
別紙

I.事業評価総括表 (令和 2年度 )

(単位 :円 )

番 け ||十 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

れ'1ネ ||:文l,せケ|キ |ド l: 健診 '1'業 茨城県東海村 29,105,412 27,000,000



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度 )

交付金事業の成果 日標及び成果
実績

番
'ナ

‖ヤ1社名 交付金事業の名称

福祉対策措置 健診 '1'業

交付金 .l「

業者名又II間接交付4)'「 業者名 茨城県東海村

交付金 `1'業 実施場所 東海村大学村松地内

交付金 `11業 の概要

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
②がん検診
(胃 がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診・腹部超音波健診)

③循環器検診
(生活習慣病予防健診,特定健康診査)

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 :

東海村第6次総合計画 (令和2～6年度)

取組の柱3 安心 して暮 らし続けることができるまちづくり
3-1 いつまでも健やかに暮 らすことができる,ゆ とりと安 らぎのまちをつくる
3-1-1 生涯を通 じた健康づくりの推進

目標 :疾病の予防や早期発見,早期治療に向けた取組の充実を図るとともに,食生活の改善や, 日ごろか
ら気軽にできる運動習慣を身に付ける機会づ くりを推進 します。

'1'業 開始年度 令 和 21=度 事業終了 (予定)年度 令和 24■度

'F業期|lilの 設定理 |||

成果日標 成果指標 l11位 評価年度 令和 2年度

受診率 :

受診者数―対象
者数 X100

成果実績
α
．川 60.2

|1標 11'1
％

¨ 70

達成度
υ
測 86.0

評価年度の設定理由

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。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

受診率70%



令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため健診者数に枠を設定 したことにより,対象者7割受
診を達成することができなかったが,その中でも,住民の経済的負担を軽減することで,受診率を向 11

し,疾病の早期発見・早期治療につなげ,医療費抑制への足掛か りを築くとともに,健康づくりへの意識
の向上を図ることができた。本事業については,令和3年度も引き続き実施 し,安全な受診環境を維持磯長
から,受診率の維持・向上を図っていく。



評価 |こ係る第 i者機関等の活用の有無

交付金 '1「 業の活動指標及び活動
実績

活動指標 I(位 1`4成 30年度 令和元年度 令和 2年度

健診 (検診)の実施回数

活動実績 t,,l 38 42

活動見込 t,,l 38 38 37

達成度 1()0 100 114

交付金・

'業

の総 1'業 費等 ｀
14成 (30イ ロ1 令和ノし年度 令和 2年度 備i 考

38,591,024 39,798,718 29,105,412

38,000,000

0

38,000,000

38,00().000

0

38,000,000

27,000,000

0

27,000,000

交付金 '「業の契約の概要

契約の |1的 契約の方法 契約の本‖
「

方 契約金額

健診業務の委託 随意契約 (特命)

公益社団法人
茨城県総合健診協会

29, 105,412

交付金事業の担当課■̀ .| .

交付金 `i「 業の評価 1果 11 企 lllli総 務 |イ|`企 画経
.I:1諜

38

金充当打i

うち文部科学省分

うち経済産業省分
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Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度 )

番
'j

ォ1午 ri名 交付金 '11来 の名称

福祉対策措置 米飯給食費補助 `ll業

交付金 '11業 者名又1■間接′
iミ 付金 11業者名 茨城県東海村

交付金 '「 来実施場所 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)の精米代を補助する。

交付金 '「業に関係する都道府県
又は市町村の 1: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 :

東海村第6次総合計画 (令和2～6年度)

取組の柱3 安心 して暮 らし続けることができるまちづくり
3-1 いつまでも健やかに暮らすことができる,ゆ とりと安らぎのまちをつくる
3-1-1 生涯を通 じた健康づくりの推進

目標 :疾病の予防や早期発見,「「
期治療に向けた取組の充実を図るとともに,食生活の改善や, 11ごろか

ら気軽にできる運動習慣を身に付ける機会づくりを推進 します。

'lf畑 り|1始 イ|,■ 令和 2年度 事業終 r(r´定)年度 令和 2年度

'卜 業期 |‖ 1の 設定理 |||

交付金事業の成果目標及び成果
実績

成果日標 成果指標 ll`位 評11111′文 令和 2年度

年間給食数におけ
る米飯綸食提供 日
数の割合 60%の

維持

米飯給食提供 11数

成果実績 || 123

|1標 値 || l17

,■ ,友′支
″
カ 105. 1%

評価年度の設定理 |||

毎年度実施 している事業であり,lit年 度事業として評価するため。

交付金 `「 業の定性的な成果及び評価等

給食提供 日の約7割 (69.5%)を米飯綸食で提供 し,児 童生徒の食育推進に寄与した。また,地産地消の観
点から東海村産米を提供 し,本社の農業振興及び地九農家の支援にも寄与することができた。

評価に係 る第 i者機関等の活用の有無
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別紙

I . 事業評価総括表（令和 2 年度）
(l]i. 位：円）

番,,_
'

J 措 1n名 父付金')\'. 業の名称

公共m施設に係
る整備、 維持補 具崎コミュニテイセンタ ー 内装
修又は維持運常 改條•J� 業

,^'f ＊秤111,.,1 l , 

交付金•Ji業者名又はIIIJ接
交付金 'fl'. 業者名

茨城県束悔村

交付金•J� 業に疫し
交付金允 ‘り額 伽 考た経 1'1:

121,880,000 106,200,000 



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度 )

番 ;リ |キ置名 交付金 '卜 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

真崎コミュニティセンター内装改修事業

交付金
.ll業

者名又は間接交付金 '「 業者名 茨城県東海村

交付金 ',業実施場所 茨城県那珂郡東海村村松地内

交付金 '1:業 の概要

真崎コミュニティセンターにおける内装改修工事等
○内装改修―・床 =仕 liげ材撤去張替,ポ リウレタン塗装

・壁,天丼=仕上げ材の塗替え及び撤去張春
・調理室=調理台更新  ・既存建具更新

○多目的ホール非構造部材耐震改修…天丼撤去及び直貼天丼への更新
○照明器具改修… 1´ E′ D照明器具への更新
○ トイ レ改修…和洋便器撤去新設,多 目的便所便器撤去新設
○空調設備改修…空調設備撤去新設
L記に係る,建築・電気設備・機械設備工事 ・式

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 :

東海村第6次総合計画 (令和2年度～6年度 )

取組の柱 安心 して暮らし続けることができるまちづくり
3-2 生涯安心 して暮らすことができる住環境の整った住みよいまちをつくる
3-2-2 時代の変化に対応 した都市基盤の整備

日標 :将来を見据え,道路や公共施設の継続的な維持管理 と計画的な更新作業を進める。

令和 2年度 事業終 f(r・定)年度 令和 2年度
'11来 力‖lll σ)1没 ,LFI!Il: 本 事業により整備する真崎コミュニティセンター内装改修 11事 は, 単年度で完了するため。

交付金嗜1業の成果 |1標及び成果
実績

成果 |1標 成果指標 ll`位 評価年度 令和 3年度

真崎コミュニティ
センターの内装の

を朽化が原因の事
故発生件数

成果実績 ヤ|:

‖標値 ||:

達成度 α
月

評価年度の設定理 |||

令和 2年度末に終 rする 予定の事業であ 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 '「 業の定性的な成人及び評価等

評価 |こ係 る第 1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

活動指標 |11位 令和 2年度 /
/

ll事 は
(内装 11事,非構造部材耐震
改修工鷺 照明器具改修工

鴨 空調改修 11事 )

活動実績 式

活動見込 式

達成度 ％

¨
100.0%

交付金事業の総事業費等 令和 2年度 備  考

121,880,000 /
/

106,200,000

0

!06,200,000

/

/~…
~…………

/
,/¨…

/

交付金 '1,来 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

真崎コミュニティセンター内装改修
工事

般競争人札 東康建設 1:業 株式 会社 121,880,000

交付金 .1,業 の担当課常 村民生活部地域づくり推進課

交付令 '「 業の評価課室

寸金充当額

うら文部科学省分

うち経済産業省分



別紙
I . 事業評価総括表（令和2年度）
(111. 位： fl]) 

番サ 措骰名 交付金1り業の名称

公共用施設に係
る幣伽、 維持補 総合福祉センタ ー 空謁設備改修
修又は維持運常 •Ji業

等措骰

父
・

付金•J�業者名又は1/IJ接
交付金·J�業者名

灰城県束悔村

父付俗lり業に疫し
交付金允''1額 備 考た経f{

123,420,000 92,500,000 



Ⅱ.事業評価 表 (令和2年度 )

番 )ナ オ|キ |ド1名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持‖i修 又
はれ上キヤ1[ギ t竹:‖|1社

総合福祉センター空調設備改修 'I'業

交付金 '1:業 者名又は間接交付金 .1'業 者名 茨城県東海村

交付金
.I業

実施場所 茨城県那珂椰東海村村松地内

交付金 .ll業 の概要

総合福祉センター 「絆」空調設備の機器更新に伴 う改修工事
〇空冷 ヒー トポンプチラーモジュール (イ ンバーター)… 8基
○冷温水 1次側ポンプ 片吸込渦巻き形 (屋外仕様)… 3台
○クッションタンク ステンレス製 (冷温水対応保温形)… 2基
○自動制御機器
〇氷蓄熱ユニット HPユニット部倣去
○冷媒フロン回収 (R22)

1,記 に係る,機械設備工事・電気設備工事 一式

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

交付金事業に関する主要政策・施策 :

東海村第6次総合計画 (令和2年度～6年度 )

取組の柱3 安心 して暮らし続けることができるまちづくり
3-2 生涯安心 して暮らすことができる住環暁の整った住みよいまちをつくる
3-2-2 時代の変化に対応 した都市基盤の整備

日標 :将来を見据え,道路や公共施設の継続的な維持管理 と計画的な更新作業を進める。

.11業
|夕‖始年度 令和 2年度 事業終了 (予定)年度 令和 2年度

.1'業
期間の設定理 ||| 本 '1'業 で実施する空調設備改修 li事は,Iド年度で完 rす るため。

成果 ‖標 成果指標 ll`位 評価年度 令和 2年度

成果実績 kg 200

‖標値 kg 200
HCFC冷 媒フ【1ン

(R22)消費この削
減

HCFC冷媒フロン

回収■

達成度 ％

¨ 100.0

i評 価年度の設定理由

令和 2年度中に完 fす る事業であり, .「 業完 r後に評価を実施するため。

交付金 11'業 の定性的な成果及び評価等

評価に係る第 1者機関等の活用の布無

交付金事業の成果 日標及び成果
実績

生正
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別紙
I . ,µ: 業評価総括表（令和2年度）
（単位：円）

番号 措骰名

公共用施設に係る
幣備， 維持補修又
は維持運伐等措骰

交付金
ー

，1.i:業の名称

雨水排水路整備市業

交付金•l� 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 した経井

茨城県東海村 31,180,000 24,100,000 



II.'「 業評価個表 (令和 2年度 )

番
'J・

オ||1絆 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

雨水排水路整備 事業

. .   . .                I .   ′

東海村村松地内

. .    | .   `.

東海村村松地内における雨水排水に係る整備
・中央地区16号中央雨水支線整備2期 工事 (70.:m)

管路掘削,管路埋戻,鉄筋コンクリー ト管01,000

・中央地区1号調整池放流塔整備工事
放流塔整備 (1箇所)

交付金 事業に関係す る都道府県
又は市町村の L要政策・施策 と
その 日標

交付金事業に関係する主要政策・施策 :

東海村第6次総合計画 (令和2年度～令和6年度 )

取組の柱 安心して暮らし続けることができるまちづくり
3-2 生涯安心して暮らすことができる住環境の整った住みよいまちをつくる
3-3-2 あらゆる自然災害への対応力の強化

日標 :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,災害に対 して強くしなやかに対応できる環境を整えます。

1'期 ||1始 年度 令和 2年度 事業終 r(r'定)年度 令和 2年度
.卜

たり|||||の 設定理 ||| 本事業により整備す る雨水俳水路の工事は,単年度で完 rす るため。

交付金事業の成果日標及び成果
実績

成果 日標 11t位 評価年度 令和 6年度

水害被害件数0件
中央 1:地 区画整理 事業地内の

豪雨による水害被害件数

件

|||^値 件

評価年度の設定理 |||

中央 1:地区画整理事業地内の雨水幹線 [事完了後,令和 6年度中の水害被害件数を確認して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 1キ機関等の活用の有無

|



ilt位 令和 2年度

Jt

活動見込 式

交付金事業の活動指標及び活動
実績 li事 量 (管路掘削,管路埋戻,放

流塔整備)

100.0%

令和 2年度 備  考

31, 180,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分

|ィ |||_て 十

交付金充当額 24, 100,000

()

24, 100,000

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

中央地区 16号中央雨水支線整備 2
期工事

指名競争入札 株式会社ニチエイ産業 16,390,000

中央地区 1号調整池放流塔整備 li事 指名競争入札 株式会社三建 ■1業 14,790,000

交付金事業の評価課室
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Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度 )

番 け 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

神楽沢近隣公園整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 茨城県東海村

交付金事業実施場所 茨城県那珂郡東海村人字村松地内

交付金事業の概要

・地質調査業務
土質ボー リング L=21.8m(2箇所)

岩盤ボー リング L=10.Om(2箇所)

室内土質試験 N=各 1.0試料
・測量業務

基準点測量 N=4点
現地測量 1/500 A=1.577ha
路線測量 L=280.Om

。近隣公園実施設計業務
近隣公園実施設計 A=2.55ha

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 :

東海村第6次総合計画 (令和2～ 6年度)

取組の柱2 魅力あるまちづくり
2-1 東海村 らしさを高め,環境と共生した快適なまちをつくる
2-1-1 村の特性に対応 した機能性 と質の高い都市環境の充実

目標 :居住環境や自然環境,農地・林地など異なる環境の共存を目指 したまちづくりを推進 します。

'1'業 開始年度 令和 2年度 事業終 了 (予定)年度 令和 2年度

''業 刃‖|11の 設定理由 本事業により実施する調査・設計は,単年度で完了するため。

交付金事業の成果目標及び成果
実績

成果日標 成果指標 )itイ 11 評価年度 令和 2年度

実施設計の完
了

実施設計書の

納品

成果実績 式

[1標値 式

達成度
，

一 100.0%

評価年度の設定理由

令和 2年度末に終了する事業であり,事業完了後すぐ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

評価に係る第二者機関等の活用の有無
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別紙

I . 事業評価総括表（令和 2 年度）
（単位： 1-Y) 

番号 措骰名 交付金•j"\=業の名称

公共用施設に係
る整備、 維持補 束淮駅西口広楊再整備1り業
修又は維持運常

等措骰

交付金•JJ: 業者名又はII用］接
交付金市業者名

茨城県東海村

交付金,µ:業に要し
交付金充当額 備 考た経伐

181,720,000 163,490,000 



Ⅱ.事業評価個表 (令和2年度 )

番 け ‖‖社名 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

東海駅西「1広場II,整備事業

交付金 '1「 業者名又は間接交付金 1,業者名 茨城県東海村

交付金事業実施場所 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西 1」 ‖1地 内

交付金事業の概要

東海駅西日広場再整備工事
・舗装I(車道As・ 歩道平板) A=1,752耐
・サービス施設 (ベ ンチ各種)N=13基
・道路植栽 (高本・中木・低木) N=1,163本
・照明灯 (車道・歩道・広場) N=10基
・屋根シェルター設置 (駅舎スロープ入 り回) I´=38m

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 :

東海村第6次総合計画 (令和2年度～6年度 )

取組の柱 魅力あるまちづくり
2-1 東海村らしさを高め,環境 と共生 した快適なまちをつくる
2-1-1 村の特性に対応 した機能性 と質の高い都市環境の充実

日標 :時代の変化に合わせた整備を実施 し,駅前広場の安全性 と利便性を向上させる。

`卜 判月始′
「 度 令和 2年度 事業終了 (予定)年度 令和 2年度

事業期間の設定理 |ll 本事業により整備する東海駅西日再整備工事は,単年度で完了するため。

交付金事業の成果 日標及び成果
実績

成果 |1標 成果指標 l`位 評価年度 令和 3年度

駅前広場の渋滞解
消

東海駅西日通過
交通量

成果実績

|1標仙

達成度 υ
測

駅前広場の危険者
の解消

東海駅西日の横
断危険者数

成果実績 人

‖標値 人

達成度 ν
測

評価年度の設定理由

整備工事終 f後 ,令和 3年度に成果実績を確認後,評価するため。

交付金け
'業

の定性的な成果及び評価等

評価に係 る第 i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

:「 動指標 |`位 令和 2年度 /
/

li事 量
(舗装工,サー ビス施設設

置,道路植栽,照明灯設置 ,

屋根シェルター設置)

活動共績 メヽ

活動見込 式 /
/ /

達成度 ″
ヽ
¨ 100.0% /

/

交付金 '1'業 の総 1'業 費等 令和 2年度 備  考

181,720,000

163,490,000

0

163,490,000

交付′〉事業の契約の概要

契約の |1的 契約の方法 契約の相 手方 契約金額

東海駅西日広場再整備3期 l●
`

‐般競争入札
東康・環境保全特定建設工事

共同企業体
181,720,000

交付金事業の担 11課宝 (1設部区画整
'11課

交付金
.|卜

業の評価課室 企画総務部企画経営課



別紙
I . 市業評価総括表（令和2年度）
（単位：円）

番号 措骰名

公共用施設に係る
I 整伽． 維持補修又

は維持運営等措四

交付金市業の名称

舟石川小学校給水竹改餞市業

交付金,�業者名又は間接 交付金1り業に要 交付金充当額 備 考
交付金ヤ業行名 した経内

茨城共東海村 5,632,000 5,000,000 



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度 )

品 タリ |||lit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

舟石川小学校給水管改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

東海村大字舟石川地内

交付金事業の概要

○屋外給水管を更新する工事
・給水管 (埋設管)の新設

耐衝撃性塩化ビニル管 (HIVP管 ) 一式
・既設給水管 (埋設管)の撤去

銅管 (VLP管) 一式
・アスファル ト舗装等の撤去 。新設 一式
。お問仕切り壁等の撤去・新設 一式

上記に係る,管工事一式

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

交付金事業に関する主要政策・施策 :

東海村第6次総合計画 (令和2～6年度)

取組の柱3 安心して暮らし続けることができるまちづくり
3-1 いつまでも健やかに暮らすことができる,ゆ とりと安らぎのまちをつくる
3-1-3 安心して子育て 。就学・就学できる環境の整備

目標 :子育て家庭と,地域の宝であり,未来を担 う子供たちの健やかな育ちを伴走型で文えるため,産前から就学前までの切れ日
のない支援と,保育サービスなどの充実により,安心 して子育てができる環境の整備を進めます。また,就学後は,子どもが快適

に安心して学習活動を行える環境を構築するため,学校生活環境の整備や教職員の資質向上,教職員の心身の健康維持の徹底と負

担軽減により,子どもと向き合 う教育活動に専念できる環境を整え,一人ひとりの個性を大切にしながら,変化の激しい社会に対

応できる力を備えた子どもの育成に取り組みます。また,子育てと就学・修学に対する経済的な支援体制の充実を図ります。

令和 2年度 事業終了 (予定)年度 令和 2年度

|す  ..| |  .  |'| | 本事業により整備する給水管改修工事は,単年度で完了するため。



交付金事業の成果目採及び成果
実績

評価年度 令和 3年度

屋外給水管の破損による事故発
生件数 0件

屋外給水管の破損による事故発生
件数

件

f牛

％

．

評価年度の設定理由

本事業により整備する給水管改修工事は,単年度で完了するため。

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

活 動 :|;|.I' 単位 令和 2年度

工事量
(給 水管敷設替工事)

,11動 実 :li 式 1.0

活動 見込 式 0

達成度 100

. .「
,    |. '|

| . .´

交付 金充
1`1粕

うち文部科学省分

令和 2年度 備  考

5,632,000

5,000,000

()

5,000,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

舟石川小学校給水管敷設替工事 指名競争入札 5,632,000

t(.|・ 4ヽ '11半 の|11・ 1,11:室 教育力:‖ 会学校教育||‖

′くイ|`,1,lL(′ ).平 111iIIll雪
ヽ

`｀

|1111稔「常 |;`｀ |IIII経 営‖‖l

i`位



別紙
I . •Ji業評価総括.};_ (令和2年度）
(l}i位： flj) 

番サ 措骰名

公共J1I施改に係る
整備， 維持補修X
は維持運,;,:t咋措閻

交付金·l�業の名称

村松小学校校令内装改修•J\'. 業

  

交付金'I�業者名又は間接 交イ・「金•Jl'.業に要
交付金充当額 備 考交付金 下ド業者名 した経弁

茨城県東海村 4'1,649, 000 38,000,000 



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

公共用施設に係る整備,維持補修又
は維持運営等措置

村松小学校校舎内装改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 茨城県東海村

交付金事業実施場所 東海村大字村松地内

交付金事業の概要

○校長室…内装工事,電気設備工事,衛生設備工事
・内装 :天丼部,壁部,床部,建具史新 (1箇所 )

・電気設備 :照明器具LED化更新 (3台 )

・衛生設備 :洗面器更新 (1組 )

○給食室…換気設備工事
・屋上換気扇更新 (10台 )

○給水設備更新…受水槽及び高架水槽撤去後,受水槽更新 (17ポ )

・校舎内給水管配管工事

上記に係る建築工事,電気設備工事,機械設備工事  ―式

交付金事業に|;司係する都道府県
又は市町村の主要政策・施策と
その目標

交付金事業に関する主要政策・施策 :

東海村第6次総合計画 (令和2～6年度)

取組の柱3 安心して暮らし続けることができるまちづくり
3-1 いつまでも健やかに暮らすことができる,ゆ とりと安らぎのまちをつくる
3-1-3 安心して子育て・就学・就学できる環境の整備

目標 :子 育て家庭と,地域の宝であり,未来を担 う子供たちの健やかな育ちを伴走型で支えるため,産前から就学前までの切れ日
のない支援 と,保育サービスなどの充実により,安心して子育てができる環境の整備を進めます。また,就学後は,子 どもが快適
に安心して学習活動を行える環境を構築するため,学校生活環境の整備や教職員の資質向上,教職員の心身の健康維持の徹底と負
担軽減により,子 どもと向き合 う教育活動に専念できる環境を整え,一人ひとりの個性を大切にしながら,変化の激 しい社会に対
応できる力を備えた子どもの育成に取 り組みます。また,子育てと就学・修学に対する経済的な支援体制の充実を図ります。

|ヽ 業開始年度 令 和 2年度 事業終了 (予定)年度 令和 6年度

事業期間の設定理由 村松小学校校舎内装改修事業は,令和 2年度から令和 6年度までの 5年間での実施を予定しているため。

交付金事業の成果 目標及び成果
実績

成果 |1標 成果指標 単位 評価年度 令和 8年度

内装の老朽化が原因の事故発生

件数 0件
内装の老朽化が原因の事故発生件
数

成果実績 ヤ|:

ll標 値 件

達成度

評価年度の設定理由

村松小学校校舎内装改修事業は,令和 2年度から令和 6年度までの 5年間での実施を予定しているため。

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
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別紙

I . ijJ: 業評価総括表（令和2年度）
（単位：円）

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

交付金1ド業の名称

中学校空調機器改修市業

交付金事業者名又は間接 交付金1り業に要 交付金充当額 伽 考
交付金市業者名 した経費

茨城県東海村 6,325.000 5.000,000 



Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度)

公共用施設に係る整備,維持補修又
は維持運営等措置

交fl令 事業者名 又l tllll接 交付金
｀
|,t者 名 茨城県東海村

交付
/〉

'卜 業実施場所 東海村大字舟石川,船場地内

交付金事業の概要

【工事内容】
東海中学校,東海市中学校における空調機更新工事
○東海中学校 技術室
。PAC(3 空冷ヒー トポンプエアコン 天丼カセット型
○東海南中学校 パソコン室,パ ソコン準備室
・AC-lA 空冷ヒー トポンプエアコン 天丼カセット型
・AC-lB 空冷ヒー トポンプエアコン 天丼カセット型
・AC-2 空冷ヒー トポンプエアコン 天丼カセット型

おら|ラ
gl:14.OKw 用曼5号 :16.OKw l台

冷房 :10.OKI 暖房 :ll.2K■  2台
冷房 :5.6Kw 暖房 :6.3K, 1台

冷房 :5.6Kw 暖房 :6.3K7 1台

上記に係る管工事一式

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

交付金事業に関する主要政策・施策 :

東海村第6次総合計画 (令 和2～6年度)

取組の柱3 安心して暮らし続けることができるまちづくり
3-1 いつまでも健やかに暮らすことができる,ゆ とりと安らぎのまちをつくる
3-1-3 安心して子育て 。就学・就学できる環境の整備

目標 :子育て家庭と,地域の宝であり,未来を担 う子供たちの健やかな育ちを伴走型で支えるため,産前から就学前までの切れ日
のない支援と,保育サービスなどの充実により,安心 して子育てができる環境の整備を進めます。また,就学後は,子どもが快適
に安心 して学習活動を行える環境を構築するため,学校生活環境の整備や教議員の資質向上,教職員の心身の健康維持の徹底と負

担軽減により,子どもと向き合 う教育活動に専念できる環境を整え,一人ひとりの個性を大切にしながら,変化の激しい社会に対

応できる力を備えた子どもの育成に取り組みます。また,子育てと就学・修学に対する経済的な支援体制の充実を図ります。

'|,■ ||‖ 始年度 令和 2年度 事業終了 (予定)年度 令和 2年度

事業期 ||11の 設定デl!|ll 本事業により整備する空調機器改修工事は,単年度で完了するため。



交付金事業の成果目標及び成果
実績

令和 3年度

空調機器更新箇所における熱中
症発生件数 0件

空調機器更新箇所における熱中症
発生件数

件

件

評価年度の設定理由

本事業により整備する空調機器改修工事は,単年度で完了するため。

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

. 1 1  1 .
単位 令和 2年度

工事量
(空調機器改修工事)

|¬「・
「

|| 式 1.0

活動 見込 式 1.0

″ヽ
¨ 100

.       |.I.

|, '|

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済″r業 省分

令和 2年度 備  考

6,325,000

5,000,000

0

5.000,000

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

中学校空調機器改修工事 指名競争入札 株式会社インガミ 6,325,000

|11仕



別紙
I . 事業評価総括表（令和 2 年度）
（単位：ド））

番り 措骰名 交付金•I� 業の名称

公共） 11施設に係
る整伽、 維持補

総合体介館外装改條•Jl'. 業
修又は維持運貨

等措 in

交付金•J� 業者名又は1
1

11接
交付金·J-i: 業者名

灰城県東海村

交付金•J� 業に要し
交付金允 ,1, 額 備 考

た経代

123,838,000 110,000,000 



Ⅱ.事業評価個表 (令和2年度 )

1'焉

'ナ

‖キ1社 名 交付金 '「 来の名称

公共用施設に係る整備、維持補修又
は維持運営等措置

総合体育館外装改修事業

交付金 .1卜

業者名又は ||ll接 交付金 '「 業看名 茨城県東海村

交付 4).11業 実施場所 茨城県那珂郡束′,付 人字船場地内

交付金事業の概要

総合体育館の外装改修に伴 う工事
・外壁タイル (150角磁器質タイル)浮部固定
・外壁吹付部塗装替え及びクラック補修
・防水補修 (ウ レタン塗膜防水)オーバー レイエ法
・R屋根 金属葺き耐候性塗装
・シー リング更新
・弓道場的場 塗装替え及び電灯設備改修

上記に係る建築 二気 電気設備工事一式

交付金事業に関係する都道府県
又は市町村の 1:要政策・施策 と
その ‖標

交付金事業に関する 11要政策・施策 :

東海村第6次総合計画 (令和2年度～6年度 )

取組の柱3 安心 して暮 らし続けることができるまちづくり
3-2 生涯安心 して暮 らすことができる住環境の整った住みよいまちをつくる
3-2-2 時代の変化に対応 した都市基盤の整備

目標 :将来を見据え,道路や公共施設の経続的な維持管理 と計画的な更新作業を進める。

.I業
|;H始 年度 令和 2年度 事業終 r(f´定)年度 令和 2年度

'l「 業期間の設定理 |11 本事業により実施する外装改修工事は,単年度で完 rす るため。

交付金 事業の成果 |1標及び成果
実績

成果 ‖標 成果桁標 i11位 評価年度 令和 3年度

外壁タイルの落 下
等による事故発生

件数0件

外破 タイルの落
下等による事故

発生件数

成果実績 件

||夕賓1111 件

達成度 Ｏ
ｍ

評価年度の設定理由

令和 2年度末に終 rす る 予定の事業であ 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 'I来の定性的な成果及び評価等

評価に係る第 1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

活動折標 )il位 令和 2年度 /
/

ノ
/

工事量
(直接仮設工事,外装改修工

事,防水改修工事,塗装改修
1:事 ,雑工事,撤去 I:事 ,産
業廃棄物収集運搬処分)

活動実績 ∫に

活動見込 式

達成度 % 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和 2年度 備  考

123,838,000

110,000,000

0

110,000,000

/

ア
″‐

交付金 '卜 業の契約の概要

契約の |1的 契約の方法 契約の相 手方 契約金額

総合体台館外装改修 1●11
‐般競争人札 株式会社 河野工務店 123,838,000

交付金 '1'業 の担 当諜宝 教育委員会′
|:況 :学習諜

交付金 '卜 業の評価課室 企画総務部′`両経営課
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Ⅱ.事業評価個表 (令和 2年度)

番
'J

オ|ヤ 1社 名 交付金 );「 業の名称

公共川施設に係る整備、維持補修又
は維持運営等措置

公共施設維持補修 'lf業

(基金造成 )

交付金 '「 業者ネ又は間接交付金 '1'業者名 茨城県東海村

交付金
.卜

来実施場所 茨城県那珂郡東海村内

交付金 '「 業の概 要

村内における住民福祉の向 11に 寄与する公共施設 (福祉施設,学校教育施設等)の維持補修に係る令和
4年度以降の内外装改修 ]1■等に要する経費への基金造成。
本基金の造成により,施設の安全性や長寿命化等の確保の観点か喝補修を要する施設の Ii事 に係る財政
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 li事 実施への足掛かり
とする。

交付金 '「 業に関係する都道府県
又は市町村の 1:要 政策・施策 と
その‖標

東海村第6次総合計画中,「施策3-2-2時代の変化に対応 した都市基盤の整備」において,「将来を見据
え,道路や公共施設の継続的な維持管理と計画的な史新作業を進める」と掲げていることから,「東海
村電源立地地域整備基金の設置,管理及び処分に関する条例」に基づく基金を設置し,電源ヽ`′:地地域対
策交付金を計画的に公共施設の整備,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。

【日標】
本基金を充当して公共施設維持補修 '「業を実施し,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。

'1「 来1丼1始年度 令和 2年度 事業終 r(r′定)年度 令和 2年度
`「業川||||の 設定理 III
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