
別紙

I . 事業評価総括表（令和2年度）
（単位：円）

番号 措骰名 交付金事業の名称 交付金事業者名又は 交付金事業に
交付金充当額 備 考間接交付金市業者名 要した経費

公共用施設に係る整備、 育梅diの交付

l 維持補修又は維持運営 第六小学校特別教室空調機整備 腎梅市 4,400,000 4,400,000 
金,,� 業に＇災し

た経代は
55,862,4001り等措骰

I] . 事業評価個表（令和2年度）

番号 l 措置名 I 交付金事業の名称
1 l 公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等措匠 I 第六小学校特別教室空調機整備

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I 存梅市
交付金事業実施場所 第六小学校
交付金事業の概要 小学校特別教室への空調機の新設および更新

第6次総合長期計画（令和2年度～令和4年度）

交付金事業に閑係する 基本目標3 次代を担う子どもをみんなで育むまち
1 学校教育都道府県又は市町村の

(17) 小 ・ 中学校の特別教室（理科室、 家庭科室等）に空調機が設骰されていないため、主要政策・施策とその
児童生徒の熱中症防止のための、 安全な教育環境の向上を図る。目標

目標：令和5年度までに、 順次計画的に小・中学校25校の特別教室等に空調機を整備する。

事業開始年度 令和2年度 I 事業終了（予定）年度 1 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3年度
学校の空調設骰 成果実紹 ％ 

空調設骰率 目標値 ％ 24. 0率 達成度
交付金事業の成果目標 評価年度の設定理由
及び成果実紐 事業実施年度末での達成状況を評価するため。

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
無‘‘ 

活動指標 単位 令和2年度 年度 年度
交付金事業の活動指標 活動実紹 酋所 11 
及び活動実紐 空調機の新設•更新 活動見込 酋所 11 

達成度 100.0% 

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備 考
総事業投 55,862,400 
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 I 契約の相手方 契約金額
空調機整備工事 指名競争入札 I 飯沼電機株式会社 55,862,400 

交付金事業の担当課室 教育部教育総務課
交付金事業の評価課室 企画部財政課



別紙

I . 事業評価総括表（令和2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 交付金充当額 備 考間接交付金事業者名 要した経翡
公共用施設に係る整備、 奥多摩町の交

奥多摩町 7,260,000 7,260,000 付金下業に要
した経:tt Ii 

8,959,8921り

1 維持補修又は維持運営等 学校教育施設運営事業
措骰

II . 事業評価個表（令和2年度）

番号 l 措侶名 I 交付金事業の名称
1 I 公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等措罹 I 学校教育施設運営事業

交付金事業者名又は間接交付金市業者名 I奥多摩町
交付金事業実施場所 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波75番地、 小丹波161番地、 氷川278番地、 氷川760番地

交付金事業の概要 町立古里小学校、 町立氷川小学校、 町立奥多摩中学校及び学校給食センタ ーの運営を行う。 （電気料8
か月分）

交付金市業に関係する主要政策・施策：
第5期奥多摩町長期総合計画（平成2 7年度～令和6年度）

基本方針3 町の中と外から関心を持たれる教育のまちづくり
主要施策2 豊かな能力と強いこころを育むまちづくり

交付金事業に開係する 分野別施策② 新たな奥多摩教育の検討推進
都道府県又は市町村の ・児童•生徒が充実した小中学校生活を送れるよう、 教育内容や環境の充実を
主要政策・施策とその 図るとともに、 教育施設の整備を固ります。
目標

目標：
「奥多摩ならではの教育の実施」の満足度 7 0% (令和6年度）
（「奥多摩町まちづくり住民アンケ ー ト」調査結果を指標として、 町の取組みに対する住民の瀾足度

の向ヒを目指します。）



事業開始年度 平成27年度 事業終了 (予定)年度 令和6年度
事業期間の設定理由 第5期奥多摩町長期総合計画の終期まで

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 苓雨丁〒贋
「奥多摩ならで
はの教育の実
施」の満足度
70%

「奥多摩町まち
づくり住民アン
ケー ト」ににお
ける調査結果

成果実績 %

目標値
0/
/0 70.0

達成度 %

評価年度の設定理由

第 5期長期総合計画の進捗評価のために定期的に住民に対するアンケー トを実施 してお り、次回の実施
が令和 3年度の予定であるため。

交付金事業の定性的な成果及:て扇画面専

今回の交付金事業により、町立学校 3校 (古里小学校、氷川小学校、奥多摩中学校)及び学校給食セン
ターについて、児童・生徒の教育の根幹をなす施設 として安定的な運営が図られた。

評価に係る第二者機関等の σ)

征

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 令和 3年度 令和 4年度

町で運営する小中学校数

活動実績 校

活動 見込 1交

達成度 % 0.0% 0.0% 0.0%

令和 2年度 備   考

総 `II業 でヤ 8,959,892
7,260,000

0

7,260,000

交付金事業の総事業費等

交付金充当額

[互ちヌ:証狂
|う ち経済産

分

業省分



交付金事業の契約の概要
I 契約の目的 契約の方法 I 契約の相手方 I 契約金額

学校教育施設運営市業 随意契約 I 株式会社F-Power I 契約単価による
交付金事業の担当課室 教育課

企画財政課� 付金市業の評価課室

一




