
別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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。

福島インバウンド復興対策事業 福島県

16,635,000 16,635,000

番号 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

1

福島県

福島空港路線維持拡充事業 福島県

54,988,234 53,989,000

3 福島空港復興加速化推進等事業

2 コンベンション等誘致による風評被害回復事業 福島県

3,471,000 3,240,000

7 「売れるデザイン」イノベーション事業 福島県 15,656,000

4

5 福島空港利活用促進対策事業

6 「ふくしまプライド。」発信事業 福島県 135,397,000

福島県 207,682,796 207,519,551

14,090,000

49,726,968 49,726,968

83,462,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号

1

交付金事業の名称

福島インバウンド復興対策事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島県内

交付金事業の概要

インバウンド誘客を促進し、県内観光業の復興を促進するため、県内への旅行商品造成業務の委託を行いま
す。
○旅行商品造成（10,741人泊）
○要綱翻訳
○チラシ作成

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
○福島県総合計画「ふくしま新生プラン」（平成２５年度～平成３２年度）
　第３章　柱Ⅰいきいきとして活力に満ちた“ふくしま”　（５）観光・交流
　国内観光、国際観光、定住・二地域居住などによる国内交流、国際交流などを進めます。
　目標：県内の外国人宿泊者数　平成31年153,000人泊

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

107.1%

令和元年度

外国人旅行者消
費額

601,680,000円

外国人旅行者
消費額

成果実績 円 644,460,000

目標値 円 601,680,000

達成度

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

無

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

商品造成支援により県内に宿
泊した延べ外国人客数

活動実績 人泊 10,741

活動見込 人泊 10,028

達成度 107.1% #DIV/0! #DIV/0!



外国人観光客の誘客促進 単独随意契約 （公財）福島県産業振興センター 2,155,234

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 54,988,234

交付金充当額 53,989,000

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

外国人観光客の誘客促進 単独随意契約 （公財）福島県観光物産交流協会 52,833,000

交付金事業の担当課室 福島県観光交流課

交付金事業の評価課室 福島県観光交流課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

2 コンベンション等誘致による風評被害回復事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

○福島県商工業振興基本計画「新生ふくしま産業プラン」（平成２９年度３月策定）
　第４章　今後８年間における重点施策の展開－２　主要な施策の展開
　３　風評の払拭に向けた継続的な情報発信と観光客の誘致
　(３)イベント及びコンベンション誘致の推進
　　実際に福島に来て、見て、福島の現状を知ってもらうため、国内外の様々なイベント、スポーツ競技会及び会議等の
　誘致に向け、様々な支援を行います。

交付金事業実施場所 県内一円、首都圏等

交付金事業の概要 風評を払拭し地域の活性化に繋げるため、コンベンション等の誘致推進とコンベンション開催に対する支援を行います。

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

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

35.3%

評価年度の設定理由

コンベンションの規模に関わらず、定量的な効果想定が可能であるため。

令和元年度

コンベンション
開催による宿泊

者数
28,000人泊

申請団体/
延べ宿泊者数

成果実績 人泊 9,877

目標値 人泊 28,000

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

台風や雪不足等の影響により観光客入込数が全般的に落ち込む中、会議開催に伴う宿泊という確実性のある誘
客ができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

コンベンション開催件数

活動実績 件 37

活動見込 件 36

達成度 102.8% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 16,635,000

交付金充当額 16,635,000

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

コンベンションの誘致 補助金の交付 - 16,635,000

交付金事業の担当課室 観光交流課

交付金事業の評価課室 観光交流課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

3 福島空港復興加速化推進等事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 県内、北海道、栃木、東京、大阪、沖縄、台湾、ベトナム等

交付金事業の概要
東日本大震災と原発事故に伴う福島空港国際定期路線の運休が続く中、国内定期路線の維持・拡充、さらには
国内外からのチャーター便の誘致を積極的に図るため、航空会社や旅行会社への支援等を行います。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
福島県総合計画
　ふくしま新生プラン
　　資料編９１
目標：福島空港利用者数295,000人（平成31年度）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

88.0%

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

令和元年度

福島空港利用
者数

295,000人

福島空港利用
者数

成果実績 人 259,721

目標値 人 295,000

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

福島空港の令和元年度の利用者数は、台湾定期チャーター便就航や、国内チャーター便の運航等により2月末
までは、前年比11,086人の増（＋4.6％）と堅調に推移しましたが、3月に入り、新型コロナウイルス感染拡大
の影響を受け、国内定期路線利用者の大幅な減、国際チャーター便の運航中止により最終的には、前年比
7,635人の減（-2.9％）となりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

次の委託事業及び補助事業を
実施する。
(1)国際定期路線等開設・再開
交流促進支援事業
(2)福島空港路線開設・拡充促
進事業
(3)福島空港国内発着チャー
ター便運航促進事業
(4)福島空港サポート企業推進
事業
(5)福島空港うつくしま・ちゅ
らしま総合交流事業
(6)福島空港アクセス対策事業

活動実績 事業 6

活動見込 事業 6

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 207,682,796

交付金充当額 207,519,551

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

福島空港国際定期路線開設・再開 補助 (株)エイチ・アイ・エス他7社 132,828,713

福島空港国際定期路線開設・再開 随意契約 (株)エイチ・アイ・エス 6,138,000

福島空港路線開設・拡充促進 補助 全日本空輸(株) 24,108,000

福島空港国内発着チャーター便運航促進 補助 旅行会社、航空会社 9,890,000

福島空港サポート企業推進 随意契約 株式会社ライト・エージェンシー 4,512,000

福島空港うつくしま・ちゅらしま総合交流 旅費 福島県職員他 1,854,245

福島空港うつくしま・ちゅらしま総合交流 補助 福島・沖縄絆プロジェクト他 210,000

福島空港アクセス対策 補助 福島空港利用促進協議会 28,141,838

交付金事業の担当課室 観光交流局空港交流課

交付金事業の評価課室 観光交流局空港交流課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

4 福島空港路線維持拡充事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 県内

交付金事業の概要 福島空港の利便性に資する支援を行い、福島空港の需要を喚起することにより路線の維持・拡充を図ります。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
福島県総合計画
　ふくしま新生プラン
　　資料編９１
目標：福島空港利用者数295,000人（平成31年度）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

88.0%

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

令和元年度

福島空港利用
者数

295,000人

福島空港利用
者数

成果実績 人 259,721

目標値 人 295,000

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

福島空港の令和元年度の利用者数は、台湾定期チャーター便就航や、国内チャーター便の運航等により2月末
までは、前年比11,086人の増（＋4.6％）と堅調に推移しましたが、3月に入り、新型コロナウイルス感染拡大
の影響を受け、国内定期路線利用者の大幅な減、国際チャーター便の運航中止により最終的には、前年比
7,635人の減（-2.9％）となりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

・国内定期路線運航支援（補
助事業）の採択件数
　※上半期分と下半期分を
　　それぞれ交付決定する

活動実績 件 2

活動見込 件 2

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 3,471,000

交付金充当額 3,240,000

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

福島空港路線維持拡充 補助 アイベックスエアラインズ(株) 3,471,000

交付金事業の担当課室 観光交流局空港交流課

交付金事業の評価課室 観光交流局空港交流課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

5 福島空港利活用促進対策事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 県内、山形、栃木、茨城、沖縄

交付金事業の概要
福島空港の利活用に資する支援やＰＲ等を行い、福島空港の需要を喚起することにより路線の維持・拡充を図
ります。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
福島県総合計画
　ふくしま新生プラン
　　資料編９１
目標：福島空港利用者数295,000人（平成31年度）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

88.0%

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

令和元年度

福島空港利用
者数

295,000人

福島空港利用
者数

成果実績 人 259,721

目標値 人 295,000

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

福島空港の令和元年度の利用者数は、台湾定期チャーター便就航や、国内チャーター便の運航等により2月末
までは、前年比11,086人の増（＋4.6％）と堅調に推移しましたが、3月に入り、新型コロナウイルス感染拡大
の影響を受け、国内定期路線利用者の大幅な減、国際チャーター便の運航中止により最終的には、前年比
7,635人の減（-2.9％）となりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 平成31年度 年度 年度

以下の６事業を実施する。
・県内・栃木県内ＴＶ広報
　通年
・送客促進支援
　栃木県域　430人
　県内　　　73団体
　ｲﾍﾞﾝﾄ利用促進支援 60名
・修学利用支援
　バス支援　61校、
　旅行支援　65校
・利用実態調査　月2回
・沖縄県交流プログラム
　推進事業
　親善大使派遣　2名
・福島空港にぎわい創出
　事業
　バックヤードツアー15回
　大・中規模イベント２回
　小規模イベント３回

活動実績 事業 6

活動見込 事業 6

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 49,726,968

交付金充当額 49,726,968

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

送客促進広報 随意契約 株式会社ライト・エージェンシー 10,476,000

送客促進支援 補助 旅行会社、商工会・商店街組合等 7,810,000

修学旅行利用促進支援 補助 中学校、高等学校、専修学校 17,758,330

沖縄県交流プログラム推進 随意契約 （株）タビックスジャパン郡山支店 1,588,388

福島空港にぎわい創出 随意契約 福島空港ビル株式会社 9,677,250

福島空港にぎわい創出 補助 福島空港利用促進協議会 2,417,000

交付金事業の担当課室 観光交流局空港交流課

交付金事業の評価課室 観光交流局空港交流課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

①イベント来場者数
40,000人

②海外のふくしまの
酒専用コーナーにお

ける販売本数
2,000本

交付金事業の成果目標及び
成果実績

成果目標 成果指標

番号 交付金事業の名称

6 「ふくしまプライド。」発信事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島県内、首都圏、欧米など

交付金事業の概要

1「酒処ふくしま」発信事業（国内）
　風評払拭と本県のイメージ回復を図るため、県内外における飲み比べイベントの実施やメディア等を活用した魅力
発信により、「日本一のふくしまの酒」の魅力を発信し、販路拡大、ブランド力の向上を図ります。
2「酒処ふくしま」発信事業（海外）
　風評払拭と本県のイメージ回復を図るため、海外においてふくしまの酒専用コーナーでの販売や試飲イベント等を
行うことにより、「日本一のふくしまの酒」の魅力を発信し、販路拡大、ブランド力の向上を図ります。

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

福島県総合計画（平成２５年度～平成３２年度）「いきいきとして活力に満ちた“ふくしま”」
福島県風評・風化対策強化戦略【第３版】「県産品の販路回復・開拓」

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

単位 評価年度

135.0%

②海外のふくしま
の酒専用コーナー
における販売本数

成果実績

令和元年度

①イベント来場者
数

成果実績 人 54,000

目標値 人 40,000

達成度

本 4,761

目標値 本 2,000

達成度 238.1%

評価年度の設定理由

毎年度PDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施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

無



「ふくしまプライド。」発信事業（県内） 随意契約（企画プロポーザル方式） （株）ライト・エージェンシー 47,070,000

ふくしまの酒販売促進事業 随意契約 福島県酒造協同組合 3,000,000

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

委託により次の事業を実施する
（計4件の委託契約）。
○ふくしまの酒飲み比べイベン
トの実施
県内1回、首都圏2回程度
○メディア等と連携した知名度
向上・販路拡大
○ふくしまの酒マイスターの認
定によるＰＲ
○ふくしまの酒専用コーナーの
運営　　2店舗
○試飲会の開催
月1回以上
○呑み比べセットの販売
毎月

活動実績 件 3

活動見込 件 4

達成度 75.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 令和3年度 備　考

総事業費 135,397,000 115,210,000 115,210,000

交付金充当額 83,462,000 83,462,000 83,462,000

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

「ふくしまプライド。」発信事業（首都圏・海外） 随意契約（企画プロポーザル方式） （株）大広 85,327,000

交付金事業の担当課室 福島県観光交流局県産品振興戦略課

交付金事業の評価課室 福島県観光交流局県産品振興戦略課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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

無

評価年度の設定理由

毎年度PDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

デザインコン
テスト入賞商
品のメディア

露出数

成果実績 件 20

目標値 件 10

達成度

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

200.0%

令和元年度

デザインコンテスト入
賞商品のメディア露出

数
１０件

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県内

交付金事業の概要

風評払拭のためには、既存の市場を取り戻すだけではなく、新しい市場を開拓できるような強い商品力が求められるため、
「コンセプト」「パッケージ」「ネーミング」にデザインを活用し、新しい価値を創造することで、消費者に「伝わる」「売
れる」商品とすることが必要である。
このため、県産品のデザインコンテストを実施し、優秀なデザインをモデルケースとして選出する。
また、デザイナー等のクリエイターと県内事業者とのマッチングにより、消費者に商品の魅力が伝わるパッケージ等の開発を
行う。

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

福島県総合計画（平成２５年度～平成３２年度）「いきいきとして活力に満ちた“ふくしま”」
福島県風評・風化対策強化戦略【第３版】「県産品の販路回復・開拓」

番号

7

交付金事業の名称

「売れるデザイン」イノベーション事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 福島県観光交流局県産品振興戦略課

交付金事業の評価課室 福島県観光交流局県産品振興戦略課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

「売れるデザイン」イノベーション事業 随意契約（企画プロポーザル方式） ユナイトワン（株） 15,656,000

交付金充当額 14,090,000 14,090,000 14,090,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 令和3年度 備　考

総事業費 15,656,000 15,656,000 15,656,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

委託により次の事業を実施する（計1
件の委託契約）。
○優れたモデルケースを顕彰するコン
テストの実施　1回
○クリエイターと県内事業者とのマッ
チング支援　50者

活動実績 件 1

活動見込 件 1

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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 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

1 福島県立医科大学スキルラボシミュレーター更新事業 福島県 19,418,400 19,418,400

4

5

ふくしまサッカーチャレンジプロジェクト事業 福島県 27,711,511 27,711,511

福島県 26,780,667

7 スポーツふくしまライジングプロジェクト 福島県 119,743,000

2 救急高度化推進事業 福島県 21,128,000 21,128,000

3 元気に復興！うつくしまグリーンプロジェクト 福島県 1,994,200 1,994,200

みらいを描く市町村等支援事業 福島県 258,996,080 253,970,000

6 ふくしまゴルフプロジェクト 福島県 8,396,000 7,556,000

72,771,000

8 未来を創る子どもたちの省エネ意識向上事業 福島県 4,566,020 4,566,020

24,199,350

9 水田営農再開緊急支援推進事業 福島県 3,827,219 3,811,624

10 グローバル人材を育成する英語教育強化事業



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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

無

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。

令和元年度

Advanced OSCE
合格率
100%

Advanced OSCE
合格率

成果実績 % 100

目標値 % 100

達成度

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

100.0%

交付金事業の概要

公立大学法人福島県立医科大学のスキルラボに必要な教育用機器（小児救急蘇生トレ－ニングシミュレ－タ－
Simbaby,高機能患者シミュレ－タ－ECS 各一式）の経年劣化等による機器更新。
小児救急及び救急医療は医師が身につけるべき手技として必須であり、学生等が繰り返しシミュレ－タ－によ
る自己学習トレ－ニングを行うことにより優秀な医師の育成が図られ、県民に対するより質の高い医療サ－ビ
スの提供が期待されます。

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

交付金事業に関する主要政策・施策
福島県総合計画「ふくしま新生プラン」（平成25年度～平成32年度）
　第3章　政策分野別の主要施策
　　人と地域(2)教育
　　　①知・徳・体のバランスの良い育成と、生き抜く力をはぐくむ教育を進めます。
　　　　・公立大学における人づくりに関する取組
　　　　　公立大学では、医学・看護学、コンピュ－タ理工学、社会福祉学などの分野で、地域に貢献でき
          る人づくりを行います。また。県内外の国立・私立大学などとの連携を推進していきます。
　目標：Advanced OSCE 合格率100%

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業実施場所 福島市光が丘

番号

1

交付金事業の名称

福島県立医科大学スキルラボシミュレーター更新事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 総務部私学・法人課

交付金事業の評価課室 総務部私学・法人課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

医療機器更新にかかる補助 補助金 公立大学法人福島県立医科大学 19,418,400

交付金充当額 19,418,400

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 19,418,400

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

教育機器更新数

活動実績 式 2

活動見込 式 2

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

2 救急高度化推進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 県内市町村

交付金事業の概要
市町村及び事務組合に対し、救急救命士研修費用を補助します。
補助率１／３（補助対象経費上限　2,440千円/人）

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
福島県総合計画ふくしま新生プラン（平成25年度～平成32年度）
　第3章　政策分野別の主要施策
　　安全と安心（２）医療
　①医療提供体制の確保・充実を図ります。
　・　救急医療に関する取組
　　　救命救急センター、休日夜間急患センターの支援や、ドクターヘリの運営の支援などにより、初期救
　　急・二次救急・三次救急医療体制の強化を図ります。また、救急関係機関による協議を行い、傷病者の
　　円滑な搬送及び受入れやメディカルコントロール体制の充実強化に取り組むとともに、救急車の適正な
　　利用などについて啓発を行います。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

102.4%

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。

令和元年度

運用救急救命
士数５９５名

研修受講者数
２７名（運用
救急救命士数
４５９名）

成果実績 人 470

目標値 人 459

達成度

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

無



交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

救急救命士の養成

活動実績 人 27

活動見込 人 27

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 21,128,000

交付金充当額 21,128,000

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

救急高度化推進事業補助金 補助 - 21,128,000

交付金事業の担当課室 危機管理部消防保安課

交付金事業の評価課室 危機管理部消防保安課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

3 元気に復興！うつくしまグリーンプロジェクト

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 県内各地

交付金事業の概要

○　施設の芝生化に対する補助及びアドバイザーの派遣費用
　本県では東日本大震災及び原発事故以降、屋外で運動する機会が減り、子どもたちの体力低下が懸念されて
いるため、小学校や幼稚園等の校庭・園庭、児童公園等の屋外運動場の芝生化を推進することにより、子ども
たちの体力向上を図るとともに、芝生の維持管理を通じた地域コミュニティの活性化による魅力ある地域づく
りを推進します。

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

福島県総合計画　１１の重点プロジェクト
５　心身の健康を守るプロジェクト
目標：県民の健康の保持・増進　等
６　子ども・若者育成プロジェクト
目標：安心して子供を生み、育てやすい環境づくり　等

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

75.0%

評価年度の設定理由

毎年度、事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施。

令和元年度

芝生化施設の
数

4箇所

芝生化施設の
数

成果実績 箇所 3

目標値 箇所 4

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

当初芝生化を予定していた施設が、急遽決まった園庭の改修工事のために補助金の申請を断念したため成果目
標及び活動指標を達成することができませんでした。
しかし、芝生化事例についてＪＦＡ（日本サッカー協会）のＨＰに掲載してもらうなど、事業の周知を図り、
県内の芝生の普及に努めました。また、園庭を芝生化したことにより子どもたちが外で遊ぶ機会が増えたとの
報告もあり、事業の実施により子どもたちの体力の向上、心身の健康の増進が図られました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

アドバイザー派遣回数

活動実績 6

活動見込 採択数 7

達成度 85.7% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 1,994,200

福島市 1,119,000

交付金充当額 1,994,200

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 企画調整部地域政策課

交付金事業の評価課室 企画調整部地域政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

補助金の交付 補助金

補助金の交付 補助金 白河市 400,000

補助金の交付 補助金 矢吹町 400,000

アドバイザー用務 報償費 アドバイザー 55,800

アドバイザー用務 旅費 アドバイザー 19,400



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

4 ふくしまサッカーチャレンジプロジェクト事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 県内各地域

交付金事業の概要

○　事業委託料及び開催負担金
　復興のシンボルであるＪヴィレッジを核とした地域活力の創出や、ＪＦＡアカデミー福島の本県での再開に
向け、ＪＦＡ等関係団体と相互連携しながら県内のサッカーの振興を図り、双葉地域を始めとする本県のサッ
カーなどスポーツを通じた地域活性化を図るため、下記の事業を実施する。
①県内サッカー裾野拡大推進事業
②「ふくしまサッカーチャレンジ塾」事業
③「Jヴィレッジ杯」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

福島県総合計画　１１の重点プロジェクト
１　避難地域等復興加速化プロジェクト
目標：避難区域等の居住人口の増加　等
５　心身の健康を守るプロジェクト
目標：被災者の心のケア　等

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

①人
②回
③チー
ム

①114％
②122％
③105％

評価年度の設定理由
毎年度、事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を行う

令和元年度

①交流会等参加者
数：1,000人
②指導者派遣等回
数：40回
③県外から招聘す
るチーム数：20
チーム

①事業参加者数
②派遣回数
③招聘チーム数

成果実績

①人
②回
③チー
ム

①1,145
②49
③21

目標値

①人
②回
③チー
ム

①1,000
②40
③20

達成度

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
無



交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

事業実施回数
（交流会等（回）＋指導者派
遣（回）＋大会開催（回））

活動実績 回 59

活動見込 回 47

達成度 125.5% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 27,711,511

交付金充当額 27,711,511

交付金事業の契約の概要

Ｊヴィレッジカップ実行委員会 9,635,926

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

①県内サッカー裾野拡大推進事業委託 随意契約 （一財）福島県サッカー協会 5,902,490

交付金事業の担当課室 企画調整部地域政策課

交付金事業の評価課室 企画調整部地域政策課

②ふくしまサッカーチャレンジ塾事業委託 随意契約 （株）Ｊヴィレッジ 12,173,095

③Ｊヴィレッジ杯事業委託 負担金



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

5 みらいを描く市町村等支援事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 県内一円

交付金事業の概要
福島県内の東日本大震災及び原子力発電所事故からの復興再生、並びに地域の個性を生かした将来にわたる活
性化を図るため、一般財団法人福島県電源地域振興財団が実施する地域振興支援事業に対し補助を実施しま
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

交付金事業に関係する主要政策・施策
福島県総合計画（平成25年度～平成32年度）
第3章　いきいきとして活力に満ちた“ふくしま”
（6）観光・交流
国内観光、国際観光、定住・二地域居住などによる国内交流、国際交流などを進めます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

評価年度の設定理由

事業と同一時期に評価を実施するため。

令和元年度

復興再生、地
域振興の推進

成果実績

目標値

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

一般財団法人福島県電源地域振興財団が実施する地域振興支援事業に対する補助を実施しました。このことに
より、県内市町村等が行う、地場産品のＰＲ、観光誘客のためのモニターツアー等の取り組みが支援され、復
興再生、地域振興の推進に寄与したと評価しています。
（採択事業において、個別の成果目標を設定しているものの、本事業としては各事業が着実に履行されること
が、最大の成果ととらえているため、本事業としての定量的な評価は定めません。）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度

市町村支援枠実施事業数

活動実績 件 48

活動見込 件 48

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和元年度 備　考

総事業費 258,996,080

交付金充当額 253,970,000

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

みらいを描く市町村等支援事業 補助
一般財団法人福島県電源地域振興
財団

258,996,080

交付金事業の担当課室 企画調整部エネルギー課

交付金事業の評価課室 企画調整部エネルギー課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

6 ふくしまゴルフプロジェクト

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 県内市町村

交付金事業の概要

　双葉地区教育構想で構築した一般社団法人日本女子プロゴルフ協会及び関係団体との連携を最大限に活用
し、専任コーチを派遣し、福島県におけるゴルフ競技人口の裾野拡大、指導者の養成及び競技力の向上を目的
とした補助事業を行います。
＜補助事業＞
○ゴルフ競技の選任コーチ１名雇用
○小学校スナックゴルフ教室　20ｌ校×2回
○スポーツクラブへの派遣　20クラ×2回
○ジュニアゴルフ塾　2日×45週
○スナックゴルフイベント　3名×1回

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

福島県スポーツ推進基本計画（平成25年度～平成32年度）
　Ｖ推進施策　1スポーツ推進体制の整備（3）競技力向上体制の整備①一貫指導体制の整備
　国際大会や各種全国大会で活躍する競技者を数多く育成するため、同一の指導理念のもと、指導者間の連携
を図り、競技者の発掘・育成・強化に至るまでの一貫指導体制を整備する競技団体を支援します。
目標：国民体育大会天皇杯順位30位以内（平成32年度）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

60.0%

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

令和元年度

出場選手数
５人

出場選手数

成果実績 人 3

目標値 人 5

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

全日本小学生ゴルフトーナメント本県選手出場は目標に届かなかったものの、平成30年度の１人から２人増
え、３人の出場でした。残念ながら台風の影響により本戦は中止となりましたが、引き続き事業を継続し、東
北予選を突破できる選手の育成に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

ジュニアゴルフ塾の開催
※補助事業実施主体による活
動

活動実績 回 161

活動見込 回 90

達成度 178.9% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 8,396,000

交付金充当額 7,556,000

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

補助金交付 補助 （公財）福島県体育協会 8,396,000

交付金事業の担当課室 文化スポーツ局スポーツ課

交付金事業の評価課室 文化スポーツ局スポーツ課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

7 スポーツふくしまライジングプロジェクト

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島県内外

交付金事業の概要

　国民体育大会をはじめとした各種全国大会で上位入賞できる競技種目等に加え、競技力の落ち込みが見られ
る少年種別競技の育成・強化を一体的に推進するための補助事業を行う。
＜補助事業＞
・専門コーチやアドバイザーの派遣にかかる謝礼、旅費
・選手、監督等の旅費、会場費
・学校に対する活動費補助

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
福島県スポーツ推進基本計画（平成25年度～平成32年度）
　Ⅴ推進施策　１スポーツ推進体制の整備（3）競技力向上体制の整備①一貫指導体制の整備
　国際大会や各種全国大会で活躍する競技者を数多く育成するため、同一の指導理念のもと、指導者間の連携
を図り、競技者の発掘・育成・強化に至るまでの一貫指導体制を整備する競技団体を支援します。
目標：国民体育大会天皇杯順位30位以内（平成32年度）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

令和元年度

国民体育大会
天皇杯順位
35位以内

国民体育大会
天皇杯順位

成果実績 位 39

目標値 位 35

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

平成30年度の44位から順位を上げ、３年ぶりに30位台へ回復させることができました。陸上競技、ウエイトリ
フティング、トライアスロンでは優勝者を出すなど個人種目での活躍が目立った一方、競技得点の高い集団競
技の不振が天皇杯順位低迷の要因になっています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

強化合宿及び強化遠征の回数
600回

活動実績 回 661

活動見込 回 600

達成度 110.2% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 119,743,000

交付金充当額 72,771,000

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

補助金交付 補助 （公財）福島県体育協会 119,743,000

交付金事業の担当課室 文化スポーツ局スポーツ課

交付金事業の評価課室 文化スポーツ局スポーツ課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

8 未来を創る子どもたちの省エネ意識向上事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 県内一円

交付金事業の概要

　東日本大震災及び原子力災害からの復興再生を果たすため、また、「真に持続的に発展可能な社会モデルを
発信する先進地」を実現させるため、「すくすく育て！緑のカーテン事業」「環境活動スタート事業」の実施
により、未来を創る子どもたちに環境保全に関する意識啓発活動を行うとともに、児童・生徒を通して家庭や
地域における省資源・省エネルギーの意識醸成を図り、環境への負荷を低減する賢いライフスタイルへの転換
を促進する。
＜委託事業＞
・緑のカーテン資材を小学校へ配付。学校からの実績の収集。
・中学校・高校へ専門家を派遣し講演会を開催。
生徒から提出されたリポートを取りまとめ、HP等で発信等。

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

福島県地球温暖化対策推進計画
　第４章　２視点別主要施策　視点１県民総ぐるみの省エネルギー対策
　　（１）-ア-②福島議定書事業の推進
　地球温暖化防止のために学校や事業所等が自ら二酸化炭素排出量の削減目標を定めた「福島議定書」を知事
と締結し、自主的な廃棄物減量化やリサイクルなどに取り組む省資源・省エネルギー活動の拡大を促進する。
　　（２）-ア-⑤家庭や地域における省エネルギー等の意識醸成
　学校や事業所等で実施する環境保全に関する意識啓発活動を支援することにより、児童生徒、従業員等、を
通して家庭や地域における省エネルギー・省資源の意識醸成を図る。
目標：福島議定書参加数（事業所版　H31　目標2,830事業所　学校版　H31　目標860校）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

56.9%

評価年度の設定理由

令和元年度

事業所版
2,830事業所

学校版
860校

福島議定書
参加数

成果実績 箇所 2099

目標値 箇所 3690

達成度



交付金事業の成果目標及び
成果実績

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、５３校における緑のカーテン事業、７校における環境活動スタート事業を実施しまし
た。
○成果目標に対しては、事業所版１,７０５事業所、学校版３９４校と目標には達しなかったものの、昨年度
より参加数は増加し、基準年と比較し全体で約１，４００トンの二酸化炭素が削減され、家庭や地域における
省エネ意識の向上につながったと考えられます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

実施校数

活動実績 校 60

活動見込 校 66

達成度 90.9% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 4,566,020

交付金充当額 4,566,020

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

令和元年度すくすく育て！緑の
カーテン事業

委託 株式会社エフエム福島 3,246,020

交付金事業の担当課室 環境共生課

交付金事業の評価課室 環境共生課

令和元年度環境活動スタート事業 委託 株式会社エフエム福島 1,320,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

9 水田営農再開緊急支援推進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 原発被災１２市町村を中心とした福島県浜通り地方

交付金事業の概要

東京電力福島第一原子力発電所事故による避難地域の水田営農の再開を加速化、後押しするため、帰還農業者が取り組みや
すい飼料用米の導入を進め、委託事業により次の取組を行う。併せて、事業実施に必要な農業設備の購入を行います。
１　飼料用米導入研究事業
　浜通りに適した「多収品種」特性把握と選抜、品種使い分け栽培マニュアルの策定と提供、放射性物質の吸収抑制対策の
効果検証
２　飼料用米との複合経営支援事業
　市町村・ＪＡ・県等による推進会議の設置、多収・低コスト生産技術を確立

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

原子力被災１２市町村農業者支援事業
目標：原発事故の影響により、原子力被災１２市町村において平成２３年度以降に農産物生産の中止等を余儀な
くされた農地のうち、平成３２年度末までに６割の営農再開を図ります。

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 初年度にて品種を絞り込み、２年目において詳細な栽培適性を把握するため。

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

87.0%

評価年度の設定理由

令和元年度までの試験や実証の成果を令和２年作に普及させるため。

令和元年度

原発事故被災１２市町
村における水田での営

農再開率30%以上

被災12市町村におけ
る水田の営農休止面
積を分母とし、当該
年度における水田の
営農再開面積を分子
とした割合で算出。

成果実績 ％ 26.1

目標値 ％ 30.0

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

 試験研究において、浜通りに適した多収品種3品種を選定することができました。
 現地実証においては、多収性品種や基肥一発施肥、省力技術等の導入により、6箇所中5箇所において、地域の標
準単収値を130kg/10a以上上回る収量を確保できました。
2年間の成果は飼料用米安定生産技術普及推進会議等で関係機関･団体に情報提供を行った他、現地で活用できる
技術チラシを作成･配布しました。
 また、成果目標については、平成30年度末時点では目標に達していませんが、営農再開面積は毎年着実に増加し
ており、令和2年度末には目標に達すると想定されます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



需用費 随意契約 (株）山川印刷所 526,160

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度 年度

飼料用米安定生産技術普及推進会
議の開催回数

活動実績 回 4 3

活動見込 回 4 4

達成度 100.0% 75.0% #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 平成３０年度 令和元年度 年度 備　考

総事業費 3,189,989 3,827,219

交付金充当額 3,151,000 3,811,624

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

旅費 随意契約 (有)高ライスセンター 2,675

多収・低コスト技術の実証業務委託 随意契約

交付金事業の担当課室 農林水産部水田畑作課

交付金事業の評価課室 農林水産部水田畑作課

(有)高ライスセンター 262,440

多収・低コスト技術の実証業務委託 随意契約 専門家 104,760

多収・低コスト技術の実証業務委託 随意契約 専門家 108,000

試験ほ運営の機械導入 随意契約 宝化成機器(株) 939,600

試験ほ運営の機械導入 随意契約 (株)南東北クボタ 731,376

試験ほ運営の機械導入 随意契約 常磐菱農(株） 537,840

試験ほ運営の機械導入 随意契約 (株）ヰセキ東北 515,808

役務費 随意契約 ユーロフィン日本総研(株） 98,560



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

10 グローバル人材を育成する英語教育強化事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 県立高等学校

交付金事業の概要

　平成３２年度の大学入試から英語民間試験が活用されることに伴い、大学進学を希望する県立高等学校の１年生に英語
民間試験を受検させ、４技能ごとに得られるデータを分析し、英語４技能をバランス良く育成するための効果的な指導法
を確立します。
　また、英語担当教員に対して、国の中央研修受講教員による研修や英語民間試験受検の促進等により、指導力の質的改
善を図り、英語４技能のより効果的な指導法を普及します。（対象事業：民間試験を活用した英語４技能向上事業）

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

第６次福島県総合教育計画（平成25年度～平成32年度）平成31年度アクションプラン
基本目標１　施策７　外国語による実践的なコミュニケーション能力の育成
グローバル社会で活躍する人材の育成のため、生徒の資格試験受検と結果データ分析及び各種研修を行い、４
技能のバランスのとれた生徒の英語力及びコミュニケーション能力を向上させるとともに、生徒の試験への順
応と、教員の英語指導力の向上と充実を図ります。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

70.0%

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

令和元年度

英検準２級以上相
当の英語力を有す
ると思われる生徒
の割合
５０％

英検準２級以上相
当の英語力を有す
ると思われる生徒

の割合

成果実績 ％ 35

目標値 ％ 50

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

英語の能力を４技能の観点で客観的に把握し、分析会の実施を通し授業改善につなげました。今後も資格取得
の推進とともに、更なる授業改善を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 年度

　本事業を活用しての民間試
験受検者数を５８１０人とす
る。

活動実績 人 5240 5151

活動見込 人 6210 5810

達成度 84.4% 88.7% #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 年度 備　考

総事業費 28,815,000 26,780,667

交付金充当額 25,933,000 24,199,350

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

委託 入札 (株)ベネッセコーポレーション 26,780,667

交付金事業の担当課室 教育庁高校教育課

交付金事業の評価課室 教育庁高校教育課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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 児童養護施設等生活環境改善事業 福島県 4,573,400 4,573,400

16,140,300 11,731,720

19,231,230 19,231,230

福島県青少年会館修繕事業補助金 福島県 6,039,000 6,039,000

2 太陽の国給食センター冷温水発生機補修工事委託事業 福島県 5,225,000 5,225,000

3 感染症等健康被害防止対策に関する検査機能強化事業

4

5 総合療育センター設備機能強化事業 福島県

福島県

1 太陽の国側溝蓋設置工事委託事業 福島県 4,428,000 4,428,000

番号 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



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号

1

交付金事業の名称

太陽の国側溝蓋設置工事委託事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 太陽の国敷地内

交付金事業の概要

　蓋が設置されていない太陽の国敷地内の側溝に、車いす走行中の入居者が転落し負傷した事故が平成28年に
生じたことから、施設利用者等の安全確保対策のため、平成29年度から蓋の設置に取り組んでいる。
４工区（福島県かえで荘入口～バス停留所付近　約３９０ｍ）
（平成３１年度　１工区（さつき荘前　約２７５ｍ）、２工区（幸せ橋～希望の橋　約２４０ｍ）、５工区
（福島県かえで荘入口～ロータリー　約３００ｍ））

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

　重度の精神障がいを抱える方や身体障がい者等が入所するセーフティネット機能を確保するため、県では福
島県総合社会福祉施設「太陽の国」条例に基づき、コロニー型の県立福祉施設等を西郷村に設置し、当該施設
については、毎年度の効率的な施設運営や入所者の安全の確保等を図ることを目標に、県外郭団体に管理運営
委託している。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

100.0%

令和元年度

事故件数
0件

事故件数

成果実績 件 0

目標値 件 0

達成度

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

無

評価年度の設定理由



交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

側溝蓋設置区間

活動実績 ｍ 815

活動見込 ｍ 815

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 4,428,000

交付金充当額 4,428,000

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

冷温水発生機の補修 随意契約（単独）
社会福祉法人福島県社会福祉事業

団（西郷村）
4,428,000

交付金事業の担当課室 保健福祉部保健福祉総務課

交付金事業の評価課室 保健福祉部保健福祉総務課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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

無

令和元年度

安定的な食事
供給（食事提
供不可日を０
日とする）

安定的な食事
供給（食事提
供不可日）

成果実績 日 0

目標値 日 0

達成度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

100.0%

評価年度の設定理由

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 太陽の国敷地内

交付金事業の概要

　太陽の国給食センターでは空調用冷温水発生機を２機設置して交互に使用することで故障しないよう配慮し
てきたが、平成30年度に１機に故障が見つかり使用できない状況になりました。
　もう１機が故障してしまった場合、調理場における適切な衛生環境（温度・湿度）が損なわれ、太陽の国各
施設の入所者及び西郷支援学校の児童・生徒約７００人への食事の提供が即日かつ長期的に不可能となる恐れ
があることから、修理を行います。

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

　重度の精神障がいを抱える方や身体障がい者等が入所するセーフティネット機能を確保するため、県では福
島県総合社会福祉施設「太陽の国」条例に基づき、コロニー型の県立福祉施設等を西郷村に設置し、当該施設
については、毎年度の効率的な施設運営や入所者の安全の確保等を図ることを目標に、県外郭団体に管理運営
委託しています。

番号 交付金事業の名称

2 太陽の国給食センター冷温水発生機補修工事委託事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 保健福祉部保健福祉総務課

交付金事業の評価課室 保健福祉部保健福祉総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

冷温水発生機の補修 随意契約（単独）
社会福祉法人福島県社会福祉事業

団（西郷村）
5,225,000

交付金充当額 5,225,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 5,225,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

冷温水発生機補修数

活動実績 1

活動見込 機 1

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

検査機器更新数

活動実績 台 15

活動見込 台 15

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

令和元年度

食肉衛生検査
所及び衛生研
究所での行政
検査件数
9,175件

食肉衛生検査
所及び衛生研
究所での行政

検査件数

成果実績 件 9,302

目標値 件 9,175

達成度
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

101.4%

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島市、須賀川市、会津若松市

交付金事業の概要
　県民の健康に直結する各種検査を行っている食肉衛生検査所並びに衛生研究所において、健康危機管理に即
応できる検査体制の充実・強化を図り、県民の健康被害を防止するため、必要な検査機器等の整備を行いま
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

福島県保健医療福祉復興ビジョン（平成25年度～平成32年度）
　第3章　保健医療福祉の基本方向　６ 誰もが安全で安心できる生活の確保
　　(7) 健康危機管理体制の強化
　医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により、県民の生命・健康の安全を脅かす事態の発生
予防、拡大防止等を迅速かつ的確に実施するため、健康危機管理体制の充実強化に努めます。
目標：食肉衛生検査所及び衛生研究所での行政検査件数　　9,175件（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

3 感染症等健康被害防止対策に関する検査機能強化事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 保健福祉部食品生活衛生課　保健福祉部薬務課

交付金事業の評価課室 保健福祉部食品生活衛生課　保健福祉部薬務課

検査機器購入
（液体クロマトグラフ装置）

一般競争入札
(株)アオバサイエンス　郡山支店

（福島県郡山市） 11,330,000

検査機器購入
（ＰＦＧＥ電気泳動システム）

一般競争入札
(株)シバタインテック郡山営業所

（福島県郡山市） 3,102,000

検査機器購入
(真空ﾎﾟﾝﾌﾟ及び冷却水循環装置)

随意契約(見積合わせ)
株式会社小関秀雄商店

（福島県福島市） 330,000

検査機器購入
（卓上多本架遠心器）

随意契約(見積合わせ)
株式会社小関秀雄商店

（福島県福島市） 478,500

検査機器購入
（乾熱滅菌器）

随意契約(見積合わせ)
宝化成機器株式会社
（福島県郡山市） 180,400

検査機器購入
（ｐＨメーター）

随意契約(見積合わせ)
株式会社小関秀雄商店

（福島県福島市） 318,600

検査機器購入
（電子天秤）

随意契約(見積合わせ)
宝化成機器株式会社
（福島県郡山市） 185,900

検査機器購入
（電子天秤）

随意契約(見積合わせ)
株式会社小関秀雄商店

（福島県福島市） 357,500

検査機器購入
（バイオメディカルフリーザー）

随意契約(見積合わせ)
宝化成機器株式会社
（福島県郡山市） 359,700

検査機器購入
（純水製造装置）

随意契約(見積合わせ)
宝化成機器株式会社
（福島県郡山市） 594,880

検査機器購入
（薬用冷蔵ショーケース）

随意契約(見積合わせ)
株式会社小関秀雄商店

（福島県福島市） 626,400

検査機器購入
（薬用冷蔵ショーケース）

随意契約(見積合わせ)
宝化成機器株式会社
（福島県郡山市） 286,000

検査機器購入
（超高速ホモジナイザー）

随意契約（見積合わせ）
株式会社小関秀雄商店

（福島県福島市） 338,310

検査機器購入
（超音波洗浄機）

随意契約（見積合わせ）
宝化成機器株式会社
（福島県郡山市） 322,920

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
検査機器購入

（組織固定用震盪器）
随意契約（見積合わせ）

株式会社小関秀雄商店
（福島県福島市） 420,120

交付金充当額 19,231,230

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 19,231,230



Ⅱ．事業評価個表　（令和元年度）

達成度

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

無

評価年度の設定理由

現在の法人事業計画の最終年度のため

令和４年度

研修室利用件数の
向上

成果実績

目標値 件 3279

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

0.0%

福島県の青少年健全育成施策を多く担う拠点である福島県青少年会館の施設整備関連工事費用を一部助成し、
福島県青少年会館の円滑な運営の支援と利用者の安全性・利便性向上を図ります。

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

ふくしま青少年育成プラン（平成25年度～平成32年度）
　　基本目標Ⅱ　困難を有する青少年及びその家族の支援
　　　１　震災ストレスなど困難な状況ごとの取組
　　　　（１）大震災等に起因する各種問題への総合的な相談・支援体制の充実
【目標】「福島県青少年総合相談センター」の相談受付件数　適切に対応する[単年度値]
　　基本目標Ⅲ　青少年の健全な育成を推進するための社会環境の整備
　　　１　子どもをはぐくむ家庭づくりと大人の意識改革
　　　　（２）子ども育てる大人の意識改革
【目標】「大人への応援講座」の受講者数　39,000人以上[H23～32累計]

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

利用者の安全
性・利便性向
上

番号 交付金事業の名称

4 福島県青少年会館修繕事業補助金

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島県青少年会館（福島県福島市田部屋）

交付金事業の概要



交付金事業の担当課室 こども未来局こども・青少年政策課

交付金事業の評価課室 こども未来局こども・青少年政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

青少年会館修繕事業補助金 補助
公益財団法人福島県青少年育成・男女共

生推進機構 6,039,000

交付金充当額 6,039,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 6,039,000

4

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

補助対象工事数
・外部床タイル補修
・２階バルコニー漏水補修
・本館東階段室壁塗装
・本館東階段室手摺新設

活動実績 4

活動見込 件
交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

令和元年度

総合療育センター
での短期入所事業
及び日中一時支援
事業の1～3月の合
計利用数９２人

総合療育センター
での短期入所事業
及び日中一時支援
事業の1～3月の合
計利用数

成果実績 人 68

目標値 人 92

達成度

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

％ 74.2%

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県総合療育センター

交付金事業の概要 障がいのある児童の安心・安全な療育及び生活環境の回復等を図るために、医療機器購入及び入所居室等の改修を行います。

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

第1期福島県障がい児福祉計画【概要】
■計画策定の背景と趣旨
　障がい児の健やかな育成を支援するために、児童福祉法の規定に基づき、国の基本指針に則して策定するも
の。
■計画の基本的理念
○身近な地域で支援できるように、障害児通所支援及び障害児相談支援については市町村を、障害児入所支援
については県を実施主体の基本とする。
○地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した
支援を提供する体制の構築を図る。
○障がいの有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包容（インクルージョ
ン）を推進する。
○「福島県子ども、子育て支援事業支援計画」と調和が保たれた取組を進めるとともに、子ども・子育て支援
法等に基づく子育て支援施策との連携を図る。

番号 交付金事業の名称

5 総合療育センター設備機能強化事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の評価課室 こども未来局児童家庭課

小児ベッド 随意契約 サンセイ医機株式会社 955,800

交付金事業の担当課室 こども未来局児童家庭課

外来トイレ改修工事設計委託 指名競争入札

回診用Ｘ線診断装置 一般競争入札

超音波画像診断装置 一般競争入札

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

入所児童居室改修工事 一般競争入札 村越建設株式会社 14,536,500

交付金充当額 11,731,720

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 16,140,300

達成度 ％ 60.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

交付金事業の対象となる入所
居室改修・設計委託数及び医
療機器等購入数

活動実績 件 3

活動見込 件 5

交付金事業の定性的な成果及び評価等

新型コロナウイルスの影響で3月の利用者が減少してしまったが、1月と2月の利用者は平均29名と工事やベッ
ドを導入したことで利用数が増えるなど、一定の効果が確認されています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

交付金事業の成果目標及び
成果実績

評価年度の設定理由

成果指標が年度末時のもののため、翌年度を評価対象として設定

株式会社ティ・アール建築アトリエ 648,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

備品更新数

活動実績 台 5

活動見込 台 5

交付金事業の定性的な成果及び評価等

厨房設備を更新したことにより、入所児童に対して安定した食の提供ができるようになりました。農業トラク
ターの購入により児童指導の一環である農作業においても植え付けから収穫まで一環した児童の支援が行える
ようになりました。体育館の音響設備を整備したことにより、ノイズも無くなり式典や表示等への支障が解消
されています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

令和元年度

施設の不具合
件数（０件）

施設の不具合
件数

成果実績 件 0

目標値 件 0

達成度

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

100.0%

評価年度の設定理由

単年度事業であるため。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県須賀川市

交付金事業の概要
児童福祉法第44条に定められた県内唯一の児童自立支援施設における耐用年数を超え不具合等が生じている設
備（厨房ガスオーブン・厨房ガステーブル・厨房冷凍冷蔵庫・農業トラクター・体育館音響設備）の更新を行
います。

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

施設内の設備等の更新を行うことにより、入所児童に対して適切な生活支援を行います。

番号 交付金事業の名称

6 児童養護施設等生活環境改善事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 こども未来局児童家庭課

交付金事業の評価課室 こども未来局児童家庭課

農業トラクター 随意契約 藤島農機株式会社 990,000

体育館音響設備 一般競争入札 株式会社メディアシステム 1,364,000

厨房ガステーブル 随意契約 株式会社中西製作所　福島営業所 442,800

厨房冷凍冷蔵庫 随意契約 株式会社中西製作所　福島営業所 788,400

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

厨房ガスオーブン 随意契約 株式会社中西製作所　福島営業所 988,200

交付金充当額 4,573,400

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 4,573,400



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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。

0

11 ふくしま県産品再生支援事業 福島県 25,370,774 24,670,774

9 産業交流館多目的展示ホール照明設備及びマイク設備改修工事 福島県 15,188,800 15,188,800

11,683,487

8 テクノアカデミーにおけるイノベ人材等育成事業 福島県 24,458,580 24,458,580

6 市場を切り拓くデザイン指向のものづくり企業支援事業 福島県 12,251,400 12,251,400

福島県 33,396,000 33,396,000

ハイテクプラザ機器整備事業 福島県 19,224,000 19,224,000

2 企業誘致活動・広報強化事業 福島県 10,538,600 9,484,000

3 福島県オリジナル清酒製造技術の開発機器整備事業

10 高速道路ＳＡ観光案内板改修工事 福島県 0

7 医療手技トレーニング機器購入・外科関係学会誘致事業 福島県 11,683,487

4

5 開発型・提案型企業転換総合支援事業 福島県 11,766,887 11,766,887

1 コラッセふくしま県施設設備改修等事業 福島県 1,320,000 1,320,000

番号 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



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 50.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

事業実施箇所数（箇所）

活動実績 箇所 2

活動見込 箇所 4
交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

台風、コロナウイルス等の影響あるも施設の面積稼働率は概ね良好と評価します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

評価年度の設定理由

事業実施翌年度早期に評価を実施。

施設の面積稼
働率

成果実績 ％ 59.7

目標値 ％ 61.3

達成度

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

97.4%

令和元年度

施設の面積稼
働率

61.3％

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島市

交付金事業の概要
中小企業者等をはじめとする一般利用客に適切なサービスを提供するため、多目的ホールの音響・スクリーン
関係設備の改修工事及び設計委託、その他会議室の音響・スクリーン設備の改修工事に関する設計委託、ＤＰ
Ｃ設備の更新工事を実施。

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

福島県総合計画「ふくしま新生プラン」
第３章　政策分野別の主要施策〔柱Ⅰ〕いきいきとして活力に満ちた“ふくしま”
（２）商工業・サービス業〔施策の概要〕「企業立地などによる産業の集積、医療関連産業など本県の再生の
推進力となる産業の集積、県内企業の経営基盤、競争力・収益力の強化、ブランド力の向上と販路開拓、起業
の支援などを進めます。」に寄与するため、設備改修を通して中小企業者や中小企業者を支援する中小企業支
援団体等の利用を促進します。
目標：施設の面積稼働率　61.3％

番号

1

交付金事業の名称

コラッセふくしま県施設設備改修等事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 商工労働部経営金融課

交付金事業の評価課室 商工労働部経営金融課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

各種工事・設計委託 条件付一般競争入札・指名競争入札 株式会社アイ・プランニング 1,320,000

交付金充当額 1,320,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 1,320,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

令和元年度

工場立地件数
660件

敷地面積1,000
㎡以上の工場
の新設・増設
に関する届出

件数

成果実績 件 704

目標値 件 660

達成度

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

106.7%

評価年度の設定理由

令和２年度の成果目標（700件）達成のため、毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌
年度早期に評価を実施。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 県内一円

交付金事業の概要

東京電力福島第一原子力発電所事故による風評からの本県のイメージ回復、および新たな企業の誘致による産
業再生を加速させるため、本県の企業立地環境等をＰＲする広報活動を行います。また、医療、再エネ、ロ
ボット、航空宇宙関連産業の集積や、福島イノベーション・コースト構想の推進など、震災からの産業復興に
取り組んでいる本県の施策等を全国へ広く正確に発信し、効果的な広報・企業誘致活動を展開します。
＜委託事業＞
(1)ホームページ等のWeb媒体に記事広告を4本掲載
(2)パンフレット・ガイドマップを各4,000部ずつ作成

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
福島県復興計画（第3次）（平成23年度～平成32年度）
　ⅰ　復興へ向けた重点プロジェクト
　　７　中小企業等復興プロジェクト
　　　２　企業誘致の促進
　　　　・　企業の県外流出により減速している地域産業の復興と県内雇用の安定に向け、
　　　　　　企業立地補助金や税制上の優遇措置、工業団地の戦略的な整備等を通じた
　　　　　　企業誘致を進めていく。
目標：工場立地件数　700件(平成23年度～平成32年度）
※敷地面積1,000㎡以上の工場の新設・増設に関する届出件数

番号 交付金事業の名称

2 企業誘致活動・広報強化事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



株式会社ジェイアール東日本企画
仙台支店

6,600,000

事務委託 随意契約 株式会社ル・プロジェ 3,439,700

交付金事業の担当課室 商工労働部企業立地課

交付金事業の評価課室 商工労働部企業立地課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

事務委託 随意契約 アジア航測株式会社福島支店 498,300

事務委託 随意契約

交付金充当額 10,028,000 9,990,000 9,484,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 11,103,912 11,098,296 10,538,600

達成度 125.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

(1)ホームページ等のWeb媒体
に記事広告を4本掲載
(2)パンフレット・ガイドマッ
プを各4,000部ずつ作成

活動実績 本 5

活動見込 本 4

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

交付金事業の成果目標及び
成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

開発機器導入数

活動実績 台 2

活動見込 台 2

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度

令和元年度

解析項目
6以上

解析項目：（縦、
横、アスペクト比、
球形度、胴割比率、

心白率など）

成果実績 解析項目 7

目標値 解析項目 6

達成度

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

116.7%

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県会津若松市一箕町（福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター）

交付金事業の概要

　総合的な原料米の評価を行うため、酒造用精米機および穀粒判別機を導入し、「福島酒50号」を含めた県産
酒造好適米の玄米品質や精米特性分析を実施します。
　本事業を通して、県産資源（酵母・米・水）を用いた「オールふくしま」清酒の製造方法を確立し、マニュ
アル化して県内酒造場へ周知することによって、品質向上と安定化を実現する。これにより、各種鑑評会やコ
ンテストにおける県産資源を用いた清酒の出品・受賞数の増加を図り、風評被害の払拭につなげます。

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

福島県復興計画（第3次）
ⅰ 復興へ向けた重点プロジェクト　７ 中小企業等復興プロジェクト　　１ 県内中小企業等の振興
　企業の被災や風評による影響を克服し､地域産業の復興を果たすため､県産品のブランド化や海外取引支援等
を通じた販路開拓･取引拡大､産業を担う人材の育成等を進めるとともに､震災以降続いている雇用のミスマッ
チの縮小･解消に向け､県内外からの人材確保･就業支援を進めていく。

番号 交付金事業の名称

3 福島県オリジナル清酒製造技術の開発機器整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の評価課室 商工労働部産業創出課

穀粒判別機 一般競争入札 （株）サンニード 946,000

交付金事業の担当課室 商工労働部産業創出課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

酒造用精米機 一般競争入札 （株）サンニード 32,450,000

交付金充当額 33,396,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備　考

総事業費 33,396,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

機器導入数

活動実績 台 1

活動見込 台 1

交付金事業の定性的な成果及び評価等

企業への利用環境整備等に時間を要し、本格的な運用が年度後半と遅れたことから、成果指標は目標を下回り
ました。しかし、高度な技術相談にも対応できているなど、地域企業の支援に役立てられています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

令和元年度

導入機器の利
用時間数
360時間

導入機器の利
用時間数

成果実績 時間 94

目標値 時間 360

達成度

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

26.1%

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県郡山市街池台（福島県ハイテクプラザ）

交付金事業の概要
ものづくり現場において材料の品質管理等に用いるために、企業からの要望が高く、試験依頼の多い金属やセ
ラミックス等中の成分量分析に用いるICP発光分光分析装置を導入することによって、地域企業の産業復興や
新たな産業の育成に役立てることを目的とします。

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

福島県復興計画（第3次）
ⅰ 復興へ向けた重点プロジェクト　７ 中小企業等復興プロジェクト　　１ 県内中小企業等の振興
　企業の被災や風評による影響を克服し､地域産業の復興を果たすため､県産品のブランド化や海外取引支援等
を通じた販路開拓･取引拡大､産業を担う人材の育成等を進めるとともに､震災以降続いている雇用のミスマッ
チの縮小･解消に向け､県内外からの人材確保･就業支援を進めていきます。

番号 交付金事業の名称

4 ハイテクプラザ機器整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 商工労働部産業創出課

交付金事業の評価課室 商工労働部産業創出課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

ICP発光分光分析装置 一般競争入札 (株)東栄科学産業郡山営業所 19,224,000

交付金充当額 19,224,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 19,224,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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

無

令和４年度

県内中小企業
の市場調査、
事業可能性調
査及び開発経
費を助成し、
企業の事業化
を支援する。

助成金交付後
３年以内の助
成事業者の事
業化達成率

成果実績 件

目標値 ％ 40

達成度

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

評価年度の設定理由

製品化に向けた改良、コストダウン方策の検討、設備投資計画検討など、事業化に必要な期間を考慮し、助成
金交付後３年以内とします。
※ふくしま産業応援ファンドとの一体的実施事業であるため目標値設定は共有する必要があります。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県郡山市街池台（公益財団法人福島県産業振興センター）

交付金事業の概要
本県企業が下請け中心から開発型企業へと転換し、魅力ある企業へ変貌することで、若者人材の定着・還流を
図るため、福島県産業振興センターに補助することで、県内中小企業の事業可能性調査等に係る経費の一部を
助成します。

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

福島県復興計画（第3次）
ⅰ 復興へ向けた重点プロジェクト　７ 中小企業等復興プロジェクト　　１ 県内中小企業等の振興
　企業の被災や風評による影響を克服し､地域産業の復興を果たすため､県産品のブランド化や海外取引支援等
を通じた販路開拓･取引拡大､産業を担う人材の育成等を進めるとともに､震災以降続いている雇用のミスマッ
チの縮小･解消に向け､県内外からの人材確保･就業支援を進めていきます。

番号 交付金事業の名称

5 開発型・提案型企業転換総合支援事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 商工労働部産業創出課

交付金事業の評価課室 商工労働部産業創出課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

新製品・新技術開発促進事業費補助金 補助 (公財)福島県産業振興センター 11,766,887

交付金充当額 11,766,887

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 11,766,887

達成度 90.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

助成件数

活動実績 件 9

活動見込 件 10

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

機器の導入

活動実績 台 3

活動見込 台 3

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果指標とした依頼試験件数は8件と目標を下回ったものの、技術相談9件や機器使用21件等の実績が得られて
おり、企業における作業の効率化や意匠性の高い訴求力ある製品の開発に役立っています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

令和元年度

ハイテクプラ
ザ会津への工
芸関係（デザ
イン）の依頼
試験件数
２０件

ハイテクプラ
ザ会津への工
芸関係（デザ
イン）の依頼

試験件数

成果実績 件 8

目標値 件 20

達成度

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

40.0%

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県会津若松市一箕町（福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター）

交付金事業の概要
福島県ハイテクプラザにデザイン関連機器の整備を行い、機器の開放を行うほか、製品開発助成事業と連携す
ることで、マッチングが成立した県内企業とクリエーターによるデザイン指向の試作・開発を支援します。

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

福島県復興計画（第3次）
ⅰ 復興へ向けた重点プロジェクト　７ 中小企業等復興プロジェクト　　１ 県内中小企業等の振興
　企業の被災や風評による影響を克服し､地域産業の復興を果たすため､県産品のブランド化や海外取引支援等
を通じた販路開拓･取引拡大､産業を担う人材の育成等を進めるとともに､震災以降続いている雇用のミスマッ
チの縮小･解消に向け､県内外からの人材確保･就業支援を進めていきます。

番号 交付金事業の名称

6 市場を切り拓くデザイン指向のものづくり企業支援事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 商工労働部産業創出課

交付金事業の評価課室 商工労働部産業創出課

フルカラーハンディ３Ｄスキャナ 一般競争入札 （株）東栄科学産業郡山営業所 4,147,000

デジタルスクリーン製版システム 一般競争入札 (有)水野教材社 3,704,400

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

パッド印刷機 一般競争入札 宝化成機器（株） 4,400,000

交付金充当額 12,251,400

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 12,251,400



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

令和元年度

医療手技ト
レーニングの
参加者数

３０名／年

医療手技ト
レーニングの

参加者数

成果実績 人／年 0

目標値 人／年 30

達成度

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

0.0%

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 郡山市富田町

交付金事業の概要

医療従事者のスキルアップによる医療安全の向上並びに先進的な医療機器の市場確立と、その経過における県
内企業とのビジネスマッチングを図るため、基礎的なトレーニング機能を備えている「ふくしま医療機器開発
支援センター」において、外科関係学会等が実施している医療手技トレーニングを積極的に誘致し、先進医療
機器を含む医療手技トレーニングの推進体制を構築します。
また、トレーニング備品（腹腔鏡トレーニングシステム）を購入することで、ハード面での環境整備を行いま
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

本県では、平成１７年度より、「うつくしま次世代医療産業集積プロジェクト」と題し、医療関連産業の研究
開発から製品化まで一体的な支援を実施しており、本県の復興計画の重点プロジェクトにも選定されていま
す。

番号 交付金事業の名称

7 医療手技トレーニング機器購入・外科関係学会誘致事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



（一財）ふくしま医療機器産業推進機構 3,043,487

交付金事業の担当課室 医療関連産業集積推進室

交付金事業の評価課室 医療関連産業集積推進室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

備品購入 随意契約（専門的な機器） イービーエム株式会社 8,640,000

業務委託 随意契約（競争不適）

交付金充当額 11,683,487

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 11,683,487

達成度 0.0% #DIV/0! #DIV/0!

医療手技トレーニングの実施

活動実績 回 0

活動見込 回 2

交付金事業の定性的な成果及び評価等

・外科関係学会と調整の上、学会開催時期である３月に２回の医療手技トレーニング誘致を予定しました。
・２回のトレーニングで３１名が参加予定であり、成果指標・活動指標を達成する水準でしたが、新型コロナ
ウイルス感染拡大により学会の中止及び医師が派遣困難となり、トレーニング誘致を中止としました。（整形
外科MICSトレーニング 3/1開催予定、日本内視鏡外科学会トレーニング 3/7開催予定）
・今後同様の事業を実施する際には、感染防止策やオンライン配信による効果の創出などを検討し、万全を期
すこととします。
・トレーニング備品（腹腔鏡トレーニングシステム）の購入を完了し、ふくしま医療機器開発支援センターの
手技トレーニング機能におけるハード面での環境整備を行うことができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度

交付金事業の成果目標及び
成果実績

評価年度の設定理由

昨年度の事業実績に基づき、参加者数の増を見込んでいるため。



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

機器整備数

活動実績 式 7

活動見込 式 7

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

令和元年度

テクノアカデ
ミー関連科卒
業生の県内就
職率
９０％

テクノアカデ
ミー関連科卒
業生の県内就
職率

成果実績 ％ 94

目標値 ％ 90

達成度
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

104.4%

評価年度の設定理由

イノベーション・コースト構想に取り組む企業への貢献度を測るのに適した指標

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 県立テクノアカデミー郡山、県立テクノアカデミー会津、県立テクノアカデミー浜

交付金事業の概要
テクノアカデミー各校において、イノベーション・コースト構想に関連する「ロボット関連産業」や「再生可
能エネルギー関連産業」等を対象として、学生及び一般企業在職者に企業ニーズに合致した訓練を実施するた
めの機器を整備します。

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

福島県総合計画福島新生プラン新産業創造プロジェクト
　県内全域で失われた産業の復興に向けて、再生可能エネルギー、省エネルギー関連産業、医療関連産業、ロ
ボット関連産業など、新たな時代を牽引する産業集積のための取り組みを進める。
目標：テクノアカデミー関連科卒業生の県内就職率　９０％（平成３１年度）

番号 交付金事業の名称

8 テクノアカデミーにおけるイノベ人材等育成事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



シーケンス制御プログラミングソフト 随意契約 美和電気工業㈱ 192,240

筋電計 随意契約 美和電気工業㈱ 1,242,120

交付金事業の担当課室 商工労働部産業人材育成課

交付金事業の評価課室 商工労働部産業人材育成課

人協働ロボット 一般競争入札 美和電気工業㈱ 3,553,200

ドローン 一般競争入札 美和電気工業㈱ 691,200

筋電計開発キット 随意契約 美和電気工業㈱ 161,700

図面作成用PC 一般競争入札 美和電気工業㈱ 12,960,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

シーケンサ制御システム 一般競争入札 美和電気工業㈱ 5,658,120

交付金充当額 24,458,580

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 24,458,580



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 98.9% #DIV/0! #DIV/0!

年度

来場者数の増加

活動実績 人 540,130

活動見込 人 546,000

交付金事業の定性的な成果及び評価等

新型コロナウイルスの影響によるコンベンション開催数の減少により、目標達成ができませんでした。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

令和元年度

コンベンショ
ン開催件数

８２件

コンベンショ
ン開催件数

成果実績 件 53

目標値 件 82

達成度

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

64.6%

評価年度の設定理由

事業完了後に調査し、評価を行う

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県郡山市南（福島県産業交流館）

交付金事業の概要 多目的展示ホールの照明設備及びマイク設備の更新工事を実施します。

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

新生ふくしま産業プラン
○イベント及びコンベンション誘致の推進
　・産業交流館大規模コンベンション開催件数（H31年度82件、H32年度85件）

番号 交付金事業の名称

9 産業交流館多目的展示ホール照明設備及びマイク設備改修工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



高柳電設工業（株） 10,791,000

交付金事業の担当課室 福島県観光交流課

交付金事業の評価課室 福島県観光交流課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

ワイヤレスマイク設備改修 入札、随意契約 （株）エスエステクノ 4,397,800

多目的展示ホール照明交換 入札、随意契約

交付金充当額 15,188,800

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 15,188,800



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

毎年度PDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

（食品展示会）FOODEX　JAPAN　2020は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で中止となりましたが、24社が出展準備を進めていました。
また、バイヤーを呼び込むため、令和元年12月26日に首都圏等関係者727箇所に招待状を発送しました。
(工芸品展示会）東京インターナショナル・ギフト・ショーは、２月５日～７日の３日間に渡って開催され、県内から10社が出展しまし
た。商談件数は203件（成立38件）と昨年度商談成立件数には届きませんでしたが、以下のような理由が考えられます。①昨年度より会期
が１日減となっていること、②新型コロナウイルス感染症の影響で来場者が例年より少なかったこと、③商談及び商談成立に至った後に新
型コロナウイルス感染症の影響でキャンセルになった事例もあること等。しかしながら、風評の影響等により円滑な事業拡大が困難となっ
ている県内事業者に対して効果的に商談機会を提供することはできました。
（商品開発・販路開拓支援補助金）工芸関係事業者が行う新商品開発や販路拡大に向けた取組に対して支援を実施しました。（12事業者）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

令和元年度

商談成立件数
160件

商談成立件数

成果実績 件 38

目標値 件 160

達成度

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

23.8%

評価年度の設定理由

交付金事業の定性的な成果及び評価等

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県内、首都圏等

交付金事業の概要

国内外のバイヤー等が多数来場する大型展示会に福島県ブースを出展、県内事業者のBtoB取引の回復・開拓を支援し、県産品の販売促進を
図ります。
伝統的工芸品や繊維・クラフト製品等の商品力向上等を図るため、県内事業者、団体、組合、市町村等が行う商品開発・販路開拓等の取組
を支援します。
①委託費
・食品展示会(首都圏)　出展　１回
・工芸品展示会(首都圏)　出展　１回
②商品開発・販路開拓支援補助金
　12事業者程度

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

福島県商工業振興基本計画
２　主要な施策の展開　Ⅲ　ふくしまの地域資源を生かした産業の振興
２　県産品のブランド力の向上　(２)国内における販路の拡大

番号 交付金事業の名称

11 ふくしま県産品再生支援事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



大型展示会等活用事業（工芸） 随意契約（企画プロポーザル方式） （株）山川印刷所 10,702,450

交付金事業の評価課室 福島県観光交流局県産品振興戦略課

補助金（ふくしま県産品再生支援事業補助金） 補助金の交付 デコ屋敷本家大黒屋　外11件 7,000,000

交付金事業の担当課室 福島県観光交流局県産品振興戦略課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

大型展示会等活用事業（食品） 随意契約 福島県貿易促進協議会 7,668,324

交付金充当額 24,670,774 36,896,000 36,896,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 令和３年度 備　考

総事業費 25,370,774 37,596,000 37,596,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

以下の２事業を実施する。
①食品展示会出展に係る業務
委託（展示会２回）
②商品開発・販路開拓に係る
補助事業（12事業者程度）

活動実績 事業 2

活動見込 事業 2
交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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 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

1 特別支援学校通学バス購入事業 福島県 35,833,600 35,756,000

福島県 45,757,400

5 福島県立美術館展示室照明交換工事 福島県 724,900

2 県立学校高効率照明改修事業 福島県 149,990,520 148,040,520

3 県立学校老朽化施設設備改修事業 福島県 22,059,000 15,053,000

45,757,4004 県立学校施設外壁診断調査事業

724,900

17,806,173

7 県立特別支援学校学習環境整備事業 福島県 80,732,860 80,581,012

16,336,080

6 会津自然の家バス購入事業

8 県立学校給食調理設備の更新・整備事業 福島県 16,336,080

福島県 17,806,173



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

平成33年度

大笹生支援学校、石川支援学
校通学バス購入

活動実績 台 2

活動見込 台 2
交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 平成32年度

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

無

評価年度の設定理由

平成31年度内の事業終了を予定していることから

令和２年度

運行業務にか
かる経費の縮

減

運行業務委託
契約額

※バス借上分

成果実績

目標値 円 0

達成度

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

#DIV/0!

番号

1

交付金事業の名称

特別支援学校通学バス購入事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

　通学バスの運行委託のみでは、単なる通学手段の確保にしか活用できないが、県有化により通学以外の校外
学習に使用するなど教育学習の幅が広がります。
　特別支援教育は、地域とともに学びともに生きることを目指しており、地域での活動や地域との交流のため
にバスを効率的に活用できるよう県有化することは大きな政策的意義をもつものです。
　民間バスを利用した通学バスの運行委託から、県有バスを使用した委託（運転業務のみ民間業者に委託す
る）に切り替えることで、中長期的な通学バス運行業務に係る経費を大幅に削減させます。

福島県

交付金事業実施場所 大笹生支援学校、石川支援学校

交付金事業の概要
大笹生支援学校、石川支援学校の通学バスを民間バスから県有バスに切り替えるため、バス２台を新規購入し
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



石川支援学校通学バス購入 一般競争入札 福島日野自動車株式会社 17,916,800

交付金事業の担当課室 教育庁財務課

交付金事業の評価課室 教育庁財務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

大笹生支援学校通学バス購入 一般競争入札 福島日野自動車株式会社 17,916,800

交付金充当額 35,756,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 35,833,600



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

2 県立学校高効率照明改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 県内一円

交付金事業の概要

体育館等の照明に使用されている水銀灯は、平成25年度採択の「水銀に関する水俣条約」により今後製造・輸
入が禁止されることにともない、在庫が枯渇することが見込まれ、また電球交換用昇降装置の老朽化により電
球の交換ができずに十分な照度が確保できていない施設があることから、県立学校の学習環境を改善するとと
もに、学校施設の省エネルギー化を図るため、県立学校の体育館等の照明器具をLED等の高効率照明に改修を
実施します。

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

福島県総合計画「福島新生プラン」（平成25年～32年度）
8 新産業創造プロジェクト
（３）省エネルギーの推進
県有施設維持補修事業（県立学校高効率照明改修事業）
県立学校の体育館等の照明設備をLED等の高効率照明に改修し、学習環境の改善と県有施設における省エネル
ギー化を促進するとともに、生活環境部と連携し、環境負荷低減に関する意識啓発活動を実施し、生徒を通じ
て家庭や地域における省エネルギー意識の醸成を図ります。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

100.0%

令和元年度

工事等の進捗の
施設数

４７施設

工事等の進捗の
施設数

成果実績 施設 47

目標値 施設 47

達成度



県中地区県立学校照明改修工事設計委託 指名競争入札 株式会社山口設計 2,090,000

会津支援学校体育館照明改修 条件付き一般競争入札 (株)森口電気商会 7,362,360
県北地区県立学校照明改修工事設計委託 指名競争入札 株式会社和田建築設計事務所 2,354,000

相馬農業高校柔剣道場照明改修工事 条件付き一般競争入札 ㈱中央電業社 3,839,000
聴覚支援学校平校体育館照明改修工事 条件付き一般競争入札 東新電気工業株式会社 6,578,000

小名浜高校体育館照明改修工事 条件付き一般競争入札 東進電気工業(株) 17,274,400
原町高校第二体育館照明改修工事 条件付き一般競争入札 旭電気工事株式会社 10,989,000

猪苗代高校格技場照明改修工事 条件付き一般競争入札 株式会社森口電気商会　代表取締役　森口和広 5,421,900
平工業高校第一体育館照明改修工事 条件付き一般競争入札 東新電気工業株式会社代表取締役遠藤嘉行 10,579,800

岩瀬農業高校第２体育館・格技場照明改修工事 条件付き一般競争入札 中野電工株式会社 14,212,000
葵高校第一体育館外照明改修工事 条件付き一般競争入札 黒澤電設工業（株） 11,826,000

本宮高校体育館・柔剣道場照明改修工事 条件付き一般競争入札 中野電工㈱代表取締役吉田政夫 22,619,300
安積高校第一体育館照明改修工事 条件付き一般競争入札 中野電工株式会社 12,984,400

株式会社電工社 3,621,240
保原高校大体育館等のＬＥＤ照明改修工事 条件付き一般競争入札 大槻電設工業株式会社 13,245,120

交付金事業の成果目標及び
成果実績

評価年度の設定理由

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

県立学校体育館等照明改修工
事、照明改修工事設計委託

活動実績 契約 47

活動見込 契約 47

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 149,990,520

交付金充当額 148,040,520

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

県南地区県立学校照明改修工事設計委託 指名競争入札 株式会社山口設計 2,640,000

川俣高校柔剣道場照明改修工事 条件付き一般競争入札

いわき地区県立学校照明改修工事設計委託 指名競争入札 株式会社和田建築設計事務所 2,354,000
交付金事業の担当課室 教育庁財務課施設財産室
交付金事業の評価課室 教育庁財務課施設財産室



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

3 県立学校老朽化施設設備改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 県内一円

交付金事業の概要

県立学校の教育施設では、老朽化による施設・設備の劣化が進行し安全な施設運営が阻害されている箇所があ
り、学校の運営や児童生徒の学習環境に著しい支障が生じていることから、必要な改修工事を実施し児童生徒
の安全で安心な教育環境の回復を図る必要があります。

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

福島県総合計画「ふくしま新生プラン」（平成25～32年度）
５ 子ども・若者育成プロジェクト
１ 日本一安心して子どもを生み､育てやすい環境づくり
⑧被災した学校施設等の復旧
大規模改造事業
学習環境の整備を図るため、老朽した校舎の大規模改修、天井等の落下防止対策を行うとともに、今後の改
築・改修方法等を検討するための建物の劣化状況調査を行います。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

#DIV/0!

令和３年度

安全な教育環
境の回復

改修対象施設
内での授業中
における事故

件数

成果実績

目標値 件 0

達成度



創スペース（株） 853,200

交付金事業の成果目標及び
成果実績

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

無

評価年度の設定理由

施設改修の完了時期が平成３２年度であるため。

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

県立学校老朽化施設設備の改
修工事、設計委託

活動実績 校 3

活動見込 校 3

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 22,059,000

交付金充当額 15,053,000

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

福島高校中庭及び地下ピット排水改修工事（建築） 条件付一般競争入札 山田建築（株） 8,690,000

福島高校中庭及び地下ピット排水改修工事（機械） 条件付一般競争入札 倉島設備（株） 8,030,000

会津農林高校鶏舎改築工事設計委託
 指名競争入札 （株）吉田建築計画事務所 4,485,000

須賀川高校ワープロ室・オフィスワーク室空調機設置工事設計委託 指名競争入札

交付金事業の担当課室 教育庁財務課施設財産室

交付金事業の評価課室 教育庁財務課施設財産室



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

4 県立学校施設外壁診断調査事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島高等学校　外20校

交付金事業の概要 県立学校施設に係る建物壁面仕上げ材の浮き等劣化状況の調査

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその目標

福島県総合計画「ふくしま新生プラン」（平成２５～３２年度）
５　子ども・若者育成プロジェクト
１　日本一安心して子どもを生み、育てやすい環境づくり
⑧被災した学校施設等の復旧
大規模改造事業
学習環境の整備を図るため、老朽した校舎の大規模改修、天井等の落下防止対策を行うとともに、今後の改
築・改修方法等を検討するための建物の劣化状況調査を行います。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

％ 90.5%

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施

令和元年度

法定検査遵守
率100％

法定検査遵守
率

成果実績 校 19

目標値 校 21

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本調査は建築基準法に基づき10年ごとに行う法定点検です。今回の対象校である21校のうち、19校は調査完
了、２校は直近10年以内に調査済であったため、今回の調査を見送ることとしました。結果として21校の調査
が法令で定める期間内に済ませることができた一方で、調査を見送った２校を含めた全校の調査時期を適正に
管理していく必要があります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

実施校数

活動実績 校 19

活動見込 校 21

達成度 90.5% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 45,757,400

交付金充当額 45,757,400

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

福島高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 (株)三本杉ジオテック 1,485,000

福島商業高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 (株)三本杉ジオテック 935,000

福島東高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 (株)アーバン設計 825,000

保原高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 (株)ユーアール補償技術研究所 825,000

安達高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 新協地水(株)県北営業所 1,255,100

二本松工業高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 (株)郡山塗装 770,000

安積黎明高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 (株)アーバン設計 1,540,000

須賀川高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 (株)アーバン設計 5,038,000

光南高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 山北調査設計(株) 4,180,000

白河実業高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 (株)福島地下開発 1,510,300

会津学鳳高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 若松測量設計(株) 972,000

若松商業高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 (株)共和測量設計 1,210,000

田島高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 (株)ユーアール補償技術研究所 1,562,000

磐城桜が丘高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 日栄地質測量設計(株) 2,090,000

いわき総合高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 日栄地質測量設計(株) 4,620,000

勿来高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 山北調査設計(株) 6,875,000

四倉高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 堀江工業(株) 6,105,000

原町高校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 日栄地質測量設計(株) 2,530,000

視覚支援学校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 山北調査設計(株) 1,430,000

聴覚支援学校平分校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 H26実施済みのため未契約 －

交付金事業の担当課室 教育庁財務課施設財産室

交付金事業の評価課室 教育庁財務課施設財産室

聴覚支援学校外壁診断調査業務委託 条件付き一般競争入札 H30実施済みのため未契約 －



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

5 福島県立美術館展示室照明交換工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島市

交付金事業の概要 福島県立美術館展示室の照明の交換工事（平成３１年度は設計委託）

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

「第６次福島県総合教育計画」（平成２５年３月・福島県・福島県教育委員会）
○計画期間　平成２５年度～平成３２年度
○基本目標２「学校、家庭、地域が一体となった教育の実現」
　【施策１１】生涯を通して学習し、その成果が生きる環境を整備します

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

0.0%

評価年度の設定理由

平成３２年度に休館して工事を実施する予定のため、通年開館予定の平成３３年度を評価年度とした。

令和３年度

入館者数
120,000人

平成33年度入
館者数

成果実績

目標値 人 120000

達成度

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 令和２年度 年度

設計業務完了　箇所（室）数

活動実績 室 2

活動見込 室 2

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 年度 備　考

総事業費 724,900 89,800,700

交付金充当額 724,900 89,800,000

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

設計委託 随意契約 （有）八島企画設計 724,900

交付金事業の担当課室 教育庁社会教育課

交付金事業の評価課室 教育庁社会教育課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

6 会津自然の家バス購入事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 河沼郡会津坂下町大字八日沢

交付金事業の概要

　会津自然の家の所有する中型自家用バス1台の老朽化等による更新を行います。
　会津自然の家は、利用団体の便宜を図るとともに、所の利用促進に供するため、利用団体の希望によりバス
による送迎を行っておりますが、バスの老朽化が著しく、不具合が頻発しており、運行に支障をきたす場合が
あります。バスを更新することにより、利用団体の安全を確保し、安心して利用できるようにします。

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】
　会津自然の家が所有するバスは、購入から18年が経過し、老朽化が著しく、近年はエンジン系統及びブレー
キ系統の不具合が頻発しております。特にブレーキ系統の故障は、大きな事故につながりかねないため、この
ような状態での運行は安心・安全の面から非常に危険と考えております。
　会津自然の家を利用する団体は、入退所に当たりバスでの送迎を希望することも多いため、バスを更新し、
安心して利用できるようにします。
【目標】
　平成31年12月までに会津自然の家のバスを更新。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

0.0%

評価年度の設定理由

事業の成果は整備翌年度に発現されるため。

令和２年度

バス利用者の
安全性の確保

バス利用者数

成果実績

目標値 人 9000

達成度

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

無



交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

中型自家用バス購入台数

活動実績 台 1

活動見込 台 1

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 17,806,173

交付金充当額 17,806,173

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

中型自家用バス 一般競争入札 福島日野自動車（株） 17,806,173

交付金事業の担当課室 社会教育課

交付金事業の評価課室 社会教育課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

7 県立特別支援学校学習環境整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 南相馬市鹿島区、福島市森合町

交付金事業の概要
　新校舎を学校及び地域支援センターとして機能させるため、相馬支援学校及び聴覚支援学校福島校の備品の
整備、相馬支援学校のネットワーク環境の整備を行うことで、児童生徒の学習環境及び地域住民の相談対応の
環境が整備され、児童生徒数の増加や地域支援センターの相談件数の増加が期待できます。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
第二次福島県県立特別支援学校全体整備計画（平成29年12月15日策定）
４　状況の変化に対応した特別支援教育の在り方
（１）本県における特別支援教育の充実に向けた取り組み
　本県の特別支援教育の理念である「地域で共に学び、共に生きる教育」の実現に向けて、各地域での連続性
のある多様な学びの場を充実させ、変化する時代に対応する力を身につけるためにも、一人一人の教育的ニー
ズに応じた指導・支援を充実させることが重要であります。
目標：児童生徒数115人、地域支援センター相談件数130人（２校の合計）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 成果実績を測定し次第、評価を実施。

交付金事業の成果目標及び
成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度

106.1%

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。

令和元年度

児童生徒数
115人

地域支援セン
ター相談件数

130人

児童生徒数

地域支援セン
ター相談件数

成果実績 260

目標値 人 245

達成度

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

必要備品・ネットワーク環境
の整備数

活動実績 件 60

活動見込 件 60

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



食器洗浄機　１台 条件付一般競争入札 (株)中西製作所福島営業所 4,290,000

カーテン一式 条件付一般競争入札 福貨商事(株) 2,310,000

真空冷却機　１台 条件付一般競争入札 (株)中西製作所福島営業所 2,519,000

電気湿温蔵庫　1台 随意契約 (株)中西製作所福島営業所 1,100,000

低輻射ガス煮炊釜　3台 条件付一般競争入札 (株)中西製作所福島営業所 4,708,000

全自動洗米機（貯米庫含む）　1台 随意契約 (株)中西製作所福島営業所 1,419,000

消毒保管機３品目 計４台 条件付一般競争入札 (株)中西製作所福島営業所 4,499,000

スチームコンベクションオーブン　１台 条件付一般競争入札 (株)中西製作所福島営業所 1,958,000

厨房機器一式 条件付一般競争入札 (株)中西製作所福島営業所 20,493,000

パススルー冷蔵庫　２台 条件付一般競争入札 (株)中西製作所福島営業所 2,277,000

生徒用パソコン16式 条件付一般競争入札 (株)中松商会東北支店 2,955,480

相馬支援学校新校舎ネットワークサーバ　一
式

条件付一般競争入札 (株)中松商会東北支店 1,977,800

コクヨ　SGD-NW1806 2台 SGU-NW1847 2台 随意契約 (株)ぱるる 1,058,400

学校備品一式 条件付一般競争入札 (株)文泉社 14,498,000

シャープ　タッチパネル式電子黒板　PN-
L651H　2台　フロアスタンド　PN-ZS70P　2台

随意契約 (株)中松商会 東北支店 1,113,048

カーテン及び暗幕　一式 随意契約 (株)寝具の板垣 863,892

聴覚検査機器　一式 条件付一般競争入札 （株）ミミプラザ 4,221,800

ロジャー　デジマスター７０００　６台 随意契約 ブルームヒアリング（株）ブルーム福島店 843,000

(株)中松商会　東北支店 2,530,440

補聴援助システム　送信機6台　受信機10台 随意契約 ブルームヒアリング（株）ブルーム福島店 1,050,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 80,732,860

交付金充当額 80,581,012

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

福島県立相馬支援学校ＬＡＮ敷設業務　一式 条件付一般競争入札 (株)中松商会東北支店 4,048,000

タブレット端末及び関連機器　一式 条件付一般競争入札

交付金事業の担当課室 教育庁特別支援教育課

交付金事業の評価課室 教育庁特別支援教育課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

8 県立学校給食調理設備の更新・整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 会津若松市一箕町大字八幡字八幡　ほか１０件

交付金事業の概要

　県立学校給食実施校において、給食調理に使用している設備のうち老朽化等により衛生面、労働安全面につ
いて問題のある設備の更新を行う。（１１校２５件）
　学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達や健康の増進、体力の向上を図る役割を担っており、安全で安心
な給食を提供する体制を整備する必要があるが、県立学校給食実施校における給食設備は、耐用年数を超えて
使用している機器が多いことから、故障や動作の不具合が目立つ状況である。
　そのため、学校において充実した食に関する指導の環境を確保するため、給食設備の更新を行い、安全で安
心な給食を提供する体制を整備します。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
福島県総合計画
人と地域（２）教育
健やかな体の育成に関する取組
　食育の推進などにより、望ましい食習慣や生活習慣を身に付けさせ、健康に対する意識を高めるとともに、
学校体育や運動部活動などの充実により体力の向上を図ります。また、放射線と食の安全についての正しい知
識と、それに基づく判断力、行動力を育成します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由



給食設備の購入 随意契約（少額） タニコー（株） 604,800

給食設備の購入 随意契約（少額） 日本調理機（株） 712,800

給食設備の購入 随意契約（少額） 日本調理機（株） 537,840

給食設備の購入 随意契約（少額） タニコー（株） 550,800

給食設備の購入 随意契約（少額） （株）中西製作所 300,240

給食設備の購入 随意契約（少額） 日本調理機（株） 432,000

給食設備の購入 随意契約（少額） （株）中西製作所 224,640

給食設備の購入 随意契約（少額） タニコー（株） 259,200

（株）中西製作所 1,717,200

給食設備の購入 一般競争入札 （株）中西製作所 2,268,000

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

100.0%

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。

令和元年度

食中毒の発生
件数０件

食中毒の発生
件数

成果実績 件 0

目標値 件 0

達成度

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

給食設備更新数

活動実績 件 10 9 25

活動見込 件 10 9 25

達成度 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費等 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 備　考

総事業費 2,873,340 2,723,760 16,336,080

交付金充当額 2,873,340 2,723,760 16,336,080

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

給食設備の購入 一般競争入札



給食設備の購入 随意契約（少額） （株）マルゼン 642,600

給食設備の購入 随意契約（少額） タニコー（株） 156,600

給食設備の購入 随意契約（少額） ホシザキ東北（株） 367,200

給食設備の購入 随意契約（少額） （株）中西製作所 156,600

給食設備の購入 随意契約（少額） 会津ガス（株） 201,000

給食設備の購入 随意契約（少額） （株）双葉商会 972,000

給食設備の購入 随意契約（少額） （株）テスコ 690,120

給食設備の購入 一般競争入札 会津ガス（株） 3,207,600

給食設備の購入 随意契約（少額） 会津ガス（株） 466,000

給食設備の購入 随意契約（少額） 会津ガス（株） 575,000

給食設備の購入 随意契約（少額） 日本調理機（株） 993,600

給食設備の購入 随意契約（少額） 北沢産業（株） 122,040

給食設備の購入 随意契約（少額） （株）マルゼン 178,200

交付金事業の担当課室 教育庁　健康教育課

交付金事業の評価課室 教育庁　健康教育課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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。

2
廃炉に向けた取組及び本県の安全監視体制に

関する理解促進プログラム
福島県 6,406,964 6,406,964

3 遊休施設等を活用した移住促進受入環境拡大事業 福島県 37,886,000 37,886,000

4 自家消費型再エネ導入モデル支援事業 福島県 20,709,000 20,709,000

5 福島県文化センター館内外照明設備改修工事 福島県 3,674,000 3,674,000

6 福島県文化センター消防設備改修工事 福島県 2,106,000 2,106,000

7 ふくしまラグビー交流事業 福島県 15,576,000 15,576,000

8 畜産研究所設備等更新事業 福島県 16,292,100 16,292,100

9 調査船設備更新事業 福島県 12,052,800 12,052,000

1 会津医療センター医療体制整備事業 福島県 91,859,916 91,859,916

番号 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



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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

無

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。

令和元年度

平均在院日数
12日

平均在院日数

成果実績 日 12

目標値 日 12

達成度

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

100.0%

交付金事業の概要

　会津医療センターにおいて、高度かつ専門的な医療の充実等ニーズに即した医療体制を整えることにより、
会津地域における生活環境の向上に貢献するため、下記に重点をおいた診療体制整備の推進に必要な医療機器
の整備を行います。
　（１）消化器系疾患を始めとした高齢者に適した医療への対応
　（２）運動機能障害に対する最先端の低侵襲医療の提供及び高齢患者に配慮した術後管理体制の強化

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
福島県総合計画「ふくしま新生プラン」（平成25年度～平成32年度）
　第4章　地域別の主要施策
　　会津地域
　　　施策①過疎・中山間地域の活力回復に向けた環境の整備
　　　　・地域医療の充実や自然災害への適切な対応を図るほか、未改良区間や冬期交通不能区間の解消、
　　　　代替路線のない地域における生活道路の整備に努めます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業実施場所 会津若松市（公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター）

番号

1

交付金事業の名称

会津医療センター医療体制整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 総務部私学・法人課

交付金事業の評価課室 総務部私学・法人課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

医療機器整備・更新補助 補助金 公立大学法人福島県立医科大学 91,859,916

交付金充当額 91,859,916

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 91,859,916

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

補助事業による医療機器整
備・更新数

活動実績 式 22

活動見込 式 22

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 0.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

ワークショップの開催数

活動実績

活動見込 回 1

交付金事業の定性的な成果及び評価等

台風災害によりイベントは中止となり、評価はできないが、事前申込では２５１人の申し込みがあった。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

令和元年度

原発事故の風
評払拭及び廃
炉に係る関心

の喚起

ワークショッ
プの参加者数

成果実績

目標値 人 200

達成度

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

0.0%

評価年度の設定理由

成果実績を測定次第、評価を実施。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 　楢葉町山田岡

交付金事業の概要
　これまで実施されてこなかった、若年層に対する廃炉についての理解を促進するため、小中学生を対象とし
たワークショップを実施することで、風評の払拭、風化の防止を図ります。また、廃炉についての関心を促す
ことで、将来的に廃炉を支える人材の育成に繋げます。

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

福島県復興計画（第３次）
Ⅲ　主要施策
９　風評・風化対策プロジェクト
目指す姿：原発事故の影響が残る福島への不安が減少し、本県の復興の取組や現状、魅力に関する理解と共感
が国内外に広がることで、農林水産物などの県産品の販売量や観光客数が震災前の水準以上に回復していま
す。

番号 交付金事業の名称

2 廃炉に向けた取組及び本県の安全監視体制に関する理解促進プログラム

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 危機管理部原子力安全対策課

交付金事業の評価課室 危機管理部原子力安全対策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

業務委託 随意契約（プロポーザル） 株式会社ル・プロジェ 6,406,964

交付金充当額 6,406,964

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 6,406,964



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

9

達成度 90.0% 111.1% #DIV/0!

年度

遊休施設等活用事業補助金の
採択件数

活動実績 件 9 10

活動見込 件 10

交付金事業の定性的な成果及び評価等

遊休施設等の活用による移住希望者等の受入環境の整備により、お試し居住やお試しテレワークによる移住希
望者等の受入につながるなど、本県への新たな人の流れの創出に寄与しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 平成３０年度 令和元年度

令和元年度

移住の増加に
よる人口の社
会増

人口の社会増
減数：人

成果実績 人 -

目標値 人 ±0

達成度

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

-

評価年度の設定理由

ふくしま創生総合戦略の事業終期後に評価

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 県内市町村

交付金事業の概要
本県への人の流れを加速させるため、遊休施設等の整備により、移住希望者等の住まい、仕事、交流の場を確
保し、受入促進を図る市町村等に対する支援を行います。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
ふくしま創生総合戦略（平成27年度～平成31年度）
　基本目標（２）県内への新しいひとの流れをつくる
　　（１）定住・二地域居住や若者等との交流を促進する
目標：人口の社会増減±0（平成32年度）

番号 交付金事業の名称

3 遊休施設等を活用した移住促進受入環境拡大事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 地域振興課

交付金事業の評価課室 地域振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

事業補助 補助 国見町　他7件 37,886,000

交付金充当額 30,721,000 37,886,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 30,721,000 37,886,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 100.0%

年度

補助採択数

活動実績 2

活動見込 ％ 2

交付金事業の定性的な成果及び評価等

再生可能エネルギーの自家消費が、固定買取価格制度に依存せずとも経済性が成立することを実証するモデル
を、異なる２つの業態で創出することができました。これらを先行事業として今後広く発信することで、再生
可能エネルギーの自家消費型の普及を進めていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

令和元年度

再エネ設備モ
デル構築数

6件

再エネ設備モ
デル構築数

成果実績 件 2

目標値 件 6

達成度

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

33.3%

評価年度の設定理由

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 県内事業所

交付金事業の概要 民間事業者等が行う自家消費型の再エネ設備導入に係る費用の一部を助成する。

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

・福島県総合計画「ふくしま新生プラン」第３省柱１（３）再生可能エネルギー
　①再生可能エネルギーの導入拡大を進めます。
・福島県再生可能エネルギー推進ビジョン
・福島県再生可能エネルギー推進アクションプラン第２期

番号 交付金事業の名称

4 自家消費型再エネ導入モデル支援事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 企画調整部エネルギー課

交付金事業の評価課室 企画調整部エネルギー課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

補助金 公募採択 会津太陽光発電株式会社 3,443,000

交付金充当額 20,709,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 20,709,000

補助金 公募採択 山菱水産株式会社 17,266,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

5 福島県文化センター館内外照明設備改修工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島市春日町　地内

交付金事業の概要
蛍光灯照明器具本体は20年ほど前に設置したものであり、かつ、近々生産中止になる予定であることから、
2020年度以降、順次、優先順位の高い箇所から改修工事を実施するため、その設計を委託します。

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

福島県文化センター改修工事計画（平成26年度～平成35年度）
施設運営が維持されるとともに、長寿命・低消費電力などLEDを使用することで省エネ化や維持管理費の節減
につなげます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

0.0%

評価年度の設定理由

工事完了後に評価を行う必要があるため

令和５年度

省エネ化
電気使用量の

縮減

成果実績

目標値 ％ 5

達成度

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

設計委託

活動実績 式 1

活動見込 式 1

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 3,674,000

交付金充当額 3,674,000

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

照明設備改修のための設計委託 条件付き一般競争入札 （株）和田建築設計事務所 3,674,000

交付金事業の担当課室 企画調整部文化スポーツ局文化振興課

交付金事業の評価課室 企画調整部文化スポーツ局文化振興課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

6 福島県文化センター消防設備改修工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島市春日町　地内

交付金事業の概要
火災受信機は前回の改修から22年が経過、その他のポンプ、非常用放送設備、火災感知器についても、文化セ
ンター開館時から約50年使用している状況にあることから、消防設備の改修工事を実施します。

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

福島県文化センター改修工事計画（平成26年度～平成35年度）
施設の非常時の機能が維持・強化され、利用者の安全・安心の確保につなげます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

100.0%

評価年度の設定理由

令和２年度
非常時におけ
る消防設備の
不具合件数

0件

非常時におけ
る消防設備の
不具合件数

成果実績 0

目標値 件 0

達成度

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

設計・工事の完了

活動実績 式 1

活動見込 式 1

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 2,106,000

交付金充当額 2,106,000

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

消防設備改修 条件付き一般競争入札 (有)秀和建築設計事務所 2,106,000

交付金事業の担当課室 文化スポーツ局文化振興課

交付金事業の評価課室 文化スポーツ局文化振興課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

交流イベント開催

活動実績 回 1

活動見込 回 1

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果目標の人数には達しませんでしたが、同時期に行われたラグビーワールドカップ２０１９日本大会の盛り
上がりを継承し、ラグビー競技をはじめとした各スポーツ体験に県内の子どもたちを中心に多数の参加があり
盛況でした。また、本交流イベントの開催により初めて「Ｊヴィレッジ」訪れた方も多く、今後の利活用促進
につながりました。
本事業についてはH31年度限りであるが、引き続き、県内のラグビー競技はもとより各スポーツ競技の裾野拡
大及び震災の風化防止・風評払拭に向けて施策を進めていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

令和元年度

交流イベント
参加者
2,000人

交流イベント
参加者

成果実績 人 1,728

目標値 人 2,000

達成度

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

86.4%

評価年度の設定理由

交流イベント終了後、早期に参加者数を集計して評価を実施。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県双葉郡楢葉町山田岡　地内

交付金事業の概要

　ラグビー競技を核としたさまざまなスポーツ体験を通じて、原発事故等により甚大な被害を受けている相双
地域の振興、交流促進及び福島県復興の情報発信並びにラグビーワールドカップ2019や2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピックに向けた機運醸成を図るため、福島特定原子力施設地域振興交付金を活用して、福島復興
のシンボルである「Ｊヴィレッジ」において交流イベントを開催します。

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

福島県復興計画（第3次）（平成25年～平成32年）
　まちづくり、人とつながる　9風評・風化対策プロジェクト
　プロジェクトの取組方向　5東京オリンピック・パラリンピックを契機とした情報発信・交流促進
　・東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う事前合宿の誘致、競技開催、情報発信、国際交流等を通じ
て、復興に向け着実に歩みを進める福島の姿を国内外に示していきます。

番号 交付金事業の名称

7 ふくしまラグビー交流事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 文化スポーツ局スポーツ課

交付金事業の評価課室 文化スポーツ局スポーツ課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交流イベント開催委託料 随意契約（プロポーザル方式） （株）セレスポ福島支店 15,576,000

交付金充当額 15,576,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 15,576,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

設備・備品更新数

活動実績 件 4

活動見込 件 4

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

令和２年度

上記研究に必要不可
欠な作業機械を更新
し、各試験研究の円
滑な推進に資する。

機械更新により、試
験研究に係る各作業
時間（日数）を短縮
する。

成果実績

目標値 時間 作業短縮時間　１時間/日

達成度

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

#VALUE!

評価年度の設定理由

導入年度は、通年での稼働状況が把握できないため評価困難。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 農業総合センター畜産研究所

交付金事業の概要 農業総合センター畜産研究所の設備・備品を更新します。

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

福島県総合計画「ふくしま新生プラン」(平成25年度～平成32年度)
　第３章 政策分野別の主要施策
　〔柱Ⅰ〕いきいきとして活力に満ちた“ふくしま”
　　放射性物質除去・低減化の技術開発・実用化に関する取組
　農業総合センター、林業研究センター、水産試験場などにおいて、放射性物質除去・低減化の技術開発と実
用化を進めます。

番号 交付金事業の名称

8 畜産研究所設備等更新事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の評価課室 農林水産部畜産課

物品購入（ミニホイルローダ） 条件付一般競争入札 コマツ福島（株） 5,060,000

交付金事業の担当課室 農林水産部畜産課

物品購入（キャビン付きトラクター） 条件付一般競争入札 エム・エス・ケー農業機械（株） 6,270,000

物品購入（バキュームカー） 条件付一般競争入札 日本ニューホランド（株） 1,777,600

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

物品購入（モアコンディショナー） 条件付一般競争入札 エム・エス・ケー農業機械（株） 3,184,500

交付金充当額 16,292,100

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 16,292,100



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

製造工事の契約率

活動実績 ％ 100

活動見込 ％ 100

交付金事業の定性的な成果及び評価等

海況（荒天）等のやむを得ない理由により、目標値をわずかに下回りました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

令和元年度

いわき丸調査
計画の100%実

施

いわき丸調査
計画の実施率

成果実績 ％ 88

目標値 ％ 100

達成度

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

88.0%

評価年度の設定理由

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県いわき市

交付金事業の概要 漁業調査指導船「いわき丸」のトロールワープの更新

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

福島農林水産業振興計画「ふくしま農林水産業新生プラン」（平成25～32年度）
水産業の振興、水産資源の持続的利用、資源管理型漁業の推進
資源調査結果等を踏まえ漁業関係者に情報提供を行い、震災発生後の資源状況に応じた資源管理を支援しま
す。

番号 交付金事業の名称

9 調査船設備更新事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 農林水産部水産課

交付金事業の評価課室 農林水産部水産課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

工事費 見積合わせ ニチモウ株式会社 12,052,800

交付金充当額 12,052,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 12,052,800



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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 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

1 農業総合センター本部備品更新・導入事業 福島県 10,373,000 10,373,000

3 農業短期大学校穀物乾燥調製装置更新事業

5 調査船管理事業 福島県

2 農業総合センター会津地域研究所備品更新事業 福島県

地域産業６次化戦略実践事業 4

福島県 10,780,000 10,780,000

福島県 22,803,570 21,701,000

9,544,350 9,544,350

97,180,600 97,080,600



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

・セルフローダ付トラックの
導入台数（１台）
・恒温器の導入（２台）

活動実績 台 3

活動見込 台 3
交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

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

無

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

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

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

試験研究実施
課題数
73件

交付金事業実施場所 福島県郡山市日和田町

交付金事業の概要

①本県農業の振興に向け、作業員の安全性の確保を第一に現地実証試験へ取り組むため、福島県農業総合セン
ターに現地試験ほ場への大型農業機械の移動・搬送を行うセルフローダ付き車両の導入を行います。
②福島県農業総合センターに設置されている、薬剤感受性試験など多くの試験研究を行うための恒温器が故障
し修繕不可能となり、試験研究遂行に支障を生じていることから更新を行います。

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

福島県農林水産業振興計画「ふくしま農林水産業新生プラン」
第３章第３節３「農業の振興」
目的：省力・低コスト化技術、高品質・多収穫技術、県オリジナル品種等の開発と普及
手段：試験研究のスピードアップや効率化、成果の速やかな移転

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度

試験研究実施
課題数

成果実績 課題 73

目標値 課題 73

達成度 100.0%

番号

1

交付金事業の名称

農業総合センター本部備品更新・導入事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 農林水産部農業支援総室農業振興課

交付金事業の評価課室 農林水産部農業支援総室農業振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

セルフローダ付トラック導入 一般競争入札 福交整備株式会社 4,895,000

交付金充当額 10,373,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 10,373,000

恒温器導入 一般競争入札 株式会社小関秀雄商店 5,478,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

2 農業総合センター会津地域研究所備品更新事業（農業総合センター会津地域研究所ほ場管理用トラクター更新事業）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島県河沼郡会津坂下町大字見明

交付金事業の概要

①農業総合センター会津地域研究所の試験研究用ほ場管理に用いるトラクターについて、エンジンの燃料漏れ
等老朽化が著しく、ほ場管理を安全に実施するため、更新を行います。
②農業振興に向けた米の品種・技術開発のため、福島県農業総合センター会津地域研究所に配置されている老
朽化した米食味分析装置を更新します。

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

福島県農林水産業振興計画「ふくしま農林水産業新生プラン」
第３章第３節３「農業の振興」
目的：省力・低コスト化技術、高品質・多収穫技術、県オリジナル品種等の開発と普及
手段：試験研究のスピードアップや効率化、成果の速やかな移転

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

令和元年度

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

評価年度の設定理由

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

①トラクターの導入台数（１
台）
②米食味分析装置の導入台数
（１台）

活動実績 台 2

活動見込 台 2

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

達成度 100.0%

試験研究実施
課題数
7件

試験研究実施
課題数

成果実績 課題 7

目標値 課題 7



交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 9,544,350

交付金充当額 9,544,350

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

トラクター導入 一般競争入札 株式会社ヰセキ東北福島支社 4,446,750

交付金事業の担当課室 農林水産部農業支援総室農業振興課

交付金事業の評価課室 農林水産部農業支援総室農業振興課

米食味分析装置導入 一般競争入札 宝化成機器株式会社 5,097,600



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

3 農業短期大学校穀物乾燥調製装置更新事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島県西白河郡矢吹町一本木

交付金事業の概要
　学生教育の中で生産する米麦の乾燥及び米の調製に使用する装置が老朽化したため、更新します。調製装置
に粗選機、石抜機、光選別機を導入することにより、食品安全リスク管理の容易な施設に整備します。

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

福島県農林水産業振興計画「ふくしま農林水産業新生プラン」　第３章第３節３「農業の振興」
目的：省力・低コスト化技術、高品質・多収穫技術、県オリジナル品種等の開発と普及
手段：機器更新による省力・低コスト化、食品安全の確保と米品質の向上
・遠赤外線乾燥機の導入により、燃料（灯油）は１０％程度、消費電力は平均３０％程度の節減効果が期待で
きます。
・粗選機、石抜機、光選別機の導入により、わらや小石、稲こうじ粒、着色粒、麦粒など異物の選別・除去が
徹底されることから、食品安全の確保と米の品質向上が期待できます。
・籾摺選別機の更新により処理能力は向上します。また、操作性が農家が使用するものに近くなるため、就農
する学生への学習効果も高いです。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

0.0%

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

令和２年度

米の品質向上 １等米率

成果実績

目標値 ％ 100

達成度

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

穀物乾燥調製装置の更新

活動実績 式 1

活動見込 式 1

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 10,780,000

交付金充当額 10,780,000

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

穀物乾燥調製装置の更新 一般競争入札 （株）南東北クボタ　福島支店 10,780,000

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

4 地域産業６次化戦略促進支援事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島県内

交付金事業の概要
農林漁業者等を対象に、個人のニーズやレベルに応じた研修会を開催し、地域で活躍できる６次化の人材を育
成します。また、事業者等が県産農林水産物を活用した新商品を自ら生産開始又は生産拡大するために必要な
加工機械等の設備投資を行う場合の補助を行います。

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

新ふくしま地域産業６次化戦略
【戦略の目指す方向】
○しごとづくり
　新たな価値をもたらす地域産業の創出
○ひとづくり
　地域産業を支える人材の育成と確保
○きずなづくり
　「しごと」と「ひと」を結びつける地域ネットワーク力の強化

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

107.1%

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

令和元年度

新商品の生産
開始又は生産
の拡大件数
14件

新商品の生産
開始又は生産
の拡大件数

成果実績 件 15

目標値 件 14

達成度

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

無



同上 同上 株式会社岡昇 2,350,000

同上 同上 株式会社ファットリアこもと 2,990,000

同上 同上 個人事業主 1,151,000

同上 同上 株式会社みなもと農園 1,157,000

同上 同上 株式会社蔵のまち農園 1,281,000

同上 同上 株式会社ＧＮＳ 2,112,000

同上 同上 ＮＰＯ法人００７３ 1,252,000

補助金の交付 補助金（公募） 株式会社フルーツのいとう園 1,340,000

同上 同上 株式会社ニューキムラヤ 1,175,000

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

業務委託（１件）
補助交付数（１４件）

活動実績 件 16

活動見込 件 15

達成度 106.7% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 22,803,570

交付金充当額 21,701,000

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

人材育成研修会等の委託 公募型プロポーザル 株式会社ライフロール 7,995,570

交付金事業の担当課室 農林水産部生産流通総室農産物流通課

交付金事業の評価課室 農林水産部生産流通総室農産物流通課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

5 調査船管理事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島県相馬市、いわき市

交付金事業の概要
調査船を用いた放射性物質関連調査や操業自粛による水産資源への影響調査を円滑に実施するため、調査指導
船｢拓水｣及び調査船｢あづま｣の一般修繕工事を行う。また調査指導船「いわき丸」の法定の定期検査工事、船
体各部のオーバーホールを行います。

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

福島農林水産業振興計画「ふくしま農林水産業新生プラン」（平成25年度～平成32年度）
第４章－３　被災した農林漁業者等への支援
緊急時モニタリング検査結果や水産試験場等における調査研究結果等を踏まえて、漁業関係団体等と連携し、
沿岸漁業の再開に向けた取組を推進します。
【目標】調査船による調査計画の実施率　１００％

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

100.0%

評価年度の設定理由

当該年度の調査計画の実施率にて、評価を実施。

令和元年度

調査計画の１
００％実施

調査計画の実
施率

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

船舶修繕・検査の契約率

活動実績 % 100

活動見込 % 100

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 97,180,600

交付金充当額 97,080,600

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

修繕工事 見積合わせ 小名浜造船株式会社ほか1社 97,180,600

交付金事業の担当課室 農林水産部水産課

交付金事業の評価課室 農林水産部水産課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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。

地域まるごと低炭素化推進事業 福島県 16,053,000 14,219,000

3 ふくしま交流拡大首都圏イベント催行事業 福島県 44,070,000 39,668,000

2 ふくしま元気創造・発信イベント事業 福島県 650,000 650,000

4

5

燃料電池バス導入モデル事業 福島県 33,200,000 30,000,000

1 会津大学機器・設備等更新事業 福島県 58,194,598 58,194,598

番号 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



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号

1

交付金事業の名称

会津大学機器・設備等更新事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 会津若松市（公立大学法人会津大学及び会津短期大学部内）

交付金事業の概要

　本県の復興等に貢献する高度な専門性をもつ人材を育成するために、公立大学法人会津大学の教育機器や設
備等を計画的に更新することにより、老朽化による不具合の発生を解消し、教育研究環境の改善・充実を図り
ます。
　（１）講義室機器整備　　　　３式
　（２）設備更新　　　　　　　５式
　（３）実習実験機器等整備　１４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
福島県総合計画「ふくしま新生プラン」（平成25年度～平成32年度）
　第3章　政策分野別の主要施策
　　人と地域（２）教育
　　　①知・徳・体のバランスの良い育成と、生き抜く力をはぐくむ教育を進めます。
　　　　・公立大学における人づくりに関する取組
　　　　　公立大学では、医学・看護学、コンピュータ理工学、社会福祉学などの分野で、
　　　　　地域に貢献できる人づくりを行います。また、県内外の国立・私立大学などとの
　　　　　連携を推進していきます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

100.0%

令和元年度
施設設備等の
不具合の発生

率
0％

施設設備等の
不具合の発生

率

成果実績 % 0

目標値 % 0

達成度

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

無

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施。



公立大学法人会津大学 58,194,598

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

教育研究等機器・設備更新数
（補助事業で更新する機器
等）

活動実績 式 22

活動見込 式 22

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 58,194,598

交付金充当額 58,194,598

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

教育機器等の整備 補助金の交付

交付金事業の担当課室 総務部私学・法人課

交付金事業の評価課室 総務部私学・法人課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号

2

交付金事業の名称

ふくしま元気創造・発信イベント事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 東京都

交付金事業の概要

　復興の原動力となる若者（子ども）や女性を始め県民にとって魅力的なイベントを開催し、多くのメディア
を通じて本県の元気を発信することで、風評払拭や風化防止に資するとともに、県民を元気づけ、本県の活力
を創出します。
　ふくしま元気創造・発信イベントの実行委員会が行う本県復興の取組と連携し、魅力あるイベント開催を支
援するため実行委員会に対し負担金を拠出します。

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

福島県総合計画重点プロジェクト
　No.1「人口減少・高齢化対策プロジェクト」
　　・新しい人の流れづくり、活力あるまちづくり
　No.10「風評・風化対策プロジェクト」
　　・国内外への正確な情報発信、ふくしまをつなぐきずなづくり

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

103.3%

令和元年度

オーディショ
ンへの応募者
150人

オーディショ
ンへの応募者

成果実績 人 155

目標値 人 150

達成度

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

無

評価年度の設定理由

出演者を決定するためのオーディションへの応募状況により、事業への関心の高さ等を推測できる。

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

本県のこどもたちの東京ガー
ルズコレクションへの出演

活動実績 回 1

活動見込 回 1

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 650,000

交付金充当額 650,000

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

イベント開催経費の負担 覚書 （株）Ｗ ＴＯＫＹＯ 650,000

交付金事業の担当課室 企画調整部地域政策課

交付金事業の評価課室 企画調整部地域政策課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

1 1

達成度 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

首都圏イベントの開催

活動実績 回 1 1 1

活動見込 回 1

交付金事業の定性的な成果及び評価等

目標値には達成しなかったものの、首都圏での福島県の風評払拭、風化防止、交流人口・関係人口拡大に資す
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

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 平成２９年度 平成３０年度

令和元年度

来場者数
15,000人

来場者数

成果実績 人 13,420

目標値 人 15,000

達成度

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

89.5%

評価年度の設定理由

過去最高であった平成２９年度の来場者数を目指すため

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 東京都

交付金事業の概要
　福島の今と魅力を情報発信し、いまだ根強い風評の払拭及び風化の防止につなげるとともに、交流人口や関
係人口の拡大を図り、本県の復興に資するため、首都圏において、本県最大規模のイベント「ふくしま大交流
フェスタ」をオール福島で開催する。

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）
平成31年度　福島県総合計画　11の重点プロジェクト
　10 風評・風化対策プロジェクト
　　(4)ふくしまをつなぐ、きずなづくり
　　　・東日本大震災の風評払拭及び風化防止
　　　・交流人口・関係人口の拡大

番号 交付金事業の名称

3 ふくしま交流拡大首都圏イベント催行事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 企画調整部地域振興課

交付金事業の評価課室 企画調整部地域振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

ふくしま大交流フェスタ催行業務 公募型プロポーザル 電通東日本 44,070,000

交付金充当額 41,138,000 41,137,000 39,668,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 備　考

総事業費 44,193,600 45,707,000 44,070,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

1 1

達成度 100.0% 0.0% 0.0%

平成３３年度

補助採択数

活動実績 件 1

活動見込 件 1

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

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 平成３２年度

令和３年度

燃料電池自動
車整備の推進

燃料電池バス
の整備数

成果実績

目標値 件 3

達成度

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

0.0%

評価年度の設定理由

平成３１年度～平成３３年度まで事業実施の予定であることから。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 定置式商用水素ステーションの整備に合わせ、県内3地域前後での導入を推進します。

交付金事業実施場所 県内事業所等

交付金事業の概要 水素エネルギーの利活用を推進するため、本県内に燃料電池バスを導入しようとする取組を支援します。

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

・福島県総合計画ふくしま新生プラン：「再生可能エネルギーの導入拡大を進めます。」
・福島県再生可能エネルギー推進ビジョン：「2040 年頃を目途に、県内のエネルギー需要量の100%以上に相
当する量のエネルギーを再生可能エネルギーで生み出す県を目指します。」
・福島県再生可能エネルギー推進アクションプラン第2期：「国や市町村と連携して、再生可能エネルギー設
備と水素ステーション、燃料電池自動車等の整備を一体的に推進します。」

番号 交付金事業の名称

4 燃料電池バス導入モデル事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 福島県企画調整部エネルギー課

交付金事業の評価課室 福島県企画調整部エネルギー課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

補助金の交付 公募採択 MOBILOTS(株) 33,200,000

交付金充当額 30,000,000 30,000,000 30,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 平成３２年度 平成３３年度 備　考

総事業費 33,200,000 50,000,000 50,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

交付金事業の定性的な成果及び評価等

令和元年度

補助事業にお
ける年間CO2削
減量
288t

補助事業にお
ける年間CO2削
減量

成果実績 t-CO2/年 152

目標値 t-CO2/年 288

達成度

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

52.8%

評価年度の設定理由

毎年度事業効果を把握するため

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県内一円

交付金事業の概要

市町村、民間事業者、住民などあらゆる主体が一体となった省エネルギー・地球温暖化対策の推進を図るた
め、省エネルギー対策に取り組む民間事業者を支援します。
○対象設備　　LED照明、高効率空調、BEMS
○補助率　　　1/3～1/2
○補助上限額　800千円～1,000千円

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】
福島県総合計画『ふくしま新生プラン』
　第２章　ふくしまの目指す将来の姿
　　３　目指す将来の姿（30 年後の将来像）
　　　人にも自然にも思いやりにあふれた“ふくしま”
　　　　⑷　低炭素・循環型社会の視点
　　　　　　エネルギー消費の効率化と利便性の追求が調和した低炭素型の社会となっています。
　　　　　　また、森林資源が持つ多面的機能が広く理解され、森を大事にする意識が浸透して
　　　　　います。さらに、リサイクルなどが進み、環境負荷の少ない循環型の社会が実現して
　　　　　います。
【目標】
温室効果ガス排出量　平成25年度比75％（平成32年度）

番号 交付金事業の名称

5 地域まるごと低炭素化推進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



本交付金を活用し、23件の事業者に対し省エネ対策推進事業補助金を交付しました。
成果目標である年間CO2削減量は目標を下回ったが、事業者の省エネ設備の更新等により電気使用量の削減が
なされました。
また、事業者による普及啓発等により、家庭や地域における省エネ意識の向上につながったと考えられます。
引き続き、地域全体での省エネ取組の推進、意識の向上を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の成果目標及び
成果実績



交付金事業の担当課室 生活環境部環境共生課

交付金事業の評価課室 生活環境部環境共生課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

補助金の交付 補助
学校法人郡山開成学園（郡山市）　その

他22件 16,053,000

交付金充当額 27,000,000 14,219,000 22,500,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 30,000,000 16,053,000 25,000,000

達成度 92.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

事業者への補助金交付件数

活動実績 件 23

活動見込 件 25

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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。

600,000,000

福島県 200,000,000 200,000,000

県立学校施設改修事業（基金造成） 福島県 315,615,000 315,615,000

交付金事業に要した
経費

600,000,000

2 保健医療従事者養成施設整備事業（基金造成） 福島県 1,065,907,036 1,065,907,036

福島県

5

1 みらいを創る市町村等支援事業（基金造成）

緊急現道対策事業（基金造成）

3 くろがね小屋改築事業 福島県 277,308,000 277,308,000

交付金事業の名称

4

交付金充当額 備　考番号
交付金事業者名又は間接

交付金事業者名



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

1 みらいを創る市町村等支援事業（基金造成）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島市杉妻町地内（福島県庁）

交付金事業の概要
本県の東日本大震災及び原子力発電所事故からの復興再生と将来にわたる活性化を図るため、基金を造成し、
一般財団法人福島県電源地域振興財団が実施する相双地域及び避難地域の交流拠点等整備支援事業に対し補助
します。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
福島県総合計画（平成25年度～平成32年度）　第3章　人と地域が輝く“ふくしま”
（6）避難地域の再生・避難者の生活再建
避難解除等区域において、復興・再生に向けた取組を進めます。
目標：県は、原子力災害の被災地域の復興・再生に向けて、十分な取組を行っていると回答した県民の割合
　　　の上昇を目指す（平成32年度）

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由 平成32年度までを本事業の第１次計画としているため

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

#VALUE!

評価年度の設定理由

福島県総合計画の評価年度と同一時期に評価を実施。

令和3年度

県は、原子力
災害の被災地
域の復興・再
生に向けて、
十分な取組を
行っていると
回答した県民
の割合の上昇
を目指す

県は、原子力
災害の被災地
域の復興・再
生に向けて、
十分な取組を
行っていると
回答した県民

の割合

成果実績 ％

目標値 ％ 直近アンケートに対し、上昇を目指す

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等



交付金事業の成果目標及び
成果実績

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

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

実施事業数

活動実績 件

活動見込 件 7 7 5

達成度 0.0% 0.0% 0.0%

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 210,000,000 410,000,000 600,000,000

交付金充当額 210,000,000 410,000,000 600,000,000

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

基金造成 積立 - 600,000,000

交付金事業の担当課室 企画調整部エネルギー課

交付金事業の評価課室 企画調整部エネルギー課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

2 保健医療従事者養成施設整備事業（基金造成）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島市杉妻町地内（福島県庁）

交付金事業の概要
東日本大震災による影響が今も深刻な状況である保健医療従事者の人材不足に対応することを目的として、基
金を造成することにより、福島県立医科大学に設置する新学部（（仮称）保健科学部）の整備に必要となる学
生の実習機器等の整備を実施します。

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】
第七次福島県医療計画（平成30年度～平成35年度）
 第2章　医療を支える人材の確保
  第5節　その他の保健医療従事者
   Ⅰ　理学療法士・作業療法士、Ⅱ  診療放射線技師、Ⅴ　臨床検査技師
　　　 公立大学法人福島県立医科大学における、理学療法士、作業療法士等を養成する新学部の設置に
　　　ついては、令和3年4月開学に向け、校舎の建設等を着実に進めるとともに、開学後は高度な知
　　　識と技術を備えた医療技術者の育成を図ります。
【目標】
新学部各学科卒業者の60％以上の県内就業を目指す。
（定員　理学療法学科、作業療法学科、臨床検査学科：各40名／年、診療放射線科学科：25名／年）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由
福島県立医科大学の新学部が2021年(令和3年)4月に開学するにあたり必要な実習機器等2020年度(令和2年度)
に整備するため。

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

0.0%

評価年度の設定理由

福島県立医科大学の新学部が2021年(令和3年)4月に開学し、最初の卒業生が就業する年度であるため。

令和7年度

県内就業数87
名（理学療法
士、作業療法
士、臨床検査
技師：各24
名、診療放射
線技師15名）

卒業者数（定
員数）×0.6

成果実績 名

目標値 名 87

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等



交付金事業の成果目標及び
成果実績

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

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 年度

購入する実習機器等の数

活動実績 台

活動見込 台 97 2

達成度 0.0% 0.0% #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 230,000,000 450,000,000 1,065,907,036

交付金充当額 230,000,000 450,000,000 1,065,907,036

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

基金造成 積立 - 1,065,907,036

交付金事業の担当課室 保健福祉部医療人材対策室

交付金事業の評価課室 保健福祉部医療人材対策室



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

3 くろがね小屋改築事業（基金造成）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島市杉妻町地内（福島県庁）

交付金事業の概要
　観光資源・防災施設の役割を担う「くろがね小屋」が老朽化し、機能を維持できなくなったことから、基金
を造成し、建替に係る改築事業を実施します。

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

〈交付金事業に関係する主要政策・施策〉
福島県総合計画（平成25年度～平成32年度）政策分野別の主要施策
第3章　政策分野別の主要施策活力（5）観光・交流
　○国内観光、国際観光、定住・二地域居住などによる国内交流、国際交流などを進めます。
〈目標〉
観光客入込数
　H32年：63,000 千人以上（参考：H22年：57,179 千人）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和4年度

事業期間の設定理由 令和5年度にくろがね小屋の建替完了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

成果目標 成果指標 単位 評価年度

0.0%

評価年度の設定理由

くろがね小屋の建替完了後、通年営業となるのが令和6年度であるため。

令和6年度

施設利用者数
7,020名

施設利用者数

成果実績 名

目標値 名 7020

達成度

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

無

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

くろがね小屋の建替（1棟）
R2:商用電源引込工事等1式
R3:解体・建築工事1式
R4:建築工事1式

活動実績 式

活動見込 式 1 1 1

達成度 0.0% 0.0% 0.0%



交付金事業の総事業費等 平成29年度 令和元年度 年度 備　考

総事業費 30,000,000 277,308,000

交付金充当額 30,000,000 277,308,000

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

基金造成 積立 - 277,308,000

交付金事業の担当課室 観光交流局観光交流課

交付金事業の評価課室 観光交流局観光交流課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

4 緊急現道対策事業（基金造成）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 福島市杉妻町地内（福島県庁）

交付金事業の概要
原発事故に起因する迂回交通による急激な交通量の増加や避難住民の交通等、重要度が高まっている路線にお
いて、基金を造成し、緊急的な現道対策を実施します。
舗装改良工事 N=9箇所 L=2,000m W=5.5～13.0m A=13,900m2

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

早急な補修を行う必要があるMCI値(※)3.0以下の解消を進めることにより、交通量の変化によって損傷が進ん
だ道路における交通の安全性･快適性の向上を図ります。
また、ふくしま道づくりプラン(平成25年度～)「5 復興計画実現のための道路整備が必要な路線 (4)避難の長
期化等への緊急的対応方針」に基づき、交通量が著しく増大するなどの影響が生じている路線において、道路
通行安全確保を目的に緊急現道対策を実施し、原発被災者の支援及び地域の活性化を図ります。
※MCI値:道路の劣化状況を定量的に10段階で表す指標です。MCI値が3.0以下の区間は道路交通の安全確保等の
観点から「早急に補修が必要な箇所」とされています。

事業開始年度 平成28年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

事業期間の設定理由 緊急現道対策事業の整備計画に基づき設定

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

0.0%

評価年度の設定理由

事業実施後のMCI値は、次年度行う路面性状調査にて予測値を算出することが可能であるため。

令和2年度

最小MCI値3.0以
下区間の解消

L=3,500m

最小MCI値3.0以
下区間の解消

成果実績 ｍ

目標値 ｍ 3,500

達成度

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

無

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 年度

舗装改良延長

活動実績 ｍ

活動見込 ｍ 3,500

達成度 0.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 平成29年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 200,000,000 200,000,000 200,000,000

交付金充当額 200,000,000 200,000,000 200,000,000

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

基金造成 積立 - 200,000,000

交付金事業の担当課室 土木部道路管理課

交付金事業の評価課室 土木部道路管理課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

5 県立学校施設改修事業（基金造成）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 安積高校（福島県郡山市開成）　ほか

交付金事業の概要 良好な教育環境の回復を図るため、基金を造成し、経年劣化した県立学校施設の改修等を行います。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
福島県総合計画「ふくしま新生プラン」（平成25～32年度）
5 子ども・若者育成プロジェクト
1 日本一安心して子どもを生み､育てやすい環境づくり
⑧被災した学校施設等の復旧
大規模改造事業
学習環境の整備を図るため、老朽した校舎の大規模改修、天井等の落下防止対策を行うとともに、今後の改
築・改修方法等を検討するための建物の劣化状況調査を行います。

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 　　　－

事業期間の設定理由 今後も継続して必要に応じた県立学校施設の改修等が必要となるため

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

0.0%

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施します。

令和2年度

令和2年度計画
にある72施設
の工事等の進

捗

令和2年度計画
にある工事等

の進捗

成果実績 件

目標値 件 72

達成度

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

無
活動指標 単位 令和2年度 年度 年度

体育施設改修工事数
活動実績 件
活動見込 件 27
達成度 0.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の活動指標及び
活動実績 大規模改造工事着工数

活動実績 件
活動見込 件 7
達成度 0.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 223,254,000 515,961,000 315,615,000

交付金充当額 223,254,000 515,961,000 315,615,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 教育庁施設財産室

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 - 315,615,000

交付金事業の評価課室 教育庁施設財産室

活動見込 件 38

交付金事業の活動指標及び
活動実績

達成度 0.0% #DIV/0! #DIV/0!

長寿命化計画策定数

活動実績 件



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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。

3 泉崎サイクルスタジアム維持補修事業

2 Ｊヴィレッジ利活用促進事業 福島県 55,000,000

福島県 6,524,000 6,524,000

6,009,084

交付金充当額 備　考

55,000,000

福島県 6,009,0841 全日本小学生ゴルフトーナメント開催事業

番号 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



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

1

達成度 0.0% 0.0% 0.0%

1

令和３年度

県内における全日本小学生ゴ
ルフトーナメント決勝大会の
開催

活動実績

活動見込 回 1

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 令和２年度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

台風第１９号の接近に伴い、参加者等の安全を最優先に考えた結果大会は中止となったが、過去の大会を振り
返り、出場経験のあるプロや出場予定だった子どもたちを紹介するテレビ番組を放映することで、今大会の足
跡を残し、ジュニアゴルフ人材の育成に寄与した。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

評価年度の設定理由

関連する事業と連携しながら効果的かつ効率な事業展開を図るため、次年度事業の推進に向けて毎年度効果検
証を行う

本県からの大
会（決勝大
会）出場者数

成果実績

目標値 人 5

達成度

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

0.0%

令和元年度

大会を通じたジュ
ニアゴルフ人材の
育成、ゴルフを通
じた地域活性化

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県内

交付金事業の概要

　県内において、小学生を対象とした全国規模の大会「全日本小学生ゴルフトーナメント」を開催すること
で、県内においてジュニアゴルファーの夢の育成と技術向上によるジュニアゴルフ人材の育成を図るととも
に、県内各地域における地域活性化策とも連携しながらゴルフを通じた交流人口の拡大による地域活性化を図
るため、大会開催に係る費用に対する負担金を大会実行委員会へ支出します。

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

福島県総合計画重点プロジェクト「子ども・若者育成プロジェクト」
復興を担う心豊かなたくましい人づくり

番号

1

交付金事業の名称

全日本小学生ゴルフトーナメント開催事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 企画調整部地域政策課

交付金事業の評価課室 企画調整部地域政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

全日本小学生ゴルフトーナメント開催 負担金 全日本小学生ゴルフトーナメントinふくしま実行委員会 6,009,084

交付金充当額 6,009,084 7,000,000 7,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 令和３年度 備　考

総事業費 6,009,084 7,000,000 7,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

交付金事業の定性的な成果及び評価等

新型コロナウイルスの影響により、目標値には届かなかったものの、震災前と同程度の年間施設利用者数を確
保することができたと評価しています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

令和元年度
Ｊヴィレッジ
施設の年間施
設利用者数

50人

Ｊヴィレッジ
施設の年間施
設利用者数

成果実績 万人 49

目標値 万人 50

達成度

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

98.2%

評価年度の設定理由

利活用の促進等を図るイベントの実施効果を定量的に測れる指標であるため。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 －

交付金事業実施場所 西白河郡泉崎村大字泉崎

交付金事業の概要
　本県「復興のシンボル」であるＪヴィレッジの利活用促進を図るため、認知度向上と情報発信を目的とした
イベントの開催を実施します。

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

・本県の重点事業のうち「避難地域等復興加速化」のプロジェクトに位置付けられています。
・Ｊヴィレッジ施設の年間施設使用者数を震災前と同程度の年間約５０万人を目標としています。

番号 交付金事業の名称

2 Ｊヴィレッジ利活用促進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 エネルギー課

交付金事業の評価課室 エネルギー課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

Ｊヴィレッジ新型イベント開催等業務委託 公募型プロポーザル 株式会社電通東日本 55,000,000

交付金充当額 55,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 55,000,000

達成度 66.7% #DIV/0! #DIV/0!

年度

イベントの開催業務委託数
○Ｊヴィレッジ新型イベント
の開催

活動実績 件 2

活動見込 件 3

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



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

維持補修箇所（箇所）

活動実績 箇所 1

活動見込 箇所 1

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金を活用した維持補修事業を実施した結果、平成31年度東北総合体育大会の自転車競技会場として、安定
した大会運営に寄与することができました。また、今後においても、利用者に配慮した安全性の高い県内唯一
の自転車競技専用施設として多数の利用を呼び込み、県内自転車競技の競技力向上に貢献することが期待でき
ます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度

令和元年度

大会の実施
１回

大会の実施

成果実績 回 1

目標値 回 1

達成度

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

100.0%

評価年度の設定理由

成果実績を測定次第、評価を実施。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業に関係する主要政策・施策
福島県スポーツ推進基本計画（平成25年度～平成32年度）
　Ⅴ推進施策　５スポーツ施設の整備・活用（１）スポーツ施設の機能強化及び有効活用①スポーツ施設の機
能強化
　競技振興の拠点となるスポーツ施設の整備については、既存施設の一層の活用の促進に努めるとともに、調
査・研究に努め、その在り方について検討します。

交付金事業実施場所 西白河郡泉崎村大字泉崎

交付金事業の概要

泉崎国際サイクルスタジアムは、福島県内唯一の自転車競技専用施設であるため、競技力向上を図る上で重要
な役割を果たしています。また、平成31年度東北総合体育大会自転車競技会場となっていますが、施設の経年
劣化により路面に無数のクラックが生じているため、福島特定原子力施設地域振興交付金を活用し、施設所有
者への支援を行い、利用者の安全確保及び安定的な大会運営を図ります。

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

番号 交付金事業の名称

3 泉崎国際サイクルスタジアム維持補修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 文化スポーツ局スポーツ課

交付金事業の評価課室 文化スポーツ局スポーツ課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

補助金交付 補助 （公財）福島県体育協会 6,524,000

交付金充当額 6,524,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 6,524,000



























別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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。

南相馬市 35,000,000 35,000,000

3 川内村復旧復興推進事業 川内村 3,400,000 3,400,000

39,000,000

1 都路診療所運営事業 田村市 35,000,000 35,000,000

2 南相馬市立保育園運営事業

4 川内村立保育園運営事業 川内村 13,600,000 13,600,000

5 浪江町復旧復興推進事業

7 葛尾村立幼稚園運営事業 葛尾村 6,370,000

浪江町 39,000,000

6,370,000

6 復旧復興事業 葛尾村 30,630,000 30,630,000

番号 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



Ⅱ．事業評価個表（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

成果目標 成果指標 評価年度 令和元年度

受診人数
8,800人

受診人数

達成度

無

評価年度の設定理由

毎年度ＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため、事業実施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

％ 79.9%

単位

成果実績 人 7,032

目標値 人 8,800

田村市

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

事業開始年度

主要施策
田村市総合計画後期基本計画（平成２７年２月）　２－１医療提供体制の充実

　中山間地域で、隣接の病院への通院が公共交通を利用して片道３０分以上かかる都路町において、当診療所
の適切な運営が、不便な状況を改善するとともに安心して生活する基盤となることを目指す。

令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

　医科・歯科の受診人数7,032人は、前年度実績の8,805人と比較し減少しました。主たる原因としては、令和
元年度から診療科目（休診：整形外科）や診療日数が見直された結果が大きいと分析しております。
　しかしながら、地域住民の重要な生活基盤として、継続して利用されているとともに、円滑な運営から住民
の健康管理に取り組むことができたと考えられます。(令和2年3月末帰還者数1,991人、帰還率 89.3％）

番号 交付金事業の名称

1 都路診療所運営事業

交付金事業実施場所 田村市都路町古道字寺下地内

交付金事業の概要 都路診療所看護師等７名分の人件費　９ヶ月分

交付金事業者名又は間接交付金事業者名



交付金事業の評価課室 保健福祉部保健課

交付金事業の総事業費等

交付金充当額

うち経済産業省分 35,000,000 35,000,000 35,000,000

交付金事業の担当課室 保健福祉部都路診療所

受診人数

達成度 ％ 100.1% 79.9%

診療所職員人件費 雇用 職員7名 37,937,817

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の契約の概要

うち文部科学省分

総事業費 35,000,000 35,000,000 35,000,000 今年度市総事業費　37,937,817

35,000,000 35,000,000 35,000,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

7,032

活動見込 人 8,800 8,800

平成30年度 令和元年度

活動実績 人 8,746 8,805交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 平成29年度



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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

令和2年度

待機児童数
0人

目標値 人 0

達成度 0.0%

令和4年度

事業期間の設定理由 南相馬市復興総合計画後期基本計画の終期

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

評価年度の設定理由

　本交付金の活用により、当該保育園の保育士人件費（18名）9か月分を確保することができました。
　次年度も、保育士の確保による安定的な保育サービスの提供に努め、子育てに関するニーズの多様化への柔
軟な対応や市民の福祉向上を図ります。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
　南相馬市復興総合計画（平成３１年度～令和４年度）
　　政策の柱1　教育・子育て
　　　2　子育て
　　　　(5)保育・幼児教育の充実
　　　　　・利用者の立場に立った保育サービスの充実を図ります。
　　　　　・保育士・幼稚園教諭の人材確保に取り組みます。
目標：
　待機児童数 ０人（令和４年度）

番号 交付金事業の名称

2 南相馬市立保育園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南相馬市

事業開始年度

交付金事業実施場所
南相馬市鹿島区西町三丁目９０番地（かしま保育園）
南相馬市鹿島区浮田字一丁田６７番地（かみまの保育園）
南相馬市原町区桜井町一丁目１５３番地（原町さくらい保育園）

交付金事業の概要

待機児童数

成果実績 人 56人（令和2年2月1日現在）

南相馬市立かしま保育園、かみまの保育園及び原町さくらい保育園の保育士人件費（18人）9か月分。
南相馬市では、東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故以降、市内に居住している子ども達が安心して
暮らせる生活基盤を復旧、充実させていくため、子育てに関するニーズの多様化への柔軟な対応や市民福祉の
向上を図っていく必要があることから、電源立地地域対策交付金を活用し、安定的な保育サービスの提供に努
めています。

平成31年度 事業終了（予定）年度



46,476,000

交付金事業の担当課室 復興企画部企画課

うち経済産業省分 35,000,000

交付金事業の契約の概要

雇用

うち文部科学省分

交付金充当額 35,000,000

総事業費 35,000,000 市総事業費46,476,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度

達成度 100.0%

年度 年度 備　考

保育士の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期間
(月)）

活動実績 人月 162

活動見込 人月 162

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無　

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

交付金事業の評価課室 こども未来部こども育成課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

保育士人件費 保育士18名



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

3 川内村復旧復興推進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 川内村

交付金事業実施場所 川内村役場（川内村大字上川内字早渡11-24）

交付金事業の概要
川内村職員（住民課除染係）1名の人件費9ヶ月分。
川内村は、震災及び原子力発電所事故からの復旧・復興に向けて、第5次総合計画に基づき事業を行っている。本交付金事業を活用
し、放射線量低減に係る事業を実施することで、安心して生活できる環境の整備を行う。

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
第５次総合計画（平成30年度～令和4年度）
　基本施策③　健康で安心して生活できる環境づくり
　　（4）放射線対策の推進
　　　　・モニタリングの充実やきめ細かな測定を実施し、住民の放射線に対する不安軽減に努める。
目標：
村内生活者率　82％（平成31年度末）
※平成31年4月現在　80.9％
※村内生活者率：村内生活者÷住基人口×100

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 令和４年度

事業期間の設定理由 第５次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

％ 98.3%

令和２年度

村内生活者率
82％

村内生活者÷住基
人口×100

成果実績 ％ 80.59

目標値 ％ 82.00

達成度

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、震災及び原子力災害からの復旧・復興業務に従事する職員の人件費（1名）9か月分
に充当し、復旧・復興業務を推進することができました。
　次年度も、継続して復旧・復興業務を推進することにより、魅力ある生活環境を整備し、村内生活者の増加
に繋げていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

評価年度の設定理由

事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施する。



交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

9

年度

職員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期間(月)）

活動実績 人月 9 9

活動見込 人月 9

達成度 ％ 100.0% 100.0% #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 年度 備　考

総事業費 4,000,000 3,400,000 今年度村総事業費5,849,482

交付金充当額 4,000,000 3,400,000

うち文部科学省分

職員1名 5,849,482

うち経済産業省分 4,000,000 3,400,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 総務課企画政策係

交付金事業の評価課室 総務課企画政策係

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

職員人件費 雇用



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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、保育士及び園長の人件費（園長・保育士5名）9か月分に充当し、保育園を適正に運
営することができました。
　次年度も、子育て世代の多様なニーズに対応し、支援施策の充実に努め、入園率100%を維持していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

令和２年度

入園率100％
入園者数÷入園希

望者数×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度

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

％ 100.0%

評価年度の設定理由

事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施する。

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 令和４年度

事業期間の設定理由 第５次総合計画の終期まで

交付金事業実施場所 認定こども園　かわうち保育園（川内村大字下川内字宮坂515）

交付金事業の概要
認定こども園かわうち保育園（園長、保育士）6名の人件費9ヶ月分。
川内村は、震災及び原子力発電所事故からの復旧・復興に向けて、第5次総合計画に基づき事業を行っている。本交付金事業を活用
し、安定した保育事業を行うことにより、働きながら安心して出産・子育てができる環境整備に努めている。

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
第５次総合計画（平成30年度～令和4年度）
　基本施策③　健康で安心して生活できる環境づくり
　　（5）子育て環境の整備
　　　　・働きながら安心して出産・子育てがしやすい環境や、子供の成長に応じて特色のある教育が受けられる環境を整備する。
目標：
未満児を含む入園希望者の入園率100％（平成31年度末）
※入園率：入園者数÷入園希望者数×100

番号 交付金事業の名称

4 川内村立保育園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 川内村



交付金事業の担当課室 総務課企画政策係

交付金事業の評価課室 総務課企画政策係

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

職員人件費 雇用 職員1名、保育士5名 21,711,660

うち経済産業省分 13,000,000 13,600,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 13,000,000 13,600,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 年度 備　考

総事業費 13,000,000 13,600,000 今年度村総事業費21,711,660

54

達成度 ％ 100.0% 100.0% #DIV/0!

年度

職員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期間(月)）

活動実績 人月 45 54

活動見込 人月 45

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号 交付金事業の名称

5 浪江町復旧復興推進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 浪江町

交付金事業実施場所 浪江町役場本庁舎

交付金事業の概要
浪江町役場職員（14名）9ヶ月分。
浪江町は、復興計画第2次に基づき、東日本大震災からの復旧・復興業務に取り組んでいる。

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
浪江町復興計画【第2次】（平成29年4月～令和3年3月）
　復興の基本方針１　先人から受け継ぎ、次世代に引き継ぐ”ふるさと”なみえを再生する。
　　施策６　農林水産業の再興
　　　◆町内全域の農地を再生し、様々な農業で生活できる環境をつくります。
　　施策７　新たな産業と雇用の創出
　　　◆町内での商工業の再開・新規参入がしやすい活気ある環境をつくります。
　復興の基本方針３　どこに住んでいても、全ての町民の暮らしを再建する。
　　施策６　安心できる生活環境の確保
　　　◆安心して生活できる行政サービスを提供します。
　　　◆居住環境への支援や生活支援を継続し、町民の暮らしの再建を目指します。

目標
基本方針2分野4施策項目における事業実施件数4件

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 毎年度給付金事業の実施を判断しているため。

交付金事業の成果目標及び

成果目標 成果指標 単位 評価年度

％ 100.0%

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

令和2年度

復興計画に基
づく事業4件の

実施

復興計画に基づ
く事業実施件数

成果実績 件 4

目標値 件 4

達成度



交付金事業の成果目標及び
成果実績

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、東日本大震災及び原子力災害の影響により発生した各種町内環境整備、また避難先
での行政サービスの継続など震災関連の復旧復興推進業務に従事する職員の給与を確保することができまし
た。
　次年度以降、町内環境整備を更に加速させていくとともに、いわき・福島・南相馬・二本松の各出張所の必
要性について検討していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

職員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期間(月)）

活動実績 人月 126

活動見込 人月 126

達成度 ％ 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の担当課室 企画財政課

交付金事業の評価課室 企画財政課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

職員人件費 雇用 職員9名 49,231,582

うち経済産業省分 39,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 39,000,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備　考

総事業費 39,000,000 町総事業費49,231,582



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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、村の復旧復興業務に従事する職員（6名）10か月分を確保することができました。
　次年度も安定した行政の組織体制の確立、村民の生活、福祉環境の整備、向上及び円滑な復旧復興事業を行
えるよう努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

令和２年度

帰村率30％ 年度末の帰村率

成果実績 % 28

目標値 % 30

達成度

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

93.3%

評価年度の設定理由

各年度事業計画より設定

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 －

交付金事業実施場所 葛尾村役場（双葉郡葛尾村大字落合字落合16）

交付金事業の概要 葛尾村役場の職員６名の人件費（給与、期末勤勉手当、共済負担金）（１０ヶ月分６名）

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:かつらお再生戦略プラン…第１章２．村の復興再生に向けた課題、（２）着実な帰還・復興に向け
ての重点課題に基づき復興事業を推進する。

葛尾村は、福島第一原子力発電所事故による避難指示が帰還困難区域を除き、平成２８年６月に解除された
が、平成３１年４月時点での帰還率は２６．２％にとどまっており、帰還に向けた迅速な対応が今後も必要と
なっている。
本交付金を活用することにより、安定した行政の組織体制の確立、村民の生活、福祉環境の整備、向上及び円
滑な復旧、復興事業の推進を図る。

番号 交付金事業の名称

6 復旧復興事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 葛尾村



交付金事業の担当課室 総務課

交付金事業の評価課室 総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

職員人件費 雇用 職員6名 31,076,093

うち経済産業省分 31,214,000 31,214,000 30,630,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 31,214,000 31,214,000 30,630,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 31,214,000 31,214,000 30,630,000 今年度村総事業費31,076,093

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

職員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期間(月)）

活動実績 人月 60

活動見込 人月 60

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度 年度



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

0

達成度

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

無

評価年度の設定理由

各年度事業計画より設定

令和２年度

待機児童解消
待機児童を0人
にする

成果実績 人 0

目標値 人

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

100.0%

幼稚園教諭１名の人件費（給与、期末勤勉手当、共済負担金）１０ヶ月×１名

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：かつらお再生戦略プラン…第２章復興再生プラン、１．目標別の復興再生の取り組み、（２）目標
別の復興再生の取り組み、２）安全・安心づくりに基づき推進する。

本村教育の基本理念である「生きる力、生き抜く力」の醸成を目指し、集団、創作、勤労、奉仕等の体験を通
して好奇心や探究心、思考力を育み、様々な行動や活動を通して社会性の構築及び地域協働に向けた教育体制
の確立を目指す。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

　本交付金の活用により,幼稚園教諭の人件費（1名）10か月分を確保することができました。
　次年度も、幼稚園の安定的な運営に努め、社会性の構築及び地域協働に向けた教育体制の確立を目指しま
す。

番号 交付金事業の名称

7 葛尾村立幼稚園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 葛尾村

交付金事業実施場所 葛尾村立葛尾幼稚園（双葉郡葛尾村大字落合字西ノ内50番地）

交付金事業の概要



交付金事業の担当課室 総務課

交付金事業の評価課室 総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

幼稚園職員の人件費 雇用 職員1名 7,013,378

うち経済産業省分 5,786,000 5,786,000 6,370,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 5,786,000 5,786,000 6,370,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 5,786,000 5,786,000 6,370,000 今年度村総事業費7,013,378

10

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度 年度

職員の雇用量
（雇用人数(人)×雇用期間(月)）

活動実績 人月 10

活動見込 人月

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和元年度
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