度の総ごみ発生量から資源化率を算出しているため、 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

評価に係る第三者機関等の活用の有無
佃"" 

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

活動実績 人月 16 
交付金事業の活動指標 技能労務職の給与支給量

及び活動実績 （技能労務職（人）x事
活動見込 人月 16 

業期間（月）） 達成度 ％ 100 



交付金事業の総事業費 令和元年度 年度 年度 備 考等
総事業費 4,913,376 

交付金充当額 4,400,000 

'！
― 

うち文部科学省分
---------------------------------- ----------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------------------

!--------―-------------------- ---------------------------------- ----------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------------------

：うち経済産業省分 4,400,000 

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

技能労務職の人件費 雇用 技能労務職4名 4,913,376 

交付金事業の担当課室 政策局政策部土地水資源対策課
交付金事業の評価課室 政策局政策部土地水資源対策課




