
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。

1,300,0002
地域活性化措

置
富岡駅前複合施設整備事業 富岡町 1,650,000

17,500,0001
地域活性化措

置
健康福祉事業 富岡町 24,147,766

交付金事業に要
した経費

39,600,000 35,000,0003
地域活性化措

置
富岡町図書館運営事業 富岡町

番号 備　考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

597
目標値 人 710
達成度 84%

高齢者インフ
ルエンザ予防
接種受診者数

の増

受診者数

成果実績 人 2528

目標値 人 2350

達成度 108%

胃がん検診受
診者数の増

受診者数

成果実績 人

人

交付金事業の概要

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

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

妊婦健康診査
受診者数の増

受診者数

成果実績 人 606
目標値

町民の福祉向上を図るために実施する妊婦健康診査、胃がん検診及び高齢者インフルエン
ザ予防接種に係る委託費

570
達成度 106%

番号 措置名 交付金事業の名称
1 地域活性化措置 健康福祉事業

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

【主要政策・施策】
富岡町災害復興計画（第二次）後期（令2年度～令和6年度）
第2章　政策と施策
政策4）健康・福祉・教育
(12)町民の放射線健康管理の充実

◆目標：放射線が及ぼす健康被害や不安を解消するとともに、町民の健康づくりを推進し
ます。

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 富岡町
交付金事業実施場所 全国一円（東日本大震災及び原子力発電所事故に伴う避難継続により）



交付金事業の総事業費
等

令和２年度

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、本年度も妊婦健康診査、胃がん検診、高齢者インフルエンザ予防接種事業を実施
し、それぞれ妊婦健診606名、胃がん検診597名、高齢者インフルエンザ予防接種2,528名の受診、接種が確
認できました。住民登録人口数の減により、目標よりも実績数が減となったものもございますが、町民の
健康増進と安全・安心の確保を図ることができました。次年度も当該事業を継続することにより、町民の
健康増進と安全・安心の確保による帰還促進を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

単位 令和２年度 年度
人 606

活動指標

総事業費 24,147,766

人 2350

達成度 106% #DIV/0! #DIV/0!

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金充当額 17,500,000

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 17,500,000

達成度 108% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の契約の概要

年度 年度 備　考

胃がん検診受診者数
活動実績 人 597
活動見込 人 710
達成度

活動見込 人 570

84%

活動見込

交付金事業の活動指標
及び活動実績

#DIV/0! #DIV/0!

高齢者インフルエンザ予
防接種受診者数

活動実績 人 2528

年度

妊婦健康診査受診者数
活動実績



一般社団法人福島県医師会 5,427,350

胃がん検診委託（県外）

交付金事業の評価課室 健康づくり課　健康づくり係

随意契約 一般社団法人日本予防医学協会 2,432,430

高齢者インフルエンザ
予防接種委託

随意契約

交付金事業の担当課室 健康づくり課　健康づくり係

一般社団法人福島県医師会
双葉郡医師会

12,986,336

計

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

24,147,766

公益社団法人福島県保健衛生協会 3,301,650胃がん検診委託（県内） 随意契約

妊婦健康診査委託 随意契約



Ⅱ．事業評価個表（令和２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

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

町内居住者
数増加

居住者数
成果実績 1594
目標値 人 1350
達成度 118.1%

評価年度の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

2 地域活性化措置 富岡駅前複合施設整備事業

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

【主要政策・施策】
富岡駅前複合交流施設
富岡町災害復興計画（第二次）後期（令2年度～令和6年度）
第2章　政策と施策
政策2）インフラ復旧・拠点整備
(4)住民のための生活拠点の整備・拡充

◆目標：帰還困難区域全域の再生に取り組みます。

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 富岡町
交付金事業実施場所 福島県双葉郡富岡町町内

交付金事業の概要
富岡駅前に整備予定の複合施設整備に向け、設計業務を実施するための基礎調査を実施す
る。



交付金事業の担当課室 企画課　企画政策係

交付金事業の評価課室 企画課　企画政策係

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

委託料 随意契約 特定非営利活動法人
福島住まい・まちづくりネットワーク 1,650,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 1,300,000

うち文部科学省分 0

総事業費 1,650,000

うち経済産業省分 1,300,000

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% #DIV/0! #DIV/0!

年度

基礎調査施設数
活動実績 箇所 1
活動見込 箇所 1

成果実績を測定し次第、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、複合施設整備に向けた基礎調査を実施し、複合施設の設計業務を
するための準備が整いました。



Ⅱ．事業評価個表（令和２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

図書館の利
用者数の増

図書館の利
用者数

成果実績 人 12,007
目標値 人 18,900
達成度 ％ 63.5%

評価年度の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

3 地域活性化措置 富岡町図書館運営事業

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

【主要政策・施策】
富岡駅前複合交流施設
富岡町災害復興計画（第二次）後期（令2年度～令和6年度）
第2章　政策と施策
政策4）健康・福祉・教育
(13)誰もが活躍できる地域社会の実現

◆目標：5年後の図書館の利用者数　23,500人/年

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 富岡町
交付金事業実施場所 福島県双葉郡富岡町町内一円

交付金事業の概要
図書館の管理運営をより円滑に行うために、図書館司書を増員する。図書館における資
料・情報の提供を強化することで地域住民の交流を促す。



交付金事業の担当課室 生涯学習課　生涯学習係

交付金事業の評価課室 生涯学習課　生涯学習係

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

委託料 随意契約
東京レコードマネジメント

株式会社
39,600,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 35,000,000

うち文部科学省分 0

総事業費 39,600,000

うち経済産業省分 35,000,000

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% #DIV/0! #DIV/0!

年度

増員した図書館司書数
活動実績 人 3
活動見込 人 3

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果実績を測定し次第、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、図書館司書を増員することができ、図書館における資料・情報の
提供を強化できました。施設利用者数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、目標
達成となりませんでしたが、次年度は利用者の増を図ります。



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。

番号 備　考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名

48,000,0001

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

夜ノ森駅周辺整備事業 富岡町 64,048,600

交付金事業に要
した経費



Ⅱ．事業評価個表（令和２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

夜ノ森駅周辺整備事業

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

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
富岡町災害復興計画（第二次）後期（令2年度～令和6年度）
第2章　政策と施策
政策2）インフラ復旧・拠点整備
(4)住民のための生活拠点の整備・拡充

◆目標：帰還困難区域全域の再生に取り組みます。

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 富岡町
交付金事業実施場所 福島県双葉郡富岡町内

交付金事業の概要
JR常磐線再開通に合わせ橋上駅舎となった夜ノ森駅の東口において、機能補完のために待
合室兼トイレを整備することで、夜ノ森駅の利便性の向上により交流人口の増加、帰還促
進を図る。

事業期間の設定理由

交付金事業 成

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

町内居住者
数増加

居住者数
成果実績 人 1594
目標値 人 1350
達成度 118.1%

評価年度の設定理由



交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果実績を測定し次第、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、JR夜ノ森駅東口に待合室兼トイレが整備され、利便性が向上し、
交流人口の増加や帰還促進を図ることができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 ％ 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

施設整備数
活動実績 件 1
活動見込 件 1

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

総事業費 64,048,600

うち経済産業省分 48,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 48,000,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の担当課室 都市整備課　建設係

交付金事業の評価課室 都市整備課　建設係

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
工事費 指名競争入札 株式会社倉伸 64,048,600



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。

番号 備　考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名

2,651,0001

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

防災行政無線保守点検事業 富岡町 3,788,400

交付金事業に要
した経費



Ⅱ．事業評価個表（令和２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

防災行政無線保守点検事業

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

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
富岡町災害復興計画（第二次）後期（令2年度～令和6年度）
第2章　政策と施策
政策2）インフラ復旧・拠点整備
(6)災害に備えたまちづくり

◆目標：震災や風水害の教訓をいかし、平時より災害に備え、町民生活に安心を与えるま
ちづくりに取り組みます。

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 富岡町
交付金事業実施場所 福島県双葉郡富岡町内

交付金事業の概要
デジタル防災行政無線（同報系）設備が安全かつ効果的に使用できるよう電波の送受信状
況やスピーカー等のボルトの締め具合の点検等を行う。

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

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

防災無線設
置数の増

防災無線設
置数

成果実績 件 328
目標値 件 310
達成度 ％ 105.8%

評価年度の設定理由



成果実績を測定し次第、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、デジタル防災行政無線（同報系）設備を点検することができ、安
全かつ効果的に使用できるようになりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

達成度 ％ 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

防災無線保守点検箇所数
活動実績 箇所 52
活動見込 箇所 52

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

総事業費 3,788,400

うち経済産業省分 2,651,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 2,651,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の担当課室 生活環境課　消防交通係

交付金事業の評価課室 生活環境課　消防交通係

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

委託料 随意契約
株式会社中松商会

仙台営業所
3,788,400




