
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

（備考） 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

22,809,000合計 24,113,100

備　考

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営当措置

町道馬場前線埋蔵文化財発掘調
査事業

楢葉町 24,113,100 22,809,000

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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由 事業の工期
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

工事が中止と
なっている町道
馬場前線道路改
築工事を再開す
る。

町道馬場前線道
路改築工事再開
率

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

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

町道馬場前線埋蔵文化財発掘調査事業

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

楢葉町公共施設等総合管理計画（平成２９年３月）
　第６　施設類型ごとの管理に関する方針
　　３　インフラ系施設
　（１）道路・道路法面・橋りょう
　
【目標】
　道路・法面・橋りょうについては、維持更新投資が重要であることから、毎年、維持更新
投資のための予算確保を図り、路面の損傷状況などを踏まえながら、更新事業を推進する。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 楢葉町
交付金事業実施場所 楢葉町大字上小塙字馬場前地内

交付金事業の概要 町道馬場前線の埋蔵文化財の発掘調査を行う。



交付金事業の担当課室 建設課
交付金事業の評価課室 建設課
（備考）（１）　事業ごとに作成すること。 
　　　　（２）　番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

表土剥取り及び埋め戻し工事
公益財団法人いわき市教育文化事

業団の委託先
株式会社中野建設（楢葉

町）
1,737,091

埋蔵文化財発掘調査業務委託 随意契約
公益財団法人いわき市教
育文化事業団（いわき

市）
24,113,100

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 22,809,000
うち文部科学省分

総事業費 24,113,100

うち経済産業省分 22,809,000

交付金事業の総事業
費等

令和２年度 年度 年度 備　考

交付金事業の活動指
標及び活動実績

活動指標 単位 令和２年度 年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 100.0%

年度

発掘調査面積1,000㎡
活動実績 ｍ 1,000
活動見込 ｍ 1,000

交付金事業の成果目
標及び成果実績 達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由
事業完了年度とした。

交付金事業の定性的な成果及び評価等



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

（備考） 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

6,523,000合計 23,100,000

備　考番号 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

6,523,0001
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

消防ポンプ自動車更新事業 楢葉町 23,100,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由 事業の工期
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３年度
消防団第２分団
第１部が管轄す
る地区の住民の
安全を確保でき
るよう、出動態
勢を整える。

所属する消防団
員18人の満足し
ているという回
答割合を90％以
上とする。

成果実績 人 18

目標値 人 17

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

消防ポンプ自動車更新事業

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

楢葉町復興計画＜第二次＞第三版
　第三章　復興のための施策
　　５.安心して暮らせる環境を作り出す
　　　５－２）（３）公共施設の復旧・復興
　
【目標】
　消防団屯所など公共・公益施設については、自然災害・原子力災害をはじめとする災害時
の活動拠点並びに避難拠点として重要であることから、必要に応じた取り組みを進める。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 楢葉町
交付金事業実施場所 楢葉町大字北田字鐘突堂５番地の６

交付金事業の概要 楢葉町消防団第２分団第１部消防ポンプ自動車の更新を行う。



交付金事業の担当課室 くらし安全対策課
交付金事業の評価課室 くらし安全対策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

消防ポンプ自動車購入 指名競争入札
東部産業株式会社　自動

車部（いわき市）
23,100,000円

（うち付属品取付装置） 東部産業（株）自動車部の請負先日本機械工業（株）（八王子市） 1,346,532円

（うち特殊艤装） 東部産業（株）自動車部の請負先日本機械工業（株）（八王子市） 2,262,956円

（うち専用シャシ購入） 東部産業（株）自動車部の調達先

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 6,523,000
うち文部科学省分

総事業費 23,100,000

うち経済産業省分 6,523,000

交付金事業の総事業
費等

令和２年度 年度 年度 備　考

交付金事業の活動指
標及び活動実績

活動指標 単位 令和２年度 年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 100.0%

年度

消防ポンプ自動車の更新
活動実績 台 1
活動見込 台 1

達成度 ％ 105.9%

評価年度の設定理由
事業実施の翌年度とした。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

いすゞ自動車東北（株）（仙台市） 7,504,200円

（うち標準艤装） 東部産業（株）自動車部の請負先日本機械工業（株）（八王子市） 9,625,000円



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

（備考） 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

22,294,000合計 22,294,000

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

楢葉町公共用施設維持運営基金
等造成事業

楢葉町 22,294,000 22,294,000
県振替分

4,748,000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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由 令和6年度までの基金処分を計画しているため。

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3年度

支障なく施設を
稼働できている
割合100％

支障なく施設を
稼働できている
割合

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100.0%

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

楢葉町公共用施設維持運営基金等造成事業

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

楢葉町公共施設等総合管理計画（平成２９年３月）
　第１　はじめに
　　１　策定の目的
【目標】
　多くの町民の方々が帰町を選択して戻りやすい環境を作っていくことに加え、町外の方の移
住希望を積極的に受け入れるために、公共施設等を引き続き適正に維持管理し、これまで通り
公共施設等を利用できる環境を整えていく。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和6年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 楢葉町
交付金事業実施場所 楢葉町内公共用施設（楢葉町大字北田字鐘突堂地内　他）

交付金事業の概要
楢葉町公共用施設維持運営基金を造成し、社会・教育文化施設、社会福祉施設、産業振興施設
等の公共施設の維持運営事業を実施します。



交付金事業の担当課室 政策企画課
交付金事業の評価課室 政策企画課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
基金造成 積立 - 22,294,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 22,294,000
うち文部科学省分 0

総事業費 22,294,000

うち経済産業省分 22,294,000

交付金事業の総事業
費等

令和2年度 年度 年度 備　考

交付金事業の活動指
標及び活動実績

活動指標 単位 令和2年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

毎年度の予定数

達成度 100.0%
維持運営する公共施設の数

活動実績 円 9
活動見込 円 9

評価年度の設定理由
公共用施設維持運営基金造成確定後の実績を報告するため、事業実施翌年度に評価を実施。

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、楢葉町公共用施設維持運営基金を造成し、町の各施設を適切に維持す
るための財源を確保することができました。本基金を活用し、施設の維持運営費を安定して確
保することにより、住民の利便性が損なわれることがないよう、計画的な事業実施に努めま
す。




