
別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

　

13,808,000

10 コンベンション等誘致による風評被害回復事業 福島県 600,000 600,000

県産品パッケージデザイン事業 福島県

8 ふくしまの酒・醸造品販路拡大事業 福島県 120,661,860 70,415,000

7 福島空港利活用促進対策事業 福島県 24,422,250 22,221,000

6 福島空港路線維持拡充事業 福島県 3,600,000 3,240,000

5 福島空港元気アップ推進事業 福島県 62,048,026 62,048,026

みらいを描く市町村等支援事業 福島県 106,909,084 106,909,084

スポーツふくしまライジングプロジェクト 福島県 92,132,656 72,771,000

11 福島インバウンド旅行商品造成支援事業 福島県 1,028,500 1,028,500

4

9

3

番号
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
交付金事業の名称

救急高度化推進事業

交付金充当額 備　考

1 福島県

15,343,000

15,274,000 15,274,000

2 ふくしまゴルフプロジェクト 福島県 11,781,184 11,781,184



Ⅱ．事業評価個表（令和2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感染症対策のため研修所から研修派遣者数の調整が行われたため、目標を下回りました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

令和2年度

運用救急救命
士数497名

運用救急救命
士数

成果実績 人 496

目標値 人 497

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

99.8%

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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。

番号 交付金事業の名称

1 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

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 福島市　その他１１件 15,274,000

交付金充当額 15,274,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 15,274,000

達成度 74.1% #DIV/0! #DIV/0!

年度

救急救命士の養成

活動実績 人 20

活動見込 人 27

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2年度）

達成度 96.6% #DIV/0! #DIV/0!

年度

事業実施回数
（大会開催（回）＋スペシャル
コーチ招聘（回））

活動実績 回 280

活動見込 回 290

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感染症の影響により、全日本小学生ゴルフトーナメント決勝大会は中止となりましたが、
代替として、県内のジュニアゴルファーを対象としたレッスン会（ふくしまジュニアゴルフデー2020）を開催
し、ジュニアゴルフ人材の育成を図りました。

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2年度 年度

令和2年度

本県からの決
勝大会出場者

数5名

本県からの決
勝大会出場者

数

成果実績 人 0

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%

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 県内全域

交付金事業の概要

（一社）日本女子プロゴルフ協会と県が締結した「福島県と日本女子プロゴルフ協会との『ゴルフ人材育成と
地方創生』に係る提携協定書」に基づき、県内全域を対象としたジュニアゴルフ人材の育成、ゴルフを通じた
地方創生の実現を図るため、次の事業を実施します。
　①全日本小学生ゴルフトーナメント開催事業（負担金）
　②ふくしまゴルフ人材育成交流拡大事業（補助事業）

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 交付金事業の名称

2 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



交付金事業の評価課室 企画調整部　地域政策課

ふくしまゴルフ人材育成・交流拡大事業 補助 公益財団法人福島県体育協会 8,097,500

交付金事業の担当課室 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事業 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 3,683,684

交付金充当額 11,781,184

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 11,781,184



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 94.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

強化合宿及び強化遠征の回数
600回

活動実績 回 564

活動見込 回 600

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感染症拡大の影響により、国民体育大会をはじめとした各種全国大会が中止となりました
が、各競技団体が感染症対策を講じながら強化合宿や練習会を実施するなど、強化費を有効に活用し競技力向
上を図ることができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

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

令和2年度

国民体育大会
天皇杯順位
30位以内

国民体育大会
天皇杯順位

成果実績 位 39

目標値 位 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

-  

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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の上位入賞者を多く輩出し、国際大会において福島県選手が選考さ
れる可能性を高めるとともに、福島県スポーツ推進基本計画に定める「スポーツに強いふくしま」を確立する
ため、競技スポーツの競技力向上を図っていく必要があることから、福島特定原子力施設地域振興交付金を活
用し、育成・強化を一体的に推進します。

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

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～令和2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（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

4 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 92,132,656

交付金充当額 72,771,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 92,132,656



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

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ＰＲ動画の作成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

令和2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!

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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。

番号 交付金事業の名称

3 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

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 106,909,084

交付金充当額 106,909,084

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 106,909,084

達成度 71.1% #DIV/0! #DIV/0!

年度

市町村支援枠実施事業数

活動実績 件 32

活動見込 件 45

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2年度）

達成度 75.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

福島空港の利用促進を図るた
めの委託及び補助事業を実施
（8事業）

活動実績 事業 6

活動見込 事業 8

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感染拡大による、定期路線減便・運休や航空需要の低下による利用者の減少のため目標を
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2年度 年度

令和2年度

福島空港利用
者数

300,000人

福島空港利用
者数

成果実績 人 68,355

目標値 人 300,000

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

22.8%

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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300,000人（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

5 福島空港元気アップ推進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の評価課室 観光交流局空港交流課

福島空港アクセス対策 補助 福島空港利用促進協議会 10,425,026

交付金事業の担当課室 観光交流局空港交流課

福島空港うつくしま・ちゅらしま総合交流 補助 － －

福島空港うつくしま・ちゅらしま総合交流 随意契約 (株)ラジオ福島 2,695,000

福島空港国内発着チャーター便運航促進 補助 (株)フジドリームエアラインズ　他 8,420,000

福島空港定期路線利用拡大 随意契約 全日本空輸(株) 21,113,000

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 6,039,000

福島空港路線開設・拡充促進 補助 全日本空輸(株) 13,356,000

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 － －

交付金充当額 62,048,026

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 62,048,026



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

航空会社への補助（通年）
（交付決定2回（上半期・下半

期）

活動実績 回 2

活動見込 回 2

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感染拡大による、定期路線減便・運休や航空需要の低下による利用者の減少のため目標を
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2年度 年度

令和2年度

福島空港利用
者数

300,000人

福島空港利用
者数

成果実績 人 68,355

目標値 人 300,000

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

22.8%

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 県下一円

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
（福島空港ビル施設使用料及び夜間駐機費用に対する航空会社への補助）。

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300,000人（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

6 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

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) 3,600,000

交付金充当額 3,240,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 3,600,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

福島空港の利用促進を図るた
めの委託及び補助事業を実施
（6事業）

活動実績 事業 6

活動見込 事業 6

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感染拡大による、定期路線減便・運休や航空需要の低下による利用者の減少のため目標を
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2年度 年度

令和2年度

福島空港利用
者数

300,000人

福島空港利用
者数

成果実績 人 68,355

目標値 人 300,000

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

22.8%

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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
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
　ふくしま新生プラン
　　資料編91
目標：福島空港利用者数300,000人（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

7 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



交付金事業の評価課室 観光交流局空港交流課

福島空港にぎわい創出 補助 福島空港利用促進協議会 1,285,000

交付金事業の担当課室 観光交流局空港交流課

沖縄県交流プログラム推進 随意契約 (株)近畿日本ツーリスト東北 1,665,000

福島空港にぎわい創出 随意契約 福島空港ビル(株) 9,677,250

送客促進支援 補助 ホンダ開発(株)栃木事業部　他 515,000

修学旅行利用促進支援 補助 鮫川村立鮫川中学校 他 610,000

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)ライト・エージェンシー 10,670,000

交付金充当額 22,221,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 24,422,250



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

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します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

新型コロナウィルス感染症拡大の影響により当初予定したイベントのリアル開催等が困難となり、目標達成に至りませんでした。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

本 5,599

目標値 本 6,000

達成度 93.3%

令和2年度

①飲み比べイ
ベント（県
内）の来場者
数15000人

②海外のふく
しまの酒専用
コーナーにお
ける年間販売
本数6000本

①飲み比べイ
ベント（県
内）の来場者

数

成果実績 人 4,376

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

29.2%

②海外のふく
しまの酒専用
コーナーにお
ける年間販売

本数

成果実績

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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（委
託事業）。
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
（委託事業）。

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（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 交付金事業の名称

8 ふくしまの酒・醸造品販路拡大事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の評価課室 観光交流局県産品振興戦略課

県産品魅力発信資材制作事業 随意契約（企画プロポーザル方式） （株）山川印刷所 6,919,000

交付金事業の担当課室 観光交流局県産品振興戦略課

「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 38,382,000

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 2,560,000

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（県外・海外） 随意契約（企画プロポーザル方式） 株式会社大広 72,800,860

交付金充当額 70,415,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 令和3年度 令和4年度 備　考

総事業費 120,661,860

26

達成度 0.0% 0.0% 0.0%

令和4年度

県産日本酒試飲会の開催

活動実績 回 0

活動見込 回 18

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

22



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 110.0%

年度

県内事業者とクリエイターと
のマッチング件数

活動実績 件 11

活動見込 件 10

交付金事業の定性的な成果及び評価等

効果的な広報、事業の実施によりメディア露出数を増やすことができました。

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2年度 年度

令和2年度

デザインコン
テスト入賞商
品のメディア
露出数15件

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 23

目標値 件 15

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

153.3%

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します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 県下一円

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す。
このため、委託事業により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
します。
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 交付金事業の名称

9 県産品パッケージデザイン事業

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 観光交流局県産品振興戦略課

交付金事業の評価課室 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） ユナイトワン株式会社 15,343,000

交付金充当額 13,808,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 15,343,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 10.3% #DIV/0! #DIV/0!

年度

補助金交付決定件数（コンベ
ンション開催件数）

活動実績 件 4

活動見込 件 39

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、コンベンション開催が中止となり、成果目標に達しませんでした。

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2年度 年度

令和2年度

延べ宿泊者数
24,260人泊

延べ宿泊者数

成果実績 人泊 497

目標値 人泊 24,260

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

2.0%

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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、県内宿泊施設等で実施するコンベンションの開催費用に対して支援
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

○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。
　○各省庁と連携しながら、国際会議の誘致活動を実施します。

番号 交付金事業の名称

10 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



交付金事業の評価課室 観光交流局観光交流課

コンベンション・エクスカーション補助金 補助（公募） 2020年室内環境学会学術大会 150,000

交付金事業の担当課室 観光交流局観光交流課

コンベンション・エクスカーション補助金 補助（公募） 第32回日本頭蓋底外科学会 150,000

コンベンション・エクスカーション補助金 補助（公募） 白河商工会議所青年部 150,000

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・エクスカーション補助金 補助（公募） 第14回日本禁煙学会学術総会 150,000

交付金充当額 600,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 600,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 0.0% #DIV/0! #DIV/0!

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 0

活動見込 人泊 19,740

交付金事業の定性的な成果及び評価等

令和2年度内に渡航制限が解除されることを見据えて準備を進めていたものの、渡航制限が解除されず、本県
への訪日旅行客がいなかったことから、成果目標に達しませんでした。

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2年度 年度

令和2年度

外国人旅行者
消費額

1,184,400千円

外国人旅行者
消費額

成果実績 千円 0

目標値 千円 1,184,400

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

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県

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支援するため、県内への旅行商品造成について支援します。

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

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～令和2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　令和2年200,000人泊

番号 交付金事業の名称

11 福島インバウンド旅行商品造成支援事業

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 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

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

旅行商品造成に係る補助事業の委託 単独随意契約 公益財団法人福島県観光物産交流協会 1,028,500

交付金充当額 1,028,500

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 1,028,500



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

　

3 地域まるごと低炭素化推進事業 福島県 30,730,294 27,176,000

備　考

1 福島県

2

60,000,000 60,000,000

番号

福島県 13,981,760

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

交付金事業の名称

福島ゆかりのコンテンツによる地域活力創造事業

ふくしまサッカーチャレンジプロジェクト事業

交付金充当額

13,981,760



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 % 72.4% #DIV/0! #DIV/0!

年度

アプリのダウンロード数

活動実績 件 10,867

活動見込 件 15,000

交付金事業の定性的な成果及び評価等

特撮文化推進事業実行委員事業は、ワークショップ等、接触が多いものが多く、事業そのものを中止することとしました。しかしウルトラ
ふくしま事業は、少人数で屋外の写真撮影であり、さらにアプリでの注意喚起、景品引換施設での対応等、感染拡大防止対策を徹底して実
施したことで、コロナ禍で外出を制限される県民に、外出する機会を提供することができました。また、事業のアンケートにおいても「コ
ロナ禍でも安心して外出できた」「コロナ禍でこういったイベントはありがたい」等の意見を数多くいただきました。結果、当初目標には
届かなかったものの2019年度(112,000人)を超える交流人口となり、コンテンツを活用した地域活力の創出が図られました。

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2年度 年度

令和2年度

コンテンツ関連
事業を通じた交

流人口数
200,000人

コンテンツ関連
事業を通じた交

流人口数

成果実績 人 130,086

目標値 人 200,000

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

％ 65.0%

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 県下一円

交付金事業の概要

本県須賀川市出身の「特撮の神」と称される円谷英二監督が生み出したウルトラマンや特撮やアニメ等のコンテン
ツを地域の宝として見直す機運を醸成しつつ、これを有効に活用しながら福島県全域の活力創出を図るとともに、
人材の育成を推進するため、ウルトラふくしま2020実行委員会や特撮文化推進事業実行委員会が実施する取組へ負
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

番号 交付金事業の名称

1 福島ゆかりのコンテンツによる地域活力創造事業

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

事業開催のための負担金の支出 実行委員会との覚書締結 ウルトラふくしま2020実行委員会 60,000,000

交付金充当額 60,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 60,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態宣言が発出された地域等からの指導者派遣及びチームの招聘ができない場合があり、
指導者派遣等の回数及び県外チーム招聘数は目標値に達しませんでしたが、新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら可能な限り、
指導者派遣等の実施及び県外チームを招聘してのサッカー大会等を開催し、県内サッカーの振興とサッカーを通じた地域活性化を図りま
した。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 96.0%

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。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 チーム 24

目標値 チーム 25

令和2年度

①指導者派遣
等回数：45回

指導者の派遣回
数

成果実績 回 33

目標値 回 45

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

73.3%

②県外から招
聘するチーム
数：25チーム

県外から招聘招
聘するチーム数

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 県下一円

交付金事業の概要

　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、下記の事業を実施します。
①「ふくしまサッカーチャレンジ塾」事業（委託料）
②「Jヴィレッジ杯」事業（負担金）

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

番号 交付金事業の名称

2 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



交付金事業の評価課室 企画調整部地域政策課

Ｊヴィレッジ杯開催 負担金 株式会社Ｊヴィレッジ 8,785,140

交付金事業の担当課室 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

ふくしまサッカーチャレンジ塾事業委託 随意契約 株式会社Ｊヴィレッジ 5,196,620

交付金充当額 13,981,760

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 13,981,760

達成度 75.5% #DIV/0! #DIV/0!

事業実施回数
（指導者派遣（回）＋大会開催
（回））

活動実績 回 37

活動見込 回 49

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



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

交付金事業の定性的な成果及び評価等

補助金交付件数、CO2削減量ともに目標値を達成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

令和2年度

本事業における
年間CO2削減量
171.5t-CO2

本事業における
年間CO2削減量

成果実績 t-CO2 224

目標値 t-CO2 171

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

131%

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 県下一円

交付金事業の概要

地域における低炭素化の推進のため、温暖化対策に係る実行計画を策定する市町村及び省エネルギーに取り組む民間事業者を支援し
ます。
１　地域まるごと省エネ計画支援事業
　⑴　市町村向け省エネ設備補助
　　ア　補助率　2/3
　　イ　補助上限額　1,300千円
　⑵　計画策定に係る専門家派遣
　⑶　計画策定研修会の開催
２　事業者向け省エネ対策推進事業
　⑴　補助率　1/3～1/2
　⑵　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。

番号 交付金事業の名称

3 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



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

事業者向け補助金 審査の上交付決定 株式会社島工業　その他33件 25,580,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

専門家派遣等業務委託 一般競争入札 株式会社知識経営研究所 5,150,294

交付金充当額 27,176,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 30,730,294

達成度 113.3% #DIV/0! #DIV/0!

年度

補助金交付件数

活動実績 件 34

活動見込 件 30

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



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

　

18,029,869

25,965,500 25,965,500

2 医科大学会津医療センター医療体制整備事業 福島県 103,626,600 100,263,000

番号
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
交付金事業の名称

医科大学スキルラボシミュレータ更新事業

交付金充当額 備　考

1 福島県

21 福島県青少年会館修繕事業費補助金 福島県 26,957,000 26,957,000

11

19

3 会津大学機器・設備等更新事業 福島県 64,927,860 64,927,860

アクアマリン照明器具更新工事設計委託 福島県 4,794,658 4,794,658

12 荻野漕艇場改修工事 福島県 18,910,304 18,910,304

16 猪苗代湖流域魅力発信機能強化事業 福島県 18,964,000 18,964,000

17 国立公園自転車周遊推進事業 福島県 7,212,810 6,525,000

18 太陽の国交流センターエアコン設置工事 福島県 3,300,000 3,300,000

18,029,869

20 動物愛護センター等整備事業 福島県 5,561,600 5,005,000

感染症等健康被害防止対策に関する検査機能強化事業 福島県

4 チャレンジふくしま戦略的情報発信事業 福島県 498,300 498,300

5 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 0 0

6 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 18,334,000 18,334,000

7 Ｊヴィレッジ利活用促進事業 福島県 16,999,950 16,999,950

8 自家消費型再エネ導入モデル支援事業 福島県 26,421,000 22,421,000

9 水素利活用推進事業 福島県 13,934,302 13,934,302

10 スマートコミュニティ支援事業 福島県 13,550,000 13,500,000

13 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ復興レガシー事業 福島県 4,195,028 4,195,028

14 地方鉄道活性化による会津地域振興事業 福島県 10,923,000 10,923,000

15 オールふくしまECO推進プロジェクト 福島県 3,678,400 2,955,600



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

1 医科大学スキルラボシミュレータ更新事業

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 福島市光が丘（公立大学法人福島県立医科大学）

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臨床技能教育用機器（心臓病診察シミュレ－タ「イチロ
－」、胸部診察トレ－ニングシミュレ－タ「イチロ－プラス」、呼吸音聴診シミュレ－タ「ラング」、心エコ
－バ－チャルシミュレ－タ「VIMEDIX」各一式）の経年劣化等による機器更新のために補助を行います。
実際の医療現場を模した教育環境の向上は、学生等が繰り返しシミュレ－タによる自己学習トレ－ニングの機
会が得られ、臨床能力や手技の獲得が可能になることから、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2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及び
成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度

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します。

令和2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

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

教育機器更新数

活動実績 式 4

活動見込 式 4

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 25,965,500

交付金充当額 25,965,500

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

福島県公立大学法人補助金交付要綱 補助 公立大学法人福島県立医科大学 25,965,500

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2年度）

番号 交付金事業の名称

2 医科大学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

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

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
の整備に係る補助を行います。
　(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) 運動機能障害等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2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及び
成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度

97.6%

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

平均在院日数
12.0日

平均在院日数

成果実績 日 12.3

目標値 日 12.0

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

院内クラスタ－発生に伴う入院患者のPCR検査結果待ち等により在院日数が増加したため目標を下回りました。

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2年度 年度 年度

補助事業による医療機器の整
備・更新件数

活動実績 式 15

活動見込 式 15

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 103,626,600

交付金充当額 100,263,000

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

福島県公立大学法人補助金交付要綱 補助 公立大学法人福島県立医科大学 103,626,600

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2年度）

番号 交付金事業の名称

3 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 会津若松市一箕町（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で老朽化による不具合の発生リスクを解消し、教育研究環境の改善・充実を図る
ため、更新費用に対し補助を行います。
　（1）講義室機器等整備　　　 3式
　（2）設備更新　　　　　　　 3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2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及び
成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度

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します。

令和2年度

施設設備等の
不具合の発生

0件

施設設備等の
不具合の発生

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

計画通り整備し、教育研究環境の改善・充実を図り、施設設備等の不具合の発生を防止することができまし
た。これにより、授業中断の減少・授業効率化・実習内容の広範化が図られ、学生の学習環境を改善できまし
た。また、施設の安全性・利便性が向上し、より地域貢献に資することができる環境となりました。

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2年度 年度 年度

教育研究等機器・設備更新数

活動実績 式 20

活動見込 式 20

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 64,927,860

交付金充当額 64,927,860

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

福島県公立大学法人補助金交付要綱 補助 公立大学法人会津大学 64,927,860

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2年度）

番号 交付金事業の名称

4 チャレンジふくしま戦略的情報発信事業

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 福島県福島市杉妻町2－16（福島県庁県民ホール）

交付金事業の概要
本県の復興状況等を県内外等へ広く発信するため、福島県庁内県民ホールに県ＰＲ動画配信用のモニターや周
辺機器を設置します。

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

【主要施策】
　福島県復興計画（風評・風化対策プロジェクト）及び福島県風評・風化対策強化戦略
【目標】
　国内外への正確な情報発信の実現します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

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

％ 180.0%

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

県制作動画放
映数

20以上

県制作動画放
映数

成果実績 件数 36

目標値 件数 20

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

県が制作した動画を多くの来庁者に視聴してもらい、県の取り組みに触れてもらう機会を創出することができ
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 令和2年度 年度 年度

情報発信用モニター及び周辺
機器の設置

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2年度 年度 年度 備　考

総事業費 498,300

交付金充当額 498,300

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

物品購入 見積り合わせ（随意契約） (株)メディアシステム 498,300

交付金事業の担当課室 総務部広報課

交付金事業の評価課室 総務部広報課



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

6 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

交付金事業実施場所 県下一円

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

（※次期ふくしま創生総合戦略策定中のため、前期戦略を記載）
ふくしま創生総合戦略（平成27年度～令和元年度）
　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（令和2年度）

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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

#VALUE!

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します。

令和2年度

人口の社会増
減
±0

人口の社会増
減

成果実績 人 -6,074

目標値 人 ±0

達成度

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2年度

福島県遊休施設等活用事業補
助金の採択件数

活動実績 件 9 10 6

活動見込 件 10 9 6

達成度 90.0% 111.1% 100.0%



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 30,690,000 37,886,000 18,334,000

交付金充当額 30,690,000 37,886,000 18,334,000

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

事業補助 補助 補助事業者 18,334,000

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



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

7 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

交付金事業実施場所 県内一円

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、地域の交流拠点としてのJヴィレッジの
姿を発信することを目的としたイベントを開催します。
［イベント内容］
　地域住民を対象とした、生きがいづくり教室を開催する。定期的にJヴィレッジに住民が集まることのでき
る環境を提供することで、Jヴィレッジの地域交流拠点としての価値を高めることを目標とします。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
「新生Jヴィレッジ」復興・再整備計画
①本県復興のシンボルとして、2020年東京オリンピック・パラリンピックの前年である2019年4月までに、世
界に誇るナショナルトレーニングセンターとしての再生を目指します。
②常に利用者が満足する世界トップクラスの施設とサービスを提供し、持続可能な経営の実現を目指します。
③2020年には、年間施設利用者数を震災前の水準以上に戻すことを目指します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

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

46.0%

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。

令和2年度

Jヴィレッジ施
設の年間施設
利用者数
50万人

Jヴィレッジ施
設の年間施設

利用者数

成果実績 万人 23

目標値 万人 50

達成度

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感染症の影響により、目標には届かなかったものの、施設の多様な利活用方法を周知でき
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

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

教室の開催回数

活動実績 回 16

活動見込 回 12

達成度 133.3% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 16,999,950

交付金充当額 16,999,950

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

生きがいづくり教室開催業務委託 公募型プロポーザル方式による随意契約 株式会社ル・プロジェ 16,999,950

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2年度）

番号 交付金事業の名称

8 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

交付金事業実施場所 県下一円

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」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

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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

令和3年度まで継続した事業実施を見込んでいることから、令和3年度に評価を実施します。

令和3年度

導入された設
備の平均稼働
率（稼働予定
日に対する実
稼働日数）
90％

導入された設
備の平均稼働
率（稼働予定
日に対する実
稼働日数）

成果実績

目標値 ％ 90

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

補助交付決定数

活動実績 件 4

活動見込 件 2

達成度 200.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 26,421,000

交付金充当額 22,421,000

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

補助金の交付 公募採択

太陽工業㈲ 4,143,000

米屋企業㈱ 9,695,000

㈱ACDC 3,165,000

㈱いちい 9,418,000

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2年度）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 0.0%

評価年度の設定理由

令和4年度まで継続した事業実施を見込んでいることから、令和4年度に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績

目標値 件 3

令和4年度

令和4年度の稼
働率80％

令和4年度の稼
働率

成果実績

目標値 ％ 80

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4年度まで
の燃料電池バ
ス導入支援3件

令和4年度まで
の燃料電池バ
ス導入を支援

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 県下一円

交付金事業の概要
①水素利用設備の普及推進に向け県有施設等に設置した水素利用設備の稼働状況をＰＲします。
②水素エネルギーの利活用を推進するため、民間事業者の行う燃料電池バスの導入に係る費用に対して補助し
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

・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3期：「県有施設等へ率先して水素利用設備を導入する
とともに、市町村等における導入の支援を行います。」
・福島県再生可能エネルギー推進アクションプラン第3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、モビリティ利用の普及拡大を図りま
す。」

番号 交付金事業の名称

9 水素利活用推進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



3,792,467

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

水素利用設備の稼働ＰＲ業務委託
随意契約 （公財）福島県都市公園・緑化協会 10,141,835

随意契約 (株)Jヴィレッジ

交付金充当額 13,934,302

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 13,934,302

261

達成度 0.0% 0.0% 0.0%

導入されたバス車両の年間稼
働日数（点検に要する日数を
含む）

活動実績 日 0

活動見込 日 261 261

261

達成度 78.5% 0.0% 0.0%

燃料電池の年間稼働日数（点
検に要する日数を含む）

活動実績 日 205

活動見込 日 261 261
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



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

10 スマートコミュニティ支援事業

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 県下一円

交付金事業の概要 スマートコミュニティの全県大への拡大のため、地産地消型の再エネ導入を支援します。

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す」

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

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

令和3年度まで継続した事業実施を見込んでいることから、令和3年度に評価を実施します。

令和3年度

国補助申請へ
ステップアッ
プした件数2件

国補助申請へ
ステップアッ
プした件数

成果実績 件

目標値 件 2

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

補助交付決定数

活動実績 件 3

活動見込 件 3

達成度 ％ 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 13,550,000

交付金充当額 13,500,000

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

交付金補助 公募 ㈱日本能率協会コンサルティング　その他2件 13,550,000

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2年度）

番号 交付金事業の名称

11 アクアマリン照明器具更新工事設計委託

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 いわき市小名浜字辰巳町地内

交付金事業の概要
ふくしま海洋科学館（アクアマリンふくしま）の施設利便性向上及び利用者サービスの向上のため、館内照明
器具のLED化工事のための設計委託を行います。

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】
　地球温暖化対策計画に即して、平成28年に政府実行計画が策定され、温室効果ガス排出の抑制等のため、照
明器具のLED化が推進されている。これを背景に、ふくしま海洋科学館（アクアマリンふくしま）において
も、来場者の安全・安心を維持しながら、館内における展示や体験の場を提供するために照明器具の更新を行
います。
【目標】
　工事終了後の館内消費電力10％削減

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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

令和３年度以降の工事着手を予定しているため。

令和3年度

施工対象箇所
消費電力
10％削減

施工対象箇所
消費電力

成果実績

目標値 ％ 10

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

設計図書の作成

活動実績 冊 1

活動見込 冊 1

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 4,794,658

交付金充当額 4,794,658

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

設計委託費 指名競争入札 株式会社和田建築設計事務所 4,794,658

交付金事業の担当課室 文化スポーツ局生涯学習課

交付金事業の評価課室 文化スポーツ局生涯学習課



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

12 荻野漕艇場改修工事

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 喜多方市高郷町

交付金事業の概要
荻野漕艇場第一艇庫の既存施設を改修し、多目的トイレやスロープ等を設置してバリアフリー化を図
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

福島県スポーツ推進基本計画（平成25年度～令和2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
② 公共スポーツ施設の有効活用
 高齢者や障がい者にも一層使いやすいように、平成28年４月に制定された「障害を理由とする差別
の解消の推進に関する法律」の趣旨に基づき、スポーツ施設における障がい者の不当な差別的取扱い
の防止や合理的配慮の取組などバリアフリーやユニバーサルデザインにも配慮した施設・設備の整備
を促進するとともに、利用者の利便性を図るなど、市町村に整備されている施設の有効活用に努めま
す。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

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!

評価年度の設定理由

令和2年度中に改修予定のため。

令和2年度

利用者利便性
の向上

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

当該改修工事により、障がい者等を含む利用者の一層の利便性向上を図ることができました。
（利用者の利便性向上を図ることが重要であり、数値で評価することが困難なため定性評価としま
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2年度 年度 年度

修繕項目（箇所）

活動実績 箇所 4

活動見込 箇所 4

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 18,910,304

交付金充当額 18,910,304

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

改修工事（工事請負） 一般競争入札 鈴木綜合建設株式会社 12,718,397

改修工事（工事請負） 一般競争入札 東邦工業株式会社 6,191,907

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2年度）

番号 交付金事業の名称

13 東京2020オリンピック・パラリンピック復興レガシー事業

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

本県における東京2020オリンピック野球・ソフトボール競技開催を契機に、民間団体等の交流・連携の促進や子
ども達を対象とした競技体験機会の創出等に取り組み、大会後のレガシーの創出・継承に繋げることで、地域振
興と本県復興のさらなる加速化を図るため、次の事業を実施します。
①イベント開催
　子どもを対象とした競技体験・交流イベント
②補助事業
　オリンピック・パラリンピックのレガシーを創出・継承する取組に対する補助

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

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会復興推進ふくしまアクションプラン
【基本目標】基本目標1　前に進むふくしまの「魅力」発信
　　　　　　基本目標2　ふくしまの「誇り」の醸成
　　　　　　基本目標3　「未来」のふくしまの創造

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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

17.3%

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

東京2020大会を
契機とした人材
育成（イベント

集客数）
5,000人

東京2020大会
を契機とした
人材育成（イ
ベント集客

数）

成果実績 人 865

目標値 人 5000

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

新型コロナ感染症拡大の影響により事業中止や事業内容の縮小が生じたため、目標を下回りました。

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2年度 年度 年度

イベント開催数

活動実績 件 0

活動見込 件 3

達成度 0.0% #DIV/0! #DIV/0!

補助交付決定数

活動実績 件 5

活動見込 件 10

達成度 50.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 4,195,028

交付金充当額 4,195,028

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
（子ども対象の競技体験・交流）

負担金
ベースボールクリスマス2020in福

島実行委員会
2,161,028

レガシー創出大交流ステップアップ
補助金

公募 郡山市　その他４件 2,034,000

交付金事業の担当課室 文化スポーツ局オリンピック・パラリンピック推進室

交付金事業の評価課室 文化スポーツ局オリンピック・パラリンピック推進室



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

14 地方鉄道活性化による会津地域振興事業

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 只見線沿線地域（会津若松市、会津美里町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、只見町）

交付金事業の概要 委託事業により関係者を参集し、会津地域の地方鉄道を活用した広域的な振興計画を策定します。

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

ふくしま創生総合戦略
　観光コンテンツ魅力創出プロジェクト
　　地域資源の発掘磨き上げによる観光コンテンツの創出・交流人口の拡大
<数値目標>県内観光客入込数　46,893千人（H26）→62,400千人（H31）

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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

72.6%

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

奥会津地域へ
のツアー等参
加者数
6670人／年

奥会津地域へ
のツアー等参
加者数

成果実績 人 4,840

目標値 人 6,670

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、只見線沿線地域の現況調査や、先行的な取り組みや同様の課題を有する他の地方鉄道
等へのヒアリング調査を行い、只見線の全線運転再開を見据えた、地方鉄道活性化による会津地域の振興計画
の策定に取り組みました。
なお、成果実績のツアー等参加者数については、臨時列車やバスツアー等を実施しましたが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により予定より参加者数が伸びず、72.6%の達成度となりました。
来年度は、新型コロナウイルス感染症の影響も考慮しながら、引き続き会津地域へのツアー等参加者の拡大を
図ってまいります。

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2年度 年度 年度

調査実施数

活動実績 回 8

活動見込 回 3

達成度 266.7% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 10,923,000

交付金充当額 10,923,000

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

地方鉄道を活用した振興計画策定 随意契約（公募型プロポーザル） (株)ジェイアール東日本企画（渋谷区） 10,923,000

交付金事業の担当課室 生活環境部只見線再開準備室

交付金事業の評価課室 生活環境部只見線再開準備室



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 0.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

スローガン等の新聞掲載、チ
ラシ配布等による広報活動回
数

活動実績 0

活動見込 回 20

交付金事業の定性的な成果及び評価等

福島県地球温暖化対策推進計画の改定に合わせてロゴマーク等を策定し普及啓発を行う予定でしたが、新型コ
ロナの影響により改定時期が令和３年度にずれたため、令和２年度はロゴマーク等の検討を実施しました。令
和３年度はロゴマーク等を積極的に活用し、地球温暖化対策に関する全県的な機運醸成を進めます。

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2年度 年度

令和2年度

温室効果ガス
削減量：20t-
CO2

温室効果ガス
削減量

成果実績 t-CO2 0

目標値 t-CO2 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

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県内

交付金事業の概要
温室効果ガスの排出削減やごみの減量化など地球温暖化対策を県民総ぐるみで推進するため、他県等の地球温
暖化対策地域協議会について情報収集するとともに、地球にやさしい”ふくしま”県民会議の新たなロゴマー
クの案を制作します（委託事業）。

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
　１　人口減少・高齢化対策プロジェクト　－　④　くらしやすく活力あるまちづくり
○福島県地球温暖化対策推進計画
　温室効果ガス排出量（2013年度比）：2020年度△25％、2030年度△45％
○「福島県2050年カーボンニュートラル」宣言

番号 交付金事業の名称

15 オールふくしまECO推進プロジェクト

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

情報収集・ロゴマーク制作業務委託 随意契約（企画プロポーザル方式） ㈱ル・プロジェ 3,678,400

交付金充当額 2,955,600

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 3,678,400



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

16 猪苗代湖流域魅力発信機能強化事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 猪苗代湖流域

交付金事業の概要 猪苗代湖流域の生態系・自然史・景観等の魅力を発信する映像コンテンツ制作・配信を行います。

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

【主要政策・施策】
　猪苗代湖及び裏磐梯湖沼水環境保全推進計画
　　目標達成のための総合的な施策　　E　水環境保全意識の啓発、地域交流・水文化の形成（抜粋）
    (1) 環境学習の推進
　　　○　猪苗代湖及び裏磐梯湖沼の水環境に関する啓発用パネルの貸出し、啓発用冊子、
　　　　パンフレット等の作成・配付、啓発用ビデオの貸出しなど、環境教材の充実を図ります。
　　(3) 水文化資源の保存、水辺地を活用した地域イベント等の開催
　　　○　地域におけるさまざまな水と人との関わりや風土、歴史などを発掘して幅広く紹介し、
　　　　水を活かした地域の交流、連携を促進することにより、地域振興を図ります。
【目標】
　魅力発信による流域の交流の促進、水環境保全意識の啓発

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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

61.6%

評価年度の設定理由

福島県観光客入込調査における調査集計値点（道の駅　猪苗代）の来館者数の四半期分

令和2年度

配信先の施設
等における来

館者数
240,000人

配信先の施設
等における来

館者数

成果実績 人 147,914

目標値 人 240,000

達成度

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感染症の影響により、施設利用者が減少したものと思料されます。

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2年度 年度 年度

映像配信回数
活動実績 回 305
活動見込 回 240
達成度 127.1% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 18,964,000

交付金充当額 18,964,000

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

映像コンテンツ制作等 随意契約（公募もしくは提案） 株式会社トータルメディア開発研究所 18,964,000

交付金事業の担当課室 生活環境部水・大気環境課

交付金事業の評価課室 生活環境部水・大気環境課



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

17 国立公園自転車周遊推進事業

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 福島県耶麻郡北塩原村桧原　他

交付金事業の概要

　本県のシンボルである猪苗代湖や磐梯山等が位置する磐梯朝日国立公園において、広域周遊を促進するとともに
滞在時間を増加させるため、委託事業により公園内の景観や地形を活かしたサイクルコースを設定します。
　また、多言語コースマップやホームページを含む多様な媒体を活用した情報発信を行うことにより、国内外のサ
イクリストを含む個人旅行者を誘致します。

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

・「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針
「福島県内の自然資源活用による「ふくしまグリーン復興」の推進等、「福島再生・未来志向プロジェクト」の取
組を進める。」
・ふくしまグリーン復興構想
柱３　国立公園・国定公園を中心に福島県内を広く周遊する仕組みづくり
多様な移動手段の検討

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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

#VALUE!

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

会津地方観光客
の滞在時間
（3h以上）
95％

会津地方観光客
の滞在時間（3h
以上）

成果実績 ―

目標値 ％ 95

達成度

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感染拡大等の影響により調査が中止となったため、実績値不存在。
　地域のサイクリスト等関係者を巻き込みながらサイクリングコースの設定を行うとともに、部局連携によるモニ
ターツアーや動画配信等コースのプロモーションに取り組んだことにより、地域に根差した体験コンテンツを造成
することが出来ました。引き続きコースのプロモーション等の利活用に取り組み、サイクリスト等個人旅行者を誘
致するとともに、旅行者の滞在時間の増加を図ります。

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 令和2年度 年度 年度

サイクルコースの設定

活動実績 コース 5

活動見込 コース 4

達成度 125.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 7,212,810

交付金充当額 6,525,000

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

サイクルルートの設定及び情報発信 企画プロポーザル 株式会社ヤマップ 7,212,810

交付金事業の担当課室 生活環境部自然保護課

交付金事業の評価課室 生活環境部自然保護課



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

18 太陽の国交流センターエアコン設置工事委託事業

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
施設の労働者や利用者の生活環境の改善を図るため、太陽の国交流センターの厨房及び食堂に業務用エアコンを設
置します。

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

　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、コロニー型の県立社会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。
　それらの指定管理施設の中で、地域福祉を推進する交流拠点として利活用している太陽の国交流センターの厨房
及び食堂は高温多湿の環境下にあり、調理従事者の労務環境改善・衛生管理体制保持及び食堂の利用されるサービ
スの質の向上のため、エアコンの設置を実施します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

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

280.0%

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

年間の光熱費支
出

前年比20％削減

年間の光熱費支
出

成果実績 ％ 56

目標値 ％ 20

達成度

交付金事業の定量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

エアコン設置数

活動実績 台 2

活動見込 台 2

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 3,300,000

交付金充当額 3,300,000

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

エアコン設置工事発注業務委託 随意契約
社会福祉法人福島県社会福祉事業
団

3,300,000

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2年度）

番号 交付金事業の名称

19 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

交付金事業実施場所 福島市方木田字水戸内、他１件

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及び衛生検査所において、健康危機管理に即応で
きる検査体制を充実・強化させるために必要な超純水製造装置をはじめとする12機種15台の検査機器を整備
し、県民の健康被害防止を図ります。

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】
　食肉衛生検査所及び衛生研究所を強化する機器等を整備し、迅速で正確な検査結果の提供により、感染症等
の発生及び食の安全・安心確保並びに感染症等に関する注意喚起を行うことで、県民の健康被害の防止を図り
ます。
　・令和２年度福島県食品衛生監視指導計画
　・食中毒発生時の原因究明調査事業
　・感染症発生動向調査事業
【目標】
　目標とする検査実施件数については、感染症や食中毒事件の発生状況等により、年度毎に実績に変動が生じ
ることから、食肉衛生検査所及び衛生研究所における過去3年度（平成29年度～令和元年度）分の検査実施件
数の平均値を目標値とします。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

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

156.3%

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2年度

令和2年度にお
ける検査実施
件数10743件

令和2年度にお
ける検査実施
件数

成果実績 件 16,791

目標値 件 10,743

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

検査機器12機種15台の整備

活動実績 台 15

活動見込 台 15

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 18,029,869

交付金充当額 18,029,869

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

迅速乾燥装置　ドライシェルフ 随意契約（見積合わせ） 株式会社小関秀雄商店 727,419

投げ込み式恒温装置・試験槽 随意契約（見積合わせ） 株式会社小関秀雄商店 298,100

超純水製造装置 一般競争入札 宝化成機器株式会社 3,003,000

ダクトレスフード 随意契約（見積合わせ） 株式会社小関秀雄商店 916,300

薬用保冷庫 随意契約（見積合わせ） 宝化成機器株式会社 360,250

超音波ピペット洗浄器 随意契約（見積合わせ） 株式会社小関秀雄商店 418,000

乾熱滅菌器 随意契約（見積合わせ） 宝化成機器株式会社 231,000

原子吸光光度計 一般競争入札 宝化成機器株式会社 7,700,000

冷凍冷蔵庫 随意契約（見積合わせ） 宝化成機器株式会社 1,116,500

ロータリーエバポレーター 随意契約（見積合わせ） 株式会社小関秀雄商店 1,463,000

超純水精製機能付き蒸留水製造装置 随意契約（見積合わせ） 株式会社小関秀雄商店 1,276,000

純水製造装置 随意契約（見積合わせ） 宝化成機器株式会社 520,300

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



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

20 動物愛護センター等整備事業

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 田村郡三春町大字上舞木、会津若松市大戸町

交付金事業の概要 福島県動物愛護センター及び会津地区犬・猫保護管理所の改修工事を行います。

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

　「福島県動物愛護管理推進計画」において、動物の愛護と管理に関する施策の拠点施設として「福島県動物
愛護センター等」を定め、収容した犬及び猫の所有者への返還と新しい飼い主への譲渡を進めることとしてい
ます。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

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!

評価年度の設定理由

ドックランフェンス改修による逸走防止効果を１年間かけて評価するため。

令和3年度

収容動物の
逸走件数

0件

収容動物の
逸走件数

成果実績 件

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２年度 年度 年度

工事の実施箇所数

活動実績 箇所 5

活動見込 箇所 5

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 5,561,600

交付金充当額 5,005,000

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

ドックランフェンス改修工事 随意契約（見積り合わせ） 株式会社 内藤工業所 2,499,200

給排水管接続工事 随意契約（見積り合わせ） 株式会社 内藤工業所 246,400

アルミフロント工事 随意契約（見積り合わせ） 株式会社 内藤工業所 1,166,000

抑留棟屋根増設工事

随意契約（見積り合わせ） 滝谷建設工業株式会社 1,650,000

排水側溝改修工事

交付金事業の担当課室 保健福祉部食品生活衛生課

交付金事業の評価課室 保健福祉部食品生活衛生課



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

1 4

達成度 100.0% 100.0% 0.0%

令和3年度

補助対象工事数

活動実績 件 4 1

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 令和2年度

令和4年度

研修室利用件
数の向上
3279件

研修室利用件
数の向上

成果実績

目標値 件 3279

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

現在の法人事業計画の最終年度のため

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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
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～令和２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～R2累計]

番号 交付金事業の名称

21 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 26,957,000

交付金充当額 29,052,000 6,039,000 26,957,000

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 29,052,000 6,048,000 26,957,000



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

　

23 聴力検査機器整備事業 福島県 4,904,900 4,904,900

22 県立学校給食調理設備の更新・整備 福島県 11,570,900 11,570,900

21 県立特別支援学校学習環境整備事業 福島県 18,864,890 18,864,890

4 福島県オリジナル清酒製造技術の開発 福島県 25,270,300 25,270,000

2 新製品・新技術開発促進事業 福島県 8,983,806 8,166,000

3 ハイテクプラザ機器整備事業 福島県 19,140,000 19,140,000

5 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 16,069,659 16,069,659

6 ふくしま県産品販路開拓事業 福島県 55,762,065 29,787,065

7 伝統文化を活用したインバウンド誘客拡充事業 福島県 29,148,900 14,553,017

8 農業総合センター試験研究機器更新事業 福島県 68,266,000 68,266,000

9 畜産研究所設備等更新事業 福島県 22,155,100 22,155,100

10 福島牛ブランド力向上対策事業 福島県 49,995,000 49,995,000

11 日中ダム管理事業 福島県 3,967,000 1,943,830

12 緊急現道対策事業 福島県 349,947,400 150,000,000

13 あづま総合運動公園運動器具等整備事業 福島県 46,395,800 46,395,800

14 防災緑地施設等整備事業 福島県 8,749,400 8,749,400

15 福島空港公園施設等整備事業 福島県 38,897,100 37,100,000

16 あづま総合体育館内部壁修繕事業 福島県 49,808,000 49,808,000

85,477,208

17 県立学校高効率照明改修事業 福島県 160,334,900 160,334,900

23,236,843

県立学校施設外壁診断調査事業19 福島県 36,819,200 36,819,200

1 福島県

20 グローバル人材を育成する英語教育強化事業 福島県 25,879,180

18 県立学校老朽化施設設備改修事業 福島県 89,688,500

8,590,450 7,731,000

番号
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
交付金事業の名称

企業誘致活動・広報強化事業

交付金充当額 備　考



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業の最終目標（700件）を上回ることができました。以降も効果的な施策を展開し企業誘致を図りま
す。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

令和2年度

敷地面積1,000
㎡以上の工場
の新設・増設
に関する届出
件数700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 735

目標値 件 700

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

105.0%

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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、委託事業により本県の企業立地環境等をＰＲする広報活動を行います。併せて、
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。

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～令和2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～令和2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

1 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



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

業務委託 随意契約（公募） 株式会社ル・プロジェ 3,299,450

交付金充当額 7,731,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 8,590,450

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

広告等製作・掲載（一式）
パンフレット・ガイドマップ作成
（一式）

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2年度 年度

業務委託 随意契約（見積り合わせ） 株式会社写真企画 346,500

業務委託 随意契約（公募） 株式会社ジェイアール東日本企画 4,944,500



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

2 新製品・新技術開発促進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県

交付金事業実施場所 県内一円

交付金事業の概要
公益財団法人福島県産業振興センターで実施する事業県内中小企業の新製品・新技術及びその構想について、
市場調査、事業可能性調査及び開発を支援する補助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

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。
【目標】
訴求力のある商品や基盤技術の開発支援、販路開拓、県産品の価値向上

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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

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。

令和5年度

助成金交付後3
年以内の助成
事業者の事業
化達成率40％

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 ％

目標値 ％ 40

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

公益財団法人福島県産業振興セン
ターにおける補助件数

活動実績 件 8

活動見込 件 10

達成度 80.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 8,983,806

交付金充当額 8,166,000

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

新製品・新技術開発促進事業費補助金 補助 公益財団法人福島県産業振興センター 8,983,806

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



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

3 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

交付金事業実施場所 郡山市待池台　ほか１件

交付金事業の概要
ものづくり現場における製品の信頼性確保に必要な精密万能試験機及び万能試験機用ビデオ伸び計をハイテク
プラザに整備（更新）し、技術指導と合わせて企業の利用に供することにより、企業の競争力強化を図りま
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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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

174.7%

評価年度の設定理由

成果実績を測定し次第、評価を実施します。

令和2年度

導入機器の利
用時間数(合
計)150時間

導入機器の利
用時間数(合

計)

成果実績 時間 262

目標値 時間 150

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

計画どおりに機器を導入し、成果目標を達成しました。機器導入により高度な技術相談への対応も可能とな
り、地域製造業の振興に役立っています。

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2年度 年度 年度

機器導入数

活動実績 台 2

活動見込 台 2

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 19,140,000

交付金充当額 19,140,000

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

精密万能試験機の購入 一般競争入札 株式会社アオバサイエンス郡山支店 5,060,000

万能試験機用ビデオ伸び計の購入 一般競争入札 株式会社アオバサイエンス郡山支店 14,080,000

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



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

4 福島県オリジナル清酒製造技術の開発

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

交付金事業の概要

　県産清酒のオフフレーバーを抑制する技術開発に必要となる高速液体クロマトグラフ質量分析計、大容量高
速遠心分離機及び吟醸用搾り機を導入し、オフフレーバーの原因物質の特定及び酒造現場で利用できる管理指
標への応用を図ります。
　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」清酒の製造マニュアルの高度化を
図り、県内酒造場へ周知することによって、更なる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きます。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

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

本事業で導入する機器を3年間にわたり研究開発及び成果移転で活用することにより成果を創出するため。

令和5年度

清酒の出荷量
震災前の90％
の清酒出荷量
14,640kL

清酒の出荷量
震災前の90％
の清酒出荷量

成果実績

目標値 kL 14,640

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

導入機器を活用した研究開発が計画どおり進捗しています。評価年度（令和5年度）に向けて、研究開発とそ
の成果移転を進め、成果目標の達成を目指します。

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2年度 令和3年度 令和4年度

機器導入数

活動実績 台 3

活動見込 台 3 2 2

達成度 100.0% 0.0% 0.0%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 令和3年度 令和4年度 備　考

総事業費 25,270,300 9,520,500 16,500,000

交付金充当額 25,270,000 9,520,000 16,500,000

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

液体クロマトグラフ質量分析装置の購入 一般競争入札 美和電気工業株式会社 21,780,000

大容量高速遠心分離機の購入 一般競争入札 宝化成機器株式会社 2,805,000

吟醸用搾り機の購入 随意契約 有限会社塚本鑛吉商店 685,300

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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

番号 交付金事業の名称

5 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

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、委託事業により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
誘致します。併せて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するため、医療手技トレーニ
ング機器を整備します。

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

福島県復興計画（第3次）
ⅰ 復興へ向けた重点プロジェクト　8 新産業創造プロジェクト　2 医療関連産業の集積
　日本をリードする医療関連産業の一大拠点化を図るため､“ふくしま医療機器開発支援センタ－”を核とし
た製品開発や事業化の支援や県内企業の新規参入の促進､海外企業の誘致などを進めていきます。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

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

183.3%

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

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 55

目標値 人／年 30

達成度

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感染拡大の影響を受け、当初予定していた県外の大学教授によるトレーニングが中止と
なりました。医療手技トレーニングという性質上、オンラインなどで代替することは不適当である事から、県
内の医療従事者を中心に内視鏡外科領域の医療手技トレーニングを実施し、結果として成果目標を上回る実績
を達成しました。
・トレーニング備品（内視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2年度

医療手技トレーニングの実施

活動実績 回 2

活動見込 回 2

達成度 100.0%

内視鏡脊椎手術トレーニング
機器購入

活動実績 式 2

活動見込 式 1

達成度 200.0%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 16,069,659

交付金充当額 16,069,659

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

医療トレーニング誘致業務委託 随意契約（競争不適） 一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構 5,450,259

内視鏡脊椎手術トレーニング機器購入 条件付一般入札 サンセイ医機株式会社 10,619,400

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



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

6 ふくしま県産品販路開拓事業

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、首都圏等

交付金事業の概要

1　大型展示会等活用事業
  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。
2　ふくしま商品開発・販路開拓支援事業
　伝統的工芸品や繊維・木工・クラフト製品等の商品力向上を図るため、県内事業者、団体、組合、市町村等
が行う取組を支援します。
　また、食品関係の県内事業者が抱える商品開発、販路開拓等の課題解決に向け、専門家の派遣等を行いま
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

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

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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

１事業者当た
り商談成立件

数3.5件

１事業者当た
り商談成立件

数

成果実績 件 0

目標値 件 3.5

達成度

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感染症の影響により、展示会来場者数は大幅に減り、効果的な商談が出来ませんでした。
展示会終了後も出展事業者は個々にバイヤーと商談を行っており、７月に再度成果を確認予定です。

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2年度 年度 年度

展示会への出展（食品・工芸
品）

活動実績 回 2

活動見込 回 3

達成度 66.7% #DIV/0! #DIV/0!

補助交付決定数

活動実績 件 12

活動見込 件 12

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 55,762,065

交付金充当額 29,787,065

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

大型展示会等活用事業（食品） 随意契約（企画プロポーザル方式） （株）電通東日本 33,704,000

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 3,795,165

専門家派遣事業 随意契約（企画プロポーザル方式） （株）第一プログレス 11,262,900

ふくしま再生支援事業補助金 公募 大堀相馬焼協同組合　他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

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2年度）

番号 交付金事業の名称

7 伝統文化を活用したインバウンド誘客拡充事業

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 福島市松浪町

交付金事業の概要
震災等による風評を払拭し、インバウンドを中心に国内外からの観光誘客を拡大するため、各伝統工芸品等の
産地や世界的なデザイナーと連携して、本県の伝統工芸品や歴史、文化、県産品等を国内外に発信するととも
に、展示・体験等を通じて観光や県産品の魅力を体感できるイベントを実施します。

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「ふくしま新生プラン」（平成２５年度～令和２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　令和２年２００，０００人泊

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

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

389.4%

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します。

令和2年度

在日外国人メディア
による海外への事後
発信に対するリーチ

数150万件

在日外国人メディア
による海外への事後
発信に対するリーチ

数

成果実績 件 5,841,677

目標値 件 1,500,000

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



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

イベント開催

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2年度 年度 年度 備　考

総事業費 29,148,900

交付金充当額 14,553,017

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イベント開催 随意契約（プロポーザル） 株式会社ジェイアール東日本企画仙台支店 29,148,900

交付金事業の担当課室 商工労働部観光交流局観光交流課、県産品振興戦略課

交付金事業の評価課室 商工労働部観光交流局観光交流課、県産品振興戦略課



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

8 農業総合センター試験研究機器更新事業

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 福島県福島市飯坂町、郡山市日和田町、河沼郡会津坂下町

交付金事業の概要 農業総合センター各公所の試験研究用備品について、老朽化等に伴う更新を行います。

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2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及び
成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度

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します。

令和2年度

試験研究実施
課題数91課題

試験研究実施
課題数

成果実績 課題 91

目標値 課題 91

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

試験研究用機器の更新により、試験・分析等の精度及び効率性が向上し、より良い成果を公表できるため、県
農業振興に資することが可能となりました。

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2年度 年度 年度

備品購入件数

活動実績 台 7

活動見込 台 8

達成度 87.5% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 68,266,000

交付金充当額 68,266,000

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

試験研究備品購入
（スピードスプレーヤ）

一般競争入札 栃窪農機(株) 5,555,000

試験研究備品購入
（液体クロマトグラフィー）

一般競争入札 宝化成機器(株) 4,158,000

試験研究備品購入
（液体クロマトグラフィー）

一般競争入札 宝化成機器(株) 4,895,000

試験研究備品購入
（有機微量元素分析装置）

一般競争入札 (株)東栄科学産業 10,648,000

試験研究備品購入
（イオンクロマトグラフ）

一般競争入札 (株)東栄科学産業 14,465,000

試験研究備品購入
（有機酸分析装置）

一般競争入札 宝化成機器(株) 24,178,000

試験研究備品購入
（気象観測装置）

一般競争入札 (株)東栄科学産業 4,367,000

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



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

設備・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

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

令和3年度

試験研究に係
る各作業時間
（日数）の短

縮
作業短縮時間
１時間/日

試験研究に係
る各作業時間
（日数）の短

縮

成果実績 時間

目標値 時間 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

0.0%

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ず、評価困難なため。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島市荒井、耶麻郡猪苗代町大字蚕養

交付金事業の概要 農業総合センター畜産研究所の試験研究用の設備・備品の更新。

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

9 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



交付金事業の担当課室 農林水産部畜産課

交付金事業の評価課室 農林水産部畜産課

物品購入（テッダー） 条件付一般競争入札 エム・エス・ケー農業機械（株） 1,430,000

物品購入（牧草用ラッピングマシーン） 条件付一般競争入札 日本ニューホランド（株）福島営業所 3,718,000

物品購入（ブロードキャスター） 条件付一般競争入札 エム・エス・ケー農業機械（株） 1,433,300

物品購入（４tユニック車） 条件付一般競争入札 いすゞ自動車（株） 12,540,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

物品購入（マニュアスプレッダー） 条件付一般競争入札 エム・エス・ケー農業機械（株） 3,033,800

交付金充当額 22,155,100

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 22,155,100



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

設備・備品整備数

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

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

令和3年度

ゲノミック評
価実施頭数
600頭/年

ゲノミック評
価実施頭数

成果実績 頭

目標値 頭 600

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

導入年度は、通年での稼働できず、評価困難なため。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島市荒井

交付金事業の概要 農業総合センター畜産研究所に福島牛のブランド力向上に資するゲノム分析に必要な機器の整備。

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”
　　県産農林水産物の生産性・品質向上に関する取組
　　「ふくしまの恵みイレブン」など、主要農産物の生産性と品質の向上を図る取組を推進します。

番号 交付金事業の名称

10 福島牛ブランド力向上対策事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 農林水産部畜産課

交付金事業の評価課室 農林水産部畜産課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

物品購入（ゲノム分析機器） 条件付一般競争入札 ㈱レイテストサイエンス 郡山営業所 49,995,000

交付金充当額 49,995,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 49,995,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 箇所 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

警報局舎の耐水化
ダム施設の整備補修・更新

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

ダム下流警報局舎耐水化工事の実施予定箇所が完了し、緊急時の地域住民への迅速な周知体制が確保されまし
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2年度 年度

令和2年度

日中ダム警報
局舎耐水化率

100%

日中ダム警報
局舎耐水化
率：実績／計

画×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

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県喜多方市熱塩加納町

交付金事業の概要 日中ダム下流の警報局舎の耐水化工事（修繕）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

【主要政策】
社会資本整備計画（福島県土木部）
【目標】
水災害から安全で安心して暮らせる地域作りの推進（H28～R2）

番号 交付金事業の名称

11 日中ダム管理事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 農林水産部農村整備総室農地管理課

交付金事業の評価課室 農林水産部農村整備総室農地管理課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

警報局舎耐水化工事（修繕） 条件付き一般競争入札 (株)相模 3,967,000

交付金充当額 1,943,830

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 3,967,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 103.1% #DIV/0! #DIV/0!

年度

最小MCI値3.0以下区間の解消
L=7,500m(5ヶ年計画)

活動実績 ｍ 1546

活動見込 ｍ 1500

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

令和2年度

最小MCI値3.0
以下区間の解

消
L=1,500m

最小MCI値3.0
以下区間の解

消

成果実績 ｍ 1546

目標値 ｍ 1500

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

103.1%

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由 －

交付金事業実施場所 福島市（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、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=3,607.5m W=5.5～13.0m

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」とされております。

番号 交付金事業の名称

12 緊急現道対策事業

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

舗装補修工事 一般競争 志賀工業（株） 49,999,400

舗装補修工事 一般競争 志賀工業（株） 39,957,500

舗装補修工事 一般競争 堀江工業株式会社 49,995,000

舗装補修工事 一般競争 志賀工業（株） 49,998,300

舗装補修工事 一般競争 加藤建設株式会社 49,836,600

舗装補修工事 一般競争 田中建設株式会社 30,163,100

舗装補修工事 一般競争 多田建設株式会社 19,999,100

舗装補修工事 一般競争 東北建設株式会社 29,999,200

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

舗装補修工事 指名競争 有限会社川崎開発 29,999,200

交付金充当額 150,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 349,947,400



Ⅱ．事業評価個表（令和2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感染拡大防止対策により、施設を使用する大会やイベントが中止になったため、目標を下
回りました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

令和2年度

公園施設年間
利用者数
175万人

公園施設年間
利用者数

成果実績 万人 102

目標値 万人 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

58.3%

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島市佐原地内

交付金事業の概要
利用者のスポーツ需要への対応と安全で快適なスポーツ環境を確保することを目的に、あづま総合遠藤絵公園
の運動施設や運動器具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

【主要政策・施策】
ふくしまの未来を拓く県土づくりプラン（平成25年3月）
Ⅰ　安全で安心できる生活環境の確保
　第3編　施設別計画編　ビジョン3　適切な維持管理を行い、生活の安全・安心を守ります。
　　3-(8)　都市公園の適切な維持管理を行い、快適で安心して利用できる環境を守ります。
【目標】公園施設年間利用者数175万人

番号 交付金事業の名称

13 あづま総合運動公園運動器具等整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



備品購入 一般競争入札 (株)オノヤスポーツ 26,774,000

備品購入 一般競争入札 (株)オノヤスポーツ 10,487,400

（有）フクシマスポーツランド 2,387,000

備品購入 一般競争入札 （有）フクシマスポーツランド 2,007,500

交付金事業の担当課室 土木部まちづくり推進課

交付金事業の評価課室 土木部まちづくり推進課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

備品購入 一般競争入札 日建リース（株）福島支店 2,143,900

備品購入 一般競争入札

交付金充当額 46,395,800

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 46,395,800

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

備品購入数

活動実績 基 59

活動見込 基 59

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

備品購入 一般競争入札 （有）フクシマスポーツランド 2,596,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2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2年度

防災緑地設置
箇所数

10ヵ所以上

防災緑地設置
箇所数

成果実績 箇所 10

目標値 箇所 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

100.0%

評価年度の設定理由

県の主要政策・施策の目標設定年度と整合を図るため。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県相馬郡新地町埓木崎地内外

交付金事業の概要

　都市公園では、原子力発電所事故による影響からの復興や様々な地域振興イベントが開催され、防災緑地に
おいても地域住民の様々な活動や利活用の推進を図ることとしているが、これらイベント等の活動支援と参加
者の利便性・安全性の向上、自然環境の保全のため、案内標識や便益施設（便所）、管理施設（安全施設やリ
サイクル施設等）の整備・更新が求められています。
　このため、管理施設（案内板や転落防止柵、リサイクル施設備品）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

【主要政策・施策】
ふくしまの未来を拓く県土づくりプラン（平成25年3月）
Ⅰ　安全で安心できる生活環境の確保
　第3編　施設別計画編　ビジョン1　被災者の支援と被災地の復旧・復興に全力で取り組みます。
　　1-(5)　津波被災地の復興まちづくりを確実に進めます。
【目標】防災緑地を設置した箇所数　10ヵ所以上（R2）

番号 交付金事業の名称

14 防災緑地施設等整備事業

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 土木部まちづくり推進課

リサイクル施設備品購入 一般競争入札 コマツ福島(株) 3,377,000

交付金事業の担当課室 土木部まちづくり推進課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

案内板、転落防止柵整備 一般競争入札 (株)木元装建 5,372,400

交付金充当額 8,749,400

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 8,749,400

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

リサイクル施設備品購入

活動実績 基 2

活動見込 基 2

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

転落防止柵整備

活動実績 式 1

活動見込 式 1

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

案内板整備

活動実績 基 2

活動見込 基 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2年度 年度



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

整備施設数
（コート数、トイレ棟数）

活動実績 施設 7

活動見込 施設 7
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

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感染拡大防止対策により、施設を使用する大会やイベントが中止になったため、目標を下
回りました。

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

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため。

令和2年度

公園施設年間
利用者数
54万人

公園施設年間
利用者数

成果実績 万人 43

目標値 万人 54

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

79.6%

交付金事業の概要
　都市公園においては、利用者の増加及び公園利用者のレクリエーション活動の多様化による新たな施設の整
備と、老朽施設に対する安全性、快適性への不安解消が求められていることから、運動施設（テニスコート人
工芝更新）や便益施設整備（トイレ改修）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

【主要政策・施策】
ふくしまの未来を拓く県土づくりプラン（平成25年3月）
Ⅰ　安全で安心できる生活環境の確保
　第3編　施設別計画編　ビジョン9　すべての人にやさしい快適な生活空間を創出します。
　　9-(7)　都市公園の利用促進や都市緑化活動を推進します。
【目標】公園施設年間利用者数54万人

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

番号 交付金事業の名称

15 福島空港公園施設等整備事業

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 福島県須賀川市田中地内外



交付金事業の担当課室 土木部まちづくり推進課

交付金事業の評価課室 土木部まちづくり推進課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

運動施設等整備 一般競争入札 (株)セキネ設備 11,060,500

運動施設等整備 一般競争入札

交付金充当額 37,100,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 38,897,100

(有)田村建設 27,836,600



Ⅱ．事業評価個表（令和2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感染拡大防止対策により、施設を使用する大会やイベントが中止になったため、目標を下
回りました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

令和2年度

公園施設年間
利用者数
175万人

公園施設年間
利用者数

成果実績 万人 102

目標値 万人 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

58.3%

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島市佐原地内

交付金事業の概要
　あづま総合運動公園に設置された体育館は、年間約35万人が利用するスポーツレクリエーションの広域拠点
となっていますが、経年による老朽化が進み、昨年には内部タイル壁が剥落する事案が発生しており、利用者
の安全に支障を来たすことから、早急な修繕を行います。

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

【主要政策・施策】
ふくしまの未来を拓く県土づくりプラン（平成25年3月）
Ⅰ　安全で安心できる生活環境の確保
　第3編　施設別計画編　ビジョン3　適切な維持管理を行い、生活の安全・安心を守ります。
　　3-(8)　都市公園の適切な維持管理を行い、快適で安心して利用できる環境を守ります。
【目標】公園施設年間利用者数175万人

番号 交付金事業の名称

16 あづま総合体育館内部壁修繕事業

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 土木部まちづくり推進課

交付金事業の評価課室 土木部まちづくり推進課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

内部壁修繕 一般競争入札 (株)郡山塗装　福島支店 49,808,000

交付金充当額 49,808,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 49,808,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

内部タイル壁の修繕工事

活動実績 式 1

活動見込 式 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2年度 年度



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

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 施設 31

活動見込 施設 31

交付金事業の定性的な成果及び評価等

計画通り整備が完了し、施設の照度不足が解消され、学習環境が改善されました。
（社会要請により水銀電球をＬＥＤに交換するものであり、児童・生徒等において大きな変更を感じさせない
速やかな工事が重要であり数値で評価することが困難なため定性評価とします。）

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2年度 年度

令和2年度

学習環境の改
善

成果実績

目標値

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

施設 #DIV/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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 県下一円

交付金事業の概要 県立学校の体育館等の照明を水銀灯からLED等の高効率照明に改修します。

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

体育館等の照明設備には水銀灯が使用されているが、「水銀に関する水俣条約」により、令和2年（2020年）
に水銀灯の製造・輸入が禁止されることに伴い、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をLED等の高効率照明
に改修を行います。

番号 交付金事業の名称

17 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

大沼高校格技場照明改修工事設計委託 指名競争入札 (株)共同設計
代表取締役　田中冬至夫 517,000

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)和田建築設計事務所
代表取締役　和田聡史 1,870,000

福島南高校照明改修工事設計委託 指名競争入札 (有)八島企画設計　代表取締役　八島　一隆 1,254,000

猪苗代高校照明改修工事設計委託 指名競争入札 （株）山口設計
代表取締役山口剛 825,000

勿来高校第二体育館照明改修工事 条件付一般競争入札 (株)中央電業社
代表取締役　飛田　尚宏 12,199,000

勿来工業高校体育館照明改修工事 条件付一般競争入札 嵐電気工事株式会社
代表取締役 小宅 健 18,725,300

磐城桜が丘高校第一体育館照明改修工事 条件付一般競争入札 東新電気工業株式会社
代表取締役　遠藤　嘉行 12,331,000

いわき光洋高校体育館照明改修工事 条件付一般競争入札 東新電気工業株式会社　代表取締役　遠藤　嘉行 20,667,900

会津農林高校第一体育館外照明改修工事 条件付一般競争入札 ㈱富士工業商会
代表取締役　中島則弘 8,979,300

磐城高校南体育館照明改修工事 条件付一般競争入札 東新電気工業(株)
代表取締役　遠藤　嘉行 12,232,000

大沼高校第二体育館照明改修工事 条件付一般競争入札 （株）会津電気工事
代表取締役　佐藤脩一 6,985,000

川口高校格技場照明改修工事 条件付一般競争入札 株式会社会津電気工事　代表取締役　佐藤　脩一 3,135,000

光南高校第一体育館外照明改修工事 条件付一般競争入札 郡山電工㈱代表取締役　永井　博 16,214,000

西会津高校柔剣道場照明改修工事 条件付一般競争入札 有限会社千葉電機商会
代表取締役　千葉　衛 4,724,500

福島西旧体育館・武道場照明改修工事 条件付一般競争入札 （株）佐藤電気商会
代表取締役　佐藤　卓立
 13,018,500

福島東高校第一体育館・格技場照明改修工事 条件付一般競争入札 株式会社電工社
代表取締役　作田　謙太郎 13,006,400

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

福島高校第二体育館及び武道館照明改修工事 条件付一般競争入札 (株)須南電設　代表取締役　齋藤幸一 13,651,000

交付金充当額 160,334,900

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 160,334,900



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

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 4

活動見込 校 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2年度 年度

令和2年度

不具合等への
クレーム数
０件

不具合等への
クレーム数

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

件 #DIV/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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 会津農林高校（河沼郡会津坂下町大字羽林大畑）　他3件

交付金事業の概要

県立学校施設の老朽化した施設の改修工事等を行います。
　・会津農林高校鶏舎改築工事
　・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
　・平工業高校局所排気設備設置工事設計委託
　・二本松工業高校雨水排水調整池・排水調整迂回側溝設置工事設計委託

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

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ります。

番号 交付金事業の名称

18 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



交付金事業の評価課室 教育庁財務課施設財産室

二本松工業高校雨水排水調整池整備工事
地質調査業務委託 指名競争入札 （株）三本杉ジオテック 2,849,000

交付金事業の担当課室 教育庁財務課施設財産室

平工業高等学校溶接実習室局所排気設備
設計委託 指名競争入札 有限会社いわき設備設計事務所 770,000

二本松工業高校雨水排水調整池整備工事
測量設計業務委託 指名競争入札 （株）東昇コンサルタント 6,959,700

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（電気） 条件付一般競争入札 (株)中央電業社 10,120,000

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（機械） 条件付一般競争入札 (株)石田工業所 9,078,300

会津農林高等学校鶏舎改築（電気）工事 条件付一般競争入札 ㈱富士工業商会 14,888,500

会津農林高等学校鶏舎改築（機械）工事 条件付一般競争入札 ㈲永峰設備 4,191,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

会津農林高等学校鶏舎改築（建築）工事 条件付一般競争入札 ㈱丸庄工務所 40,832,000

交付金充当額 85,477,208

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 令和3年度 年度 備　考

総事業費 89,688,500



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 88.9% #DIV/0! #DIV/0!

年度

外壁調査診断実施校数

活動実績 校 16

活動見込 校 18

交付金事業の定性的な成果及び評価等

審査委員会決定に遅れが生じ、２校が実施できなかったため、目標を下回りました。

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2年度 年度

令和2年度

調査により対
応を要する実
施校における
対策検討率
100％

調査により対
応を要する実
施校における
対策検討率

成果実績 校 16

目標値 校 18

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

88.9%

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 橘高等学校（福島市宮下町）外17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

福島県総合計画「ふくしま新生プラン」（平成25～令和2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。

番号 交付金事業の名称

19 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



交付金事業の評価課室 教育庁財務課施設財産室

会津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） 935,000

交付金事業の担当課室 教育庁財務課施設財産室

好間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（株） 1,320,000

小高産業技術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 1,980,000

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（株） 2,585,000

勿来工業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） 1,430,000

会津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）南進測量 1,705,000

西会津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 3,135,000

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） 1,925,000

葵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） 5,335,000

湖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） 4,730,000

須賀川桐陽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） 1,432,200

福島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）アーバン設計福島営業所 907,500

安積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 1,413,500

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 3,410,000

福島明成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） 946,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

橘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） 3,630,000

交付金充当額 36,819,200

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 36,819,200



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

5,810 5,750

達成度 84.4% 88.7% 86.5%

令和2年度

本事業による英語民間試験受
検者数

活動実績 人 5,240 5,151 4,976

活動見込 人 6,210

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

令和2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 ％ 38

目標値 ％ 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

75.0%

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 県下一円

交付金事業の概要

　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することで、生徒自身
が実力を把握し学習方法の改善と総合的な英語力の向上を図るとともに、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、英語担当教員に対す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～令和2年度）令和2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。

番号 交付金事業の名称

20 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

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

英語民間試験実施及び結果分析業
務委託

一般競争入札 株式会社ベネッセコーポレーション 25,879,180

交付金充当額 23,949,760 24,199,350 23,236,843

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 平成31年度 令和2年度 備　考

総事業費 23,949,760 26,780,667 25,879,180



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

成果実績を測定し次第、評価を実施します。
交付金事業の定性的な成果及び評価等

　児童生徒数551人、地域支援センター相談件数813件とほぼ目標を達成しており、老朽化した遊具の更新、備
品の整備によって教育的ニーズに応じた指導・教育の充実に寄与したものと評価します。児童生徒数は目標値
に届きませんでしたが、前年度同時期の児童生徒数545人と比べて6名増加し、児童生徒数の増加という成果指
標は一定程度達成できました。増加人数が目標に達しなかったのは、小・中・高等学校でも障がいのある児童
生徒を指導できる体制が整備されたことで、小・中・高等学校を選択することが増えたためと思われます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

件 800

達成度 % 101.6%

評価年度の設定理由

単位 評価年度 令和2年度

地域支援セン
ター相談件数

800件

相談件数の増
加

成果実績 件 813

目標値

令和2年度

児童生徒数
560人

児童生徒数の
増加

成果実績 人 551

目標値 人 560

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

% 98.4%

成果目標 成果指標

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 会津若松市一箕町、猪苗代町大字長田、郡山市大槻町、南相馬市鹿島区、福島市森合町、田村市船引町

交付金事業の概要
　幼児児童の学習環境を確保し、教育の充実を図るため、会津支援学校、猪苗代支援学校の老朽化した遊具の更新を行うとともに、
新施設を機能させるため、聴覚支援学校寄宿舎、相馬支援学校及び聴覚支援学校福島校、たむら支援学校の備品の整備を行います。

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

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組
　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
要です。
目標：児童生徒数560人、地域支援センター相談件数800件

番号 交付金事業の名称
21 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

ワンタッチテント 随意契約 (株)ぱるる 152,680

福島県立たむら支援学校体育館備付用具 一式 随意契約 (有)ホンダ 798,600

収納ベッド 随意契約 (株)ふくしまフレーベル 214,500

糸のこ機械 随意契約 (株)福島教材社 116,050

包丁・まな板殺菌庫（テーブル型）　１台 条件付一般競争入札 株式会社中西製作所福島営業所 396,000

低床３モーターベッド　１台 条件付一般競争入札 （株）三陽 542,410

学校備品（屋内フットサルゴール（ネット付き）ほか）一式 条件付一般競争入札 （有）ワールドスポーツ 780,450
学校備品（テレビモニター（モニター台付き）ほか）一式 条件付一般競争入札 安積電気通信興業（株） 390,500

学校備品（フットライトほか）一式 条件付一般競争入札 株式会社サトウ教材社 3,608,000

情報機器　一式 条件付一般競争入札 （株）中松商会　東北支店 1,502,600

冷蔵庫１台 随意契約 （株）ヤマダ電気　郡山営業所 220,000

学校備品（ジェットヒーターほか）一式 条件付一般競争入札 株式会社文泉社 2,761,000

猪苗代支援学校遊具施設更新工事 随意契約 小野瀬工業（株） 1,912,900

スチール製物置2棟 随意契約 ワークスＫ　代表　河野　孝一 717,200

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

会津支援学校遊具更新工事 条件付一般競争入札 （有）マルイ塗装 4,752,000

交付金充当額 18,864,890

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 18,864,890

51

達成度 % 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度 年度

遊具更新工事実施数、必要備
品整備数

活動実績 件 51

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2年度



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 台 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

給食設備の更新

活動実績 台 20

活動見込 台 20

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

令和2年度

食中毒事故の
発生件数

0件

食中事故の発
生件数

成果実績 校 0

目標値 校 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

校 100.0%

評価年度の設定理由

成果実績を測定次第、評価を実施します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

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　他8箇所

交付金事業の概要
県立学校給食実施校における給食設備の多くは、耐用年数が過ぎて老朽化していることから、故障や動作の不
具合が目立つ状態でとなっており、設置年数が古い設備は、国が示した衛生管理基準に合わないため早急な更
新を行います。（9校）

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
人と地域（2）教育
健やかな身体の育成に関する取り組み
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。

番号 交付金事業の名称

22 県立学校給食調理設備の更新・整備

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 教育庁健康教育課

備品購入 随意契約 タニコー（株）いわき営業所 682,000

交付金事業の担当課室 教育庁健康教育課

備品購入 随意契約 日本調理機（株）東北支店郡山営業所 254,100

備品購入 随意契約 タニコー（株）郡山営業所 319,000

備品購入 随意契約 タニコー（株）福島営業所 259,600

備品購入 一般競争入札 タニコー（株）福島営業所 946,000

備品購入 一般競争入札 （株）二丸屋山口商店 2,824,800

備品購入 随意契約 タニコー（株）いわき営業所 174,900

備品購入 随意契約 北沢産業（株） 429,000

備品購入 一般競争入札 （株）テスコ 1,045,000

備品購入 随意契約 （株）中西製作所 346,500

備品購入 一般競争入札 （株）中西製作所 3,080,000

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 若松ガス（株） 1,210,000

交付金充当額 11,570,900

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 11,570,900



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

交付金事業の定性的な成果及び評価等

当初の計画通りに聴覚検査機器を更新し、適正な健康診断体制の確立につながったと評価しています。（県立
学校で使用する聴覚検査機器を更新するものであり、購入を通じて児童・生徒への健康診断を適正に行うこと
が重要であるため、数値で評価することが困難なため定性評価とします。）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

令和2年度

適正な健康診
断体制の確立

成果実績

目標値

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

#DIV/0!

評価年度の設定理由

成果実績を測定次第、評価を実施します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県福島市杉妻町

交付金事業の概要
県立学校全体で226台（うち26台故障中）の聴力検査機器を有するが、購入から20年以上経過している機器が
全体の約70％となっており、予算の都合上校正も行えない機器が全体の約77％という状況であることから、こ
れらの状況を是正し、適正な健康診断の実施のため機器の購入を行います。

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

福島県総合計画
人と地域（2）教育
健やかな身体の育成に関する取り組み
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。

番号 交付金事業の名称

23 聴力検査機器整備事業

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 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

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

備品購入 一般競争入札 (有)ヤマト教材社 4,904,900

交付金充当額 4,904,900

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 4,904,900

達成度 台 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

聴力検査機器の購入台数

活動実績 台 35

活動見込 台 35

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



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

　

福島県文化センター消防設備改修工事 福島県 18,370,000

福島県 25,396,800

地域産業6次化戦略実践事業 福島県 24,545,124

4 国際交流員による情報誌の作成事業 福島県 5,482,400 5,482,400

21,912,243 21,824,243

8 テクノアカデミーにおけるイノベ人材等育成事業

2 ふくしま交流拡大首都圏イベント催行事業 福島県 0 0

18,370,000

5 かえで荘居室ハンガー扉取付工事 福島県 0 0

3

7 ハイテクプラザ水銀灯改修（LED化）事業 福島県 19,525,000 4,925,000

6 総合療育センター設備機能強化事業 福島県

25,396,800

9 コラッセふくしま県施設設備改修等事業 福島県 15,400,000 14,253,300

24,010,000

11 主要農作物種子安定供給体制整備事業 福島県 12,485,000 12,485,000

10

12 特別支援学校通学バス購入事業 福島県 35,805,000 35,805,000

2,888,600

13 県立美術館展示室照明改修工事 福島県 77,770,000 77,770,000

5,912,000

15 郡山自然の家総合活動館・体育館照明LED化事業 福島県 693,000 693,000

交付金事業の名称

消防学校教育訓練環境整備事業

16 交通規制情報管理システム改修事業 福島県 5,912,500

14 県立博物館空調自動制御器更新事業 福島県 2,888,600

交付金充当額 備　考

1 福島県 4,785,000 4,785,000

番号
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2年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

半自動除細動器購入数

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

募集人数に対して、県内各消防本部からの入校者数（実績）が少なかったものの、訓練に必要な台数を整備で
きたため、効率的な訓練が実施できました。
・R2採用職員で救急救命士資格を保有していた者がおり、本校救急科への入校者が減りました。
・コロナにより救急救命東京研修所が入校者を制限したことにより、入校前に受講する本校の救急救命士養成
補助教育の入校者が減りました。

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2年度 年度

令和2年度

除細動器を使
用した教育を
行う人数
136人

除細動器を使
用した教育を

行う人数

成果実績 人 124

目標値 人 136

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

91.2%

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2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島市荒井仲沢7

交付金事業の概要 指揮隊員・救急隊員等の養成・訓練に必要な訓練機器（半自動除細動器2台）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

第7次福島県医療計画（平成30年3月）
第3章　救急医療等事業別の医療体制の構築
救急隊員の技能維持に努めるとともに、救急業務の高度化に対応するため、救急救命士の養成や高規格救急車
の導入を進める必要があります。

番号 交付金事業の名称

1 消防学校教育訓練環境整備事業

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

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

半自動除細動器２台購入 一般競争入札 サンセイ医機株式会社 4,785,000

交付金充当額 4,785,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 4,785,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

3 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5-15　(福島県文化センター)

交付金事業の概要 福島県文化センターの消火栓ポンプ・スプリンクラーポンプを更新します。

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～令和２年度)
第3章　人と地域(3)文化・スポーツ、人々の活躍の場づくり
④生涯学習の場づくりを進めます。
・県立美術館、県立図書館、県立博物館、県文化センター、アクアマリンふくしま、文化財センター白河館の
展示内容などの充実に関する取組
県立美術館、県立図書館、県立博物館、県文化センター、アクアマリンふくしま、文化財センター白河館で
は、常設展、企画展、教育普及事業などの充実を図ります。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

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

20.2%

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

入館者数
345,800人

入館者数

成果実績 人 69,733

目標値 人 345,800

達成度

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で入館者が減少したものの、消火栓ポンプ・スプリンクラーポンプの更新により、安全な利用環境が強化されました。

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2年度 年度 年度

消火栓ポンプ・スプリンクラーポ
ンプの更新数

活動実績 一式 1

活動見込 一式 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 令和2年度 年度 備　考

総事業費 2,106,000 18,370,000

交付金充当額 2,106,000 18,370,000

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

機械設備工事 一般競争入札 文化設備工業株式会社 18,370,000

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2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6年度

外国人の県内
宿泊者数

20万人以上

外国人の県内
宿泊者数

成果実績 人

目標値 人 200,000

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

0.0%

評価年度の設定理由

根強い風評の払拭に向けては、粘り強く長期に渡って情報発信を行っていく必要があるため、5年を一区切り
として実施し、評価を実施します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和6年度

事業期間の設定理由
東日本大震災から9年以上が経過し、人々から大きな被害の記憶が風化する一方、国内外では福島に対する風
評が根強く、輸入規制の撤廃や観光客の誘致など当県の復興に向けては継続的に情報発信を行っていく必要が
あるためです。

交付金事業実施場所 福島県内一円

交付金事業の概要
福島にゆかりのない外国人青年を招請し、海外の視点・観点から発見した福島の魅力や福島で暮らす人々の日
常、そして震災から復興する現在の姿を取材し、英語、日本語による電子媒体等により在外公館、駐日大使館
等を通じて国内外に情報発信します。

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～令和2年度）
　10　風評・風化対策プロジェクト
　　(3)国内外への正確な情報発信
　　　本県のイメージ回復や風評の払拭を図るため、国内外における主要国際会議等でのPR、キーパー
　　　ソンを招聘しての県内視察、在外県人会や在外公館等と連携した情報発信事業を実施します。
目標：原発事故の影響が残る福島への不安を減少させるとともに、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ような取組を進めます。

番号 交付金事業の名称

4 国際交流員による情報誌の作成事業

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 生活環境部国際課

交付金事業の評価課室 生活環境部国際課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

情報誌作成 随意契約（公募） 株式会社　山川印刷所 5,482,400

交付金充当額 5,482,400 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2年度 令和3年度 令和4年度 備　考

総事業費 5,482,400 7,000,000 7,000,000

48 48

達成度 125.0% 0.0% 0.0%

令和4年度

SNS発信数　28回（7か月×4回／
月）

活動実績 回 35

活動見込 回 28

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



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　外来トイレ工事一式により、利用者の安心安全の確保や利便性の向上が図られ、サービス改善につながりま
した。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

令和2年度

利用者50名に対
するアンケート
にて、改修前よ
り「良い」と回

答した人数
45人

利用者50名に対
するアンケート
にて、改修前よ
り「良い」と回

答した人数

成果実績 人 45

目標値 人 45

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

成果指標が年度末時のもののため、翌年度早期に評価

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県郡山市富田町字上ノ台4番地の1（福島県総合療育センター）

交付金事業の概要
安心・安全な生活環境の回復等を図るため、障がい児療育拠点として、児童療育機関の体制及び機能強化に必要となる施
設内装を改修します。

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1期福島県障がい児福祉計画（平成30年度～平成32年度）
■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です。
■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
体の基本とします。
○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
構築を図ります。
○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）を推進します。
○「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ります。

番号 交付金事業の名称

6 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

総合療育センター外来トイレ改修
工事（機械）

一般競争入札 三洋設備（株） 9,455,785

交付金事業の担当課室 こども未来局児童家庭課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

総合療育センター外来トイレ改修
工事（建築）

一般競争入札 山田建築（株） 12,456,458

交付金充当額 21,824,243

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 21,912,243

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

総合療育センター外来トイレ改修
工事

活動実績 式 1

活動見込 式 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2年度 年度



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

交付金事業の定性的な成果及び評価等

社会要請により水銀電球をLEDに交換するものであり、中断無く施設を県内企業等の利用に供することができ
るよう速やかな工事が重要であり、数値で評価することが困難なため定性評価とします。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

令和4年度

県内企業に対する
安定的なサービス

の提供

成果実績

目標値

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

#DIV/0!

評価年度の設定理由

全ての改修（LED化）工事が全て完了するのに2年間を要するため

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 郡山市待池台　ほか1件

交付金事業の概要
県の公設試験研究機関であるハイテクプラザ及び会津若松技術支援センターの水銀灯照明設備をLEDに改修
し、県内企業に対し、中断のない安定的なサービス提供を図ります。

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

7 ハイテクプラザ水銀灯改修（LED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 商工労働部産業創出課

水銀灯改修の設計・工事 一般競争入札 中野電工株式会社 18,711,000

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

水銀灯改修の設計委託 随意契約 株式会社和田建設設計事務所 814,000

交付金充当額 4,925,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 19,525,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

ハイテクプラザ及び会津若松技術
支援センターの水銀灯のLED化改
修工事（設計委託）

活動実績 件 2

活動見込 件 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2年度 年度



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

備品購入件数

活動実績 式 3

活動見込 式 3

交付金事業の定性的な成果及び評価等

計画どおり機器整備を実施し、新技術等の対応能力を備えた人材の育成を実施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 令和2年度 年度

令和2年度

導入機器を活用して
技術を習得した人の
県内関連企業への就
職率
90％

導入機器を活用して
技術を習得した人の
県内関連企業への就
職率

成果実績 ％ 89

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

％ 99.0%

評価年度の設定理由

就職の状況結果がまとまり次第、評価を実施するため。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 郡山市上野山、喜多方市塩川町

交付金事業の概要 テクノアカデミーにおいて、イノベ関連人材育成を行うために必要な機器の整備（備品３式）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

福島県総合計画に基づき、本県の地方創生に向けて、新たな時代を牽引する成長産業分野「ロボット関連産
業」、「再生可能エネルギー関連産業」及び「医療関連産業」等を担う、新技術等への対応能力を備えた人材
育成を行います。

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



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

人協働ロボット製造ライン実習装置 一般競争 美和電気工業㈱郡山支店 19,800,000

３Ｄプリンター 一般競争 ㈱中松商会東北支店 316,800

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

NC制御装置シミュレーター 一般競争 美和電気工業㈱郡山支店 5,280,000

交付金充当額 25,396,800

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 25,396,800



Ⅱ．事業評価個表（令和 2年度）

達成度 33.3% #DIV/0! #DIV/0!

年度

事業実施数

活動実績 箇所 1

活動見込 箇所 3

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感染症感染拡大の影響もあり、施設の面積稼働率は目標を下回りました。

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2年度 年度

令和2年度

施設の面積稼
働率

61.0％

施設の面積稼
働率

成果実績 ％ 49.3

目標値 ％ 61.0

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

80.8%

評価年度の設定理由

事業実施翌年度早期に評価を実施。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島市三河南町1番20号　（コラッセふくしま）

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設備の更新工事として事業実施箇所３カ所について実施します。

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「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　61.0％

番号 交付金事業の名称

9 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 株式会社髙電 15,400,000

交付金充当額 14,253,300

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 15,400,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

15 16

達成度 92.9% 106.7% 50.0%

令和２年度

業務委託（１件）
補助交付件数（１５件）

活動実績 件 13 16 8

活動見込 件 14

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　地域産業６次化による商品開発に取り組む農林漁業者等を対象として、２コースの研修会を開催することに
より、各自の課題解決に必要な知識や加工技術の習得が図られました。
　令和２年度は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当初の計画では講義形式での研修会を想定していたこ
とから、募集人数を大幅に制限した結果、達成度が当初目標比25.5％となりました（なお、実際の研修会は、
オンラインの開催をメインとして実施しました。）。

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２年度

新商品開発など、レ
ベル別の人材育成を
実施する。

育成人材人数
（受講者数）

成果実績 人 14

目標値 人 55

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

25.5%

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。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

事業期間の設定理由

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
械等の設備投資への補助を行います。

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

第３期　ふくしま地域産業６次化戦略（令和２年度～令和６年度）

番号 交付金事業の名称

10 ふくしま地域産業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



交付金事業の評価課室 農林水産部生産流通総室農産物流通課

同上 同上 有限会社ドットネット 3,000,000

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

同上 同上 ＮＰＯ法人００７３ 846,000

同上 同上 有限会社片平ジャージー自然牧場 1,132,000

同上 同上 アイプロダクツ株式会社 2,569,000

同上 同上 鈴木　義延 3,000,000

補助金の交付 補助金（公募） あぐり勝方株式会社 3,000,000

同上 同上 株式会社ＧＮＳ 3,000,000

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 随意契約 株式会社パソナ農援隊 7,998,124

交付金充当額 23,620,000 21,701,000 24,010,000

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 30,996,922 23,486,570 24,545,124



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

交付金事業の定性的な成果及び評価等

水稲及び麦の種子生産面積が増加しなかったため、原種の配付数量が目標を下回りました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

令和2年度

原種の配付量
19,550kg

原種の配付量

成果実績 kg 19206

目標値 kg 19550

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

福島県農林水産業振興計画の最終年度としました。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県河沼郡会津坂下町大字見明字南原

交付金事業の概要 本県農業の礎である優良種子の安定供給体制を維持するため、種子用コンバイン2台を更新します。

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

【主要政策・施策】
　福島県農林水産業振興計画（平成25年度～平成32年度）
　　第4章 施策の展開方向 － 4 県産農産物の生産振興
(1)水稲 － ② 政策の具体的な取り組み方法 － ■ 優良種子の安定供給
　優良種子の安定供給を確保するため、原種・原原種を安定して生産するとともに、福島県米改良協会等と連
携・協力し、優良種子の安定生産と供給を支援します。
(2)大豆、麦、そば － ② 政策の具体的な取り組み方法 － ■ 奨励品種の育成及び優良種子の安定供給
　優良種子の安定供給を図るため、種子生産体制及び生産技術を支援します。
【目標】
　優良種子の安定供給の確保。
　※　福島県農林水産業振興計画では、優良種子の安定供給は、主要農作物の生産振興に係る各種施策の土台
としての位置づけのため、優良種子の安定供給それ自体には目標は設定していません。

番号 交付金事業の名称

11 主要農作物種子安定供給体制整備事業

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 水田畑作課

交付金事業の評価課室 水田畑作課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

物品購入 入札 株式会社南東北クボタ福島支店 12,485,000

交付金充当額 12,485,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 12,485,000

達成度 % 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

種子用コンバイン導入台数

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2年度 年度



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

2 2

達成度 ％ 100.0% 0.0% 0.0%

令和4年度

西郷支援学校、会津支援学校
通学バス購入数

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2年度 令和3年度

令和2年度

運行業務にか
かる経費の縮
減率18％

運行業務にか
かる経費の縮

減率

成果実績 ％ 25

目標値 ％ 18

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

% 138.9%

評価年度の設定理由

令和2年度末の事業終了を予定しているため

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 （西郷支援学校）西白河郡西郷村大字真船　（会津支援学校）会津若松市一箕町

交付金事業の概要
老朽化した県有バスの更新及び民間バスを利用した通学バス運行業務から県有バスを使用した委託への切替を
行うため、中型バス２台の購入を行います。

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

　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ませんが、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します。

番号 交付金事業の名称

12 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 福島県



交付金事業の評価課室 教育庁財務課

会津支援学校通学バス購入 一般競争入札 いすゞ自動車 17,930,000

交付金事業の担当課室 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

西郷支援学校通学バス購入 一般競争入札 いすゞ自動車 17,875,000

交付金充当額 35,805,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 令和3年度 令和4年度 備　考

総事業費 35,805,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

照明改修展示室数

活動実績 室 2

活動見込 室 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2年度 年度

令和3年度

令和3年度入館
者数

120,000人

令和3年度入館
者数

成果実績

目標値 人 120,000

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

0.0%

評価年度の設定理由

令和2年度に休館して工事を実施する予定のため、開館後の令和3年度を評価年度としました。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県福島市森合字西養山１番地　（福島県立美術館）

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（令和元年度に設計委託済み・令和2年度工事予定）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

番号 交付金事業の名称

13 県立美術館展示室照明改修工事

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

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

照明改修工事 条件付一般競争入札 (株)大山電気工事 77,770,000

交付金充当額 77,770,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 77,770,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

設計業務完了数

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

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

令和4年度

令和4年度入館
者数

100,000人

令和4年度入館
者数

成果実績

目標値 人 100000

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

令和3年度に工事を実施する予定であるため、令和4年度を評価年度としました。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県会津若松市城東町1-25　（福島県立博物館）

交付金事業の概要 福島県立博物館の空調自動制御器の更新工事（令和2年度は設計委託）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。

番号 交付金事業の名称

14 県立博物館空調自動制御器更新事業

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 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

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

博物館空調自動制御器
更新工事設計委託

指名競争入札 (株)山口設計 2,888,600

交付金充当額 2,888,600

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 2,888,600



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

令和4年度

設計業務完了数

活動実績 箇所 2

活動見込 箇所 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2年度 令和3年度

令和5年度

入館者数
30,000人

入館者数

成果実績

目標値 人 30000

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

令和4年度に工事を実施する予定であるため、令和5年度を評価年度としました。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島県郡山市逢瀬町多田野字中丸山46　（郡山自然の家）

交付金事業の概要 郡山自然の家総合活動館、体育館の水銀灯交換工事（令和2年度は設計委託）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6次福島県教育総合計画」（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～令和2年度
○基本目標2　「学教、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。

番号 交付金事業の名称

15 郡山自然の家総合活動館・体育館照明LED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 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

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 株式会社アイ・プランニング 693,000

交付金充当額 693,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 令和3年度 令和4年度 備　考

総事業費 693,000



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

交通規制情報管理システム改
修

活動実績 式 1

活動見込 式 1

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　第10次福島県交通安全計画の最終年に目標値を達成できました。第11次の目標値を達成できるよう更なる交
通実態に即した交通規制の見直しを図り交通事故防止に努めます。

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2年度 年度

令和2年度

交通事故にお
ける死者数
60人以下

交通事故にお
ける死者数

成果実績 人 54人

目標値 人 60人以下

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

第10次福島県交通安全計画に基づくもの。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 福島市杉妻町5番75号地内

交付金事業の概要 交通規制情報管理システムを全国共通の標準フォーマットに対応させるため、システムの改修を行います。

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10次福島県交通安全基本計画に掲げた目標の実現に向け、交通実態の変化等に即した交通規制の見直しを
推進します。
　交通環境の変化に適切に対応して道路交通の円滑化を一層推進し、帰還住民のみならず、復興を支援する
人、Jヴィレッジ再開及びオリンピック開催後の観光に訪れる人々の安全・安心の確保を図るためには、交通
規制及び標識・標示を適正に管理し、民間事業者等にフィードバックするシステムが必要となります。

番号 交付金事業の名称

16 交通規制情報管理システム改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福島県



交付金事業の担当課室 福島県警察本部交通部交通規制課

交付金事業の評価課室 福島県警察本部交通部交通規制課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

システム改修 随意契約（システム開発） （株）ジー・アイ・システム 5,912,500

交付金充当額 5,912,000

交付金事業の契約の概要

令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 5,912,500



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

14 あづま総合運動公園施設改修事業（基金造成） 福島県 96,614,000 96,614,000

13 農業総合センター施設改修事業（基金造成） 福島県 147,566,000 147,566,000

12 産業交流館施設改修事業（基金造成） 福島県 59,574,000 59,574,000

11 ハイテクプラザ施設改修事業（基金造成） 福島県 108,031,000 108,031,000

10 総合療育センター施設改修事業（基金造成） 福島県 54,882,000 54,882,000

9 県有社会福祉施設改修事業（基金造成） 福島県 102,356,000 102,356,000

福島県 79,796,000 79,796,000

8 男女共生センター施設改修事業（基金造成） 福島県 71,094,000 71,094,000

福島県 852,577,042 852,577,042

6 消防学校施設改修事業（基金造成） 福島県 88,590,000 88,590,000

600,000,000

福島県 350,000,000 350,000,000

交通安全施設整備事業（基金造成） 福島県 83,917,000 83,917,000

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 284,000,000 284,000,000

福島県

15

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（基金造成）

5 県立学校施設改修事業（基金造成）

7 文化センター施設改修事業（基金造成）

福島県 13,431,000 13,431,000

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2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～令和2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（令和2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 令和2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

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

基金造成

活動実績 円 600,000,000

活動見込 円 600,000,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

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 410,000,000 600,000,000 600,000,000

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

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2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～令和5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令和3年4月に開学するにあたり必要な実習機器等について令和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

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

基金造成

活動実績 円 284,000,000

活動見込 円 284,000,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

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 450,000,000 1,065,907,036 284,000,000

交付金充当額 450,000,000 1,065,907,036 284,000,000

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 - 284,000,000

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2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～令和2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
　R2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6年度

事業期間の設定理由 令和7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8年度であるため。

令和8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 年度 年度

基金造成

活動実績 円 13,431,000

活動見込 円 13,431,000 1 1

達成度 100.0% 0.0% 0.0%



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 277,308,000 13,431,000

交付金充当額 277,308,000 13,431,000

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 - 13,431,000

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2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3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

基金造成

活動実績 円 350,000,000

活動見込 円 350,000,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



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 200,000,000 200,000,000 350,000,000

交付金充当額 200,000,000 200,000,000 350,000,000

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 - 350,000,000

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2年度）

交付金事業の活動指標及び
活動実績

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 福島南高校（福島県福島市渡利）　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～令和2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%

令和3年度

令和3年度計画
にある54施設
の工事等の進

捗

令和3年度計画
にある工事等

の進捗

成果実績 件

目標値 件 54

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

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。

活動指標 単位 令和2年度 年度 年度

基金造成

活動実績 円 852,577,042

活動見込 円 852,577,042

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



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 515,961,000 315,615,000 852,577,042

交付金充当額 515,961,000 315,615,000 852,577,042

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 - 852,577,042

交付金事業の評価課室 教育庁施設財産室



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

6 消防学校施設改修事業（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 福島県福島市荒井字（福島県消防学校）

交付金事業の概要 消防学校の施設・設備の維持補修のための基金造成を行います。

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

福島公共施設等総合管理計画
第4　16　維持管理・修繕・更新等の実施方針
　「予防保全」をすべきものと、「事後保全」で対応可能なものとを選別し、部位・部材に求められる機能
や、定期点検等で劣化の進行を考慮した上で適切な修繕時期を判断し併用する「計画的な保全」を実施するこ
とで、修繕費用を最小限に抑え、ライフサイクルコストの縮減を図ります。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 -

事業期間の設定理由 消防学校において継続的に発生する維持補修事業の財源を確保するために行う基金造成事業であるため。

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

「福島公共施設等総合管理計画」が令和6年度までを計画期間としているため、計画期間終了翌年度に評価を
実施します。

令和7年度

消防学校施
設・設備の事
業実施数
6事業

消防学校施
設・設備の事

業実施数

成果実績

目標値 事業 6

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

基金造成

活動実績 円 88,590,000

活動見込 円 88,590,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 88,590,000

交付金充当額 88,590,000

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 - 88,590,000

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2年度）

番号 交付金事業の名称

7 福島県文化センター施設改修事業（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 福島市春日町地内(福島県文化センター)

交付金事業の概要 福島県文化センターの維持補修・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

福島県総合計画「ふくしま新生プラン」(平成25年度～令和2年度)
第３章　人と地域(３)文化・スポーツ、人々の活躍の場づくり
④生涯学習の場づくりを進めます。
・県立美術館、県立図書館、県立博物館、県文化センター、アクアマリンふくしま、文化財センター白河館の
展示内容などの充実に関する取組
県立美術館、県立図書館、県立博物館、県文化センター、アクアマリンふくしま、文化財センター白河館で
は、常設展、企画展、教育普及事業などの充実を図ります。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 -

事業期間の設定理由 県有施設の維持補修・改修事業であるため、終期は定めない。

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

新たな福島県総合計画の終期が令和12年度であるため。

令和12年度

入館者数
341,800人

入館者数

成果実績

目標値 人 341,800

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

基金造成

活動実績 円 79,796,000

活動見込 円 79,796,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 79,796,000

交付金充当額 79,796,000

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 - 79,796,000

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2年度）

番号 交付金事業の名称

8 男女共生センター修繕事業（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 二本松市郭内地内

交付金事業の概要 県有施設の維持補修のための基金造成を行います。

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

福島公共施設等総合管理計画
第3．5．⑵　維持管理・修繕・更新等の実施方針
　これまでの維持管理・修繕等は、施設の機能や性能が明らかな不具合が生じてから修繕を行う「事後保全」
を行ってきたましたが、今後は、点検・診断等により施設の原状を把握した上で状況を評価し、損傷が軽微で
ある早期段階に予防的な対策を実施することで機能の保持を図る「予防保全」の考え方を取り入れ、耐用年数
や劣化進行の予測などをもとに、最適な保全による長寿命化とライフサイクルコストの縮減・平準化を目指し
た「計画的な保全」を実施します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 -

事業期間の設定理由
男女共生センターにおいて継続的に発生する維持補修事業の財源を確保するために行う基金造成事業であるた
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

事業完了後に評価を実施するため。

令和4年度

「予防保全」
事業の実施数
4箇所

「予防保全」
事業の実施数

成果実績

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

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

基金造成

活動実績 円 71,094,000

活動見込 円 71,094,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 71,094,000

交付金充当額 71,094,000

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 - 71,094,000

交付金事業の担当課室 生活環境部男女共生課

交付金事業の評価課室 生活環境部男女共生課



Ⅱ．事業評価個表（令和2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8年度

維持補修事業
の実施数
40事業

維持補修事業
の実施数

成果実績

目標値 事業 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

0.0%

評価年度の設定理由

維持補修計画が令和7年度までを計画期間としているため、計画期間終了翌年度に評価を実施します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 -

事業期間の設定理由 太陽の国等において継続的に発生する維持補修事業の財源を確保するために行う基金造成事業であるため。

交付金事業実施場所 福島県西白河郡西郷村大字小田倉、福島県耶麻郡猪苗代町長田

交付金事業の概要 総合社会福祉施設太陽の国等の維持補修のための基金造成を行います。

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

現在の指定管理者である福島県社会福祉事業団において施設の維持補修計画を策定しており、基金造成により
計画的・効率的に修繕工事等を実施します。

番号 交付金事業の名称

9 県有社会福祉施設太陽の国等維持補修事業（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

基金造成 積立 - 102,356,000

交付金充当額 102,356,000 0 0

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 102,356,000 0 0

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

基金造成

活動実績 円 102,356,000

活動見込 円 102,356,000

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和2年度 年度



Ⅱ．事業評価個表（令和2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8年度

維持補修工事
の実施数
5事業

維持補修工事
の実施数

成果実績

目標値 事業 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%

評価年度の設定理由

令和2年度時点での計画工事完了予定年度が令和７年度であるため、計画工事完了後の翌年度に評価を実施します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 －

事業期間の設定理由 総合療育センターにおいて継続的に発生する維持補修事業の財源を確保するために行う基金造成事業であるため。

交付金事業実施場所 福島県総合療育センター（郡山市富田町字上ノ台4番地の1）

交付金事業の概要 福島県総合療育センターの施設維持補修のための基金造成を行います。

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

【主要政策・施策】
＜第1期福島県障がい児福祉計画（平成30年度～令和2年度）＞
■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。

＜福島公共施設等総合管理計画＞
第3．5．⑵　維持管理・修繕・更新等の実施方針
　これまでの維持管理・修繕等は、施設の機能や性能が明らかな不具合が生じてから修繕を行う「事後保全」を行ってきたました
が、今後は、点検・診断等により施設の原状を把握した上で状況を評価し、損傷が軽微である早期段階に予防的な対策を実施するこ
とで機能の保持を図る「予防保全」の考え方を取り入れ、耐用年数や劣化進行の予測などをもとに、最適な保全による長寿命化とラ
イフサイクルコストの縮減・平準化を目指した「計画的な保全」を実施します。

番号 交付金事業の名称

10 総合療育センター施設維持事業（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

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 - 54,882,000

交付金充当額 54,882,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 54,882,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

年度

基金造成

活動実績 円 54,882,000

活動見込 円 54,882,000

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和2年度 年度



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

11 ハイテクプラザ施設改修事業（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
福島県郡山市待池台（福島県ハイテクプラザ）、福島県福島市佐倉下（福島技術支援センター）、福島県会津
若松市一箕町（会津若松技術支援センター）、福島県いわき市常磐下船尾町（いわき技術支援センター）

交付金事業の概要 福島県ハイテクプラザ及び各技術支援センターの施設改修のための基金造成を行います。

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

福島公共施設等総合管理計画
第3．5．(2)　維持管理・修繕・更新等の実施方針
　これまでの維持管理・修繕等は、施設の機能や性能が明らかな不具合が生じてから修繕を行う「事後保全」
を行ってきたましたが、今後は、点検・診断等により施設の原状を把握した上で状況を評価し、損傷が軽微で
ある早期段階に予防的な対策を実施することで機能の保持を図る「予防保全」の考え方を取り入れ、耐用年数
や劣化進行の予測などをもとに、最適な保全による長寿命化とライフサイクルコストの縮減・平準化を目指し
た「計画的な保全」を実施します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 -

事業期間の設定理由
福島県ハイテクプラザ及び各技術支援センターにおいて継続的に発生する施設改修の財源を確保するために行
う基金造成事業であるため。

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

「福島県公共施設等総合管理計画」が令和8年度までを計画期間としているため、計画期間終了翌年度に評価
を実施します。

令和9年度

施設改修事業
の実施数
10事業

施設改修事業
の実施数

成果実績

目標値 事業 10

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

基金造成

活動実績 円 108,031,000

活動見込 円 108,031,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 108,031,000

交付金充当額 108,031,000

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 - 108,031,000

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



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

12 産業交流館維持補修事業（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 福島県郡山市南

交付金事業の概要 経年劣化による損傷している部分の修繕を行うことにより、利用者の安全を確保します。

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

福島公共施設等総合管理計画
第3．5．⑵　維持管理・修繕・更新等の実施方針
　これまでの維持管理・修繕等は、施設の機能や性能が明らかな不具合が生じてから修繕を行う「事後保全」
を行ってきたましたが、今後は、点検・診断等により施設の原状を把握した上で状況を評価し、損傷が軽微で
ある早期段階に予防的な対策を実施することで機能の保持を図る「予防保全」の考え方を取り入れ、耐用年数
や劣化進行の予測などをもとに、最適な保全による長寿命化とライフサイクルコストの縮減・平準化を目指し
た「計画的な保全」を実施します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 －

事業期間の設定理由 県有施設において継続的に発生する維持補修事業の財源を確保するために行う基金造成事業であるため。

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

「福島公共施設等総合管理計画」が令和8年度までを計画期間としているため、計画期間終了翌年度に評価を
実施します。

令和9年度

「予防保全」
事業の実施数
10事業

「予防保全」
事業の実施数

成果実績

目標値 事業 10

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

基金造成

活動実績 円 59,574,000

活動見込 円 59,574,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 59,574,000

交付金充当額 59,574,000

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 - 59,574,000

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2年度）

番号 交付金事業の名称

13 農業総合センター施設改修事業（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 福島県郡山市日和田町

交付金事業の概要 本県農業振興の拠点である農業総合センターの施設改修に係る基金造成を行います。

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

福島県公共施設等総合管理計画
第3．5．⑵　維持管理・修繕・更新等の実施方針
　適切な時期に修繕・更新等を実施するため、施設の機能や性能が明らかな不具合が生じてから修繕を行う
「事後保全」ではなく、点検・診断等により施設の原状を把握した上で状況を評価し、損傷が軽微である早期
段階に予防的な対策を実施することで機能の保持を図る「予防保全」の考え方を取り入れ、耐用年数や劣化進
行の予測などをもとに、最適な保全による長寿命化とライフサイクルコストの縮減・平準化を目指した「計画
的な保全」を実施します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 -

事業期間の設定理由
農業総合センターにおいて継続的に発生する施設改修事業の財源を確保するために行う基金造成事業であるた
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

「福島県公共施設等総合管理計画」が令和８年度までを計画期間としているため、計画期間終了翌年度に評価
を実施します。

令和9年度

維持修繕事業
実施数
37事業

維持修繕事業
実施数

成果実績

目標値 事業 37

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

基金造成

活動実績 円 147,566,000

活動見込 円 147,566,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 147,566,000

交付金充当額 147,566,000

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 - 147,566,000

交付金事業の担当課室 農業振興課、農業担い手課、畜産課

交付金事業の評価課室 農業振興課、農業担い手課、畜産課



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

14 あづま総合運動公園施設改修事業（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 福島市佐原地内（あづま総合運動公園）

交付金事業の概要 公園施設の維持補修のための基金造成を行います。

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

福島公共施設等総合管理計画
第3．5．⑵　維持管理・修繕・更新等の実施方針
　これまでの維持管理・修繕等は、施設の機能や性能が明らかな不具合が生じてから修繕を行う「事後保全」
を行ってきたましたが、今後は、点検・診断等により施設の原状を把握した上で状況を評価し、損傷が軽微で
ある早期段階に予防的な対策を実施することで機能の保持を図る「予防保全」の考え方を取り入れ、耐用年数
や劣化進行の予測などをもとに、最適な保全による長寿命化とライフサイクルコストの縮減・平準化を目指し
た「計画的な保全」を実施します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 -

事業期間の設定理由 公園施設において継続的に発生する維持補修事業の財源を確保するために行う基金造成事業であるため。

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

「福島公共施設等総合管理計画」が令和8年度までを計画期間としているため、計画期間終了翌年度に評価を
実施します。

令和9年度

「予防保全」
事業の実施数

2施設

「予防保全」
事業の実施数

成果実績

目標値 施設 2

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

基金造成

活動実績 円 96,614,000

活動見込 円 96,614,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 96,614,000

交付金充当額 96,614,000

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 - 96,614,000

交付金事業の担当課室 土木部まちづくり推進課

交付金事業の評価課室 土木部まちづくり推進課



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 交付金事業の名称

15 交通安全施設整備事業（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 いわき市常磐下湯長谷町岩崎地内ほか

交付金事業の概要 円滑な交通流の確保と交通事故減少の実現のため、交通安全施設（道路標示（横断歩道））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

　第11次福島県交通安全基本計画(令和3年度～令和7年度で現在策定中)に掲げる目標の実現に向け、交通実態の変化等に
即した交通規制を推進します。
　大震災以降、福島県内の各地では、本格化している中間貯蔵施設への土壌等の搬入により交通量が増加しているほか、
特定復興拠点区域等のインフラ整備によって交通流の大きな変化が見られます。また、開催予定であるオリンピックのほ
か訪日外国人の交通安全対策を推進する必要があります。
　これにより歩行者と車両等の安全対策として、横断歩道標示の更新を行うものです。

事業開始年度 令和3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道路標示の更新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

#VALUE!

評価年度の設定理由

第11次福島県交通安全基本計画の評価年度と同一時期に評価を実施。

令和8年度

死者数60人以
下

交通渋滞の緩
和と交通事故
の減少

成果実績

目標値 人 死者数60人以下(現在策定中のため、第10次の目標値)

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

基金造成

活動実績 円 83,917,000

活動見込 円 83,917,000

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!



交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備　考

総事業費 83,917,000

交付金充当額 83,917,000

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 - 83,917,000

交付金事業の担当課室 福島県警察本部交通部交通規制課

交付金事業の評価課室 福島県警察本部交通部交通規制課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

　

37,000,000

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

4 浪江町復旧復興推進事業

5 復旧復興事業 葛尾村 37,000,000

浪江町 39,000,000

2 南相馬市立保育園運営事業

3 川内村立保育園運営事業 川内村 17,000,000

南相馬市 35,000,000

1 都路診療所運営事業 田村市 35,000,000 35,000,000

35,000,000

39,000,000

17,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

　医科・歯科の受信人数5,911人は、前年実績の7,032人と比較し減少した。主たる原因としては、新型コロナ
ウイルス感染症による外出自粛が影響していると考える。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る。

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６名分の人件費、派遣医師１名分の委託料（報酬分）９ヶ月分

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 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）
第３章　基本施策　第２節　健康づくりと福祉の充実　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。
（目標）
受診人数の維持：7,000人

令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

％ 84.4%

単位

成果実績 人 5,911

目標値 人 7,000

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

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2年度

受診人数の増
加

受診人数

達成度



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2年度

活動実績 人 8,805 7,032

平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

5,911

活動見込 人 8,800 8,800 7,000

総事業費 35,000,000 35,000,000 35,000,000 今年度市総事業費43,267,774

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

交付金事業の契約の概要

うち文部科学省分

診療所職員人件費 雇用
職員6名

公益財団法人星総合病院
43,267,774

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

受診人数

達成度 ％ 100.1% 79.9% 84.4%

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



Ⅱ．事業評価個表（令和２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）
南相馬市小高区石馬二丁目２１番地（おだか認定こども園）

交付金事業の概要

南相馬市立かしま保育園、かみまの保育園、原町さくらい保育園及びおだか認定こども園の保育士・保育教諭
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。

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



待機児童数

成果実績 人 15人（令和3年2月1日現在）

令和元年度 事業終了（予定）年度

　本交付金の活用により、当該保育園及び認定こども園の保育士・保育教諭人件費（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。

事業開始年度 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

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%

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無　



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

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

162

年度

人月 162 162

活動見込 人月 162

達成度 100.0% 100.0%

令和2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

総事業費 35,000,000 35,000,000 今年度市総事業費44,080,095

交付金事業の総事業費等 令和元年度

35,000,000

うち文部科学省分

交付金充当額 35,000,000

44,080,095

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 35,000,000

交付金事業の契約の概要

雇用



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

番号 交付金事業の名称

3 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

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

％ 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。

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してきめ細かな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



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2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 54

活動見込 人月 45 54 54

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

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 13,000,000 13,600,000 17,000,000 今年度村総事業費21,818,370

交付金充当額 13,000,000 13,600,000 17,000,000

うち文部科学省分

職員1名、保育士5名 21,818,370

うち経済産業省分 13,000,000 13,600,000 17,000,000

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２年度）

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（13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

番号 交付金事業の名称

4 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



交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 年度 備　考

総事業費 39,000,000 39,000,000 今年度町総事業費48,363,715

交付金充当額 39,000,000 39,000,000

うち文部科学省分

職員13名 48,363,715

うち経済産業省分 39,000,000 39,000,000

交付金事業の契約の概要

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

117

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 126 117

活動見込 人月 126

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 令和2年度

令和2年度
基本方針2分野
4施策項目にお
ける事業4件を

実施する

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

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。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由 毎年度給付金事業の実施を判断しているため。



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

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 葛尾村役場職員（復旧復興関連事業職員）７名の人件費（給与、期末勤勉手当、共済負担金１０ヶ月分）

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章復興再生に向けた方向性
　　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

目標：帰還への気運の醸成を図るため、確実に帰還可能な環境整備、人口規模が少ない地域の持続を支える住
　　　民主体の共助の仕組みづくり、多様なサポート体制を強化し、村の持続への懸念を払しょくする。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

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

93.3%

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

帰村率30％ 年度末の帰村率

成果実績 % 28

目標値 % 30

達成度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本交付金を活用することにより、着実な帰還・復興に向けた環境整備、新たな仕組みの構築、村民の不安を
払しょくすることができる。

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

復旧復興事業従事者7名分10ヶ月分の
人件費

活動実績 人月 7×10

活動見込 人月 7×10

達成度 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

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 31,214,000 30,630,000 37,000,000 今年度村総事業費38,364,258

交付金充当額 31,214,000 30,630,000 37,000,000

うち文部科学省分

職員7名 38,364,258

うち経済産業省分 31,214,000 30,630,000 37,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 総務課総務企画係

交付金事業の評価課室 総務課総務企画係

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



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

　

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 電気バス整備事業 大熊町 19,000,000 19,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

バス運行委託料が令和2年度実績40,391千円に対し、令和3年度当初予算が22,010千円と45.5％減となり、目標
値を達成した。

番号 交付金事業の名称

1 電気バス整備事業

交付金事業実施場所 大熊町内

交付金事業の概要
現在大熊町で運行している生活循環バスについて、電気バスを購入しそれに切り替えることで、町が推進する
ゼロカーボンの一助とするとともに、運行コストの削減を図り事業自体の持続可能性を高めます。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大熊町

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

【主要政策・施策】
・大熊町第二次復興計画改定版
３.重点施策　(３)拠点間の機能連携に向けた取り組み
③町民の生活を支える交通手段の確保
・大熊町交通まちづくりビジョン
４P.大熊町生活循環バスについて
【目標】
現在運行している大熊町生活循環バスをEV化することで脱炭素に寄与するとともに、委託形式をバスの運転委
託に切り替えることで、電気バスを導入する令和3年度以降の運行委託料について、現行の25%削減を図りま
す。
（現行の運行委託料：約3,700万円）

令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

％ 180.0%

単位

成果実績 人 45

目標値 人 25

無

評価年度の設定理由

事業終了の翌年度の時点で評価を実施するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無

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2年度

バス運行に係
る委託料前年
度比25％削減
（令和3年度）

バス運行に係
る委託料削減

達成度



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

活動実績 台 1

令和2年度 備　考

活動見込 台 1

総事業費 19,000,000 今年度市総事業費21,549,000

19,000,000

交付金事業の契約の概要

うち文部科学省分

電気バスの購入 随意契約 ビーワイディージャパン（株） 21,549,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

電気バス1台の購入

達成度 ％ 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

交付金事業の評価課室 企画調整課

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 19,000,000

交付金事業の担当課室 企画調整課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

　

982,000,000

12,320,000

大熊町 500,000,000 500,000,000

1 急速充電設備整備事業 大熊町 12,320,000

4
双葉町特定原子力施設地域振興事業公共用施設
事業運営基金造成事業

2 公共用施設事業運営事業

双葉町 982,000,000

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

3 公共用施設維持補修事業 大熊町 1,543,400,000 1,543,400,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

バス運行委託料が令和2年度実績40,391千円に対し、令和3年度当初予算が22,010千円と45.5％減となり、目標
値を達成した。

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2年度

バス運行に係
る委託料前年
度比25%削減
（令和3年度）

バス運行に係
る委託料削減

達成度

無

評価年度の設定理由

事業終了の翌年度の時点で評価を実施するためです。

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

％ 180.0%

単位

成果実績 人 45

目標値 人 25

交付金事業の概要 急速充電設備（定格出力３５Kｗ）を１台設置する

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大熊町

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

・大熊町第二次復興計画改定版　重点施策３　複数のコンパクト場拠点が融合した町土復興
３）拠点間の機能連携に向けた取り組み
①町民の生活を支える交通手段の確保

・大熊町交通まちづくりビジョン
●生活循環バスについて

・大熊2050ぜロカーボン宣言

令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

番号 交付金事業の名称

1 急速充電設備整備事業

交付金事業実施場所 福島県大熊町一円



交付金事業の評価課室 大熊町役場企画調整課

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 12,320,000

交付金事業の担当課室 大熊町役場企画調整課

充電設備1台の整備

達成度 ％ 100.0%

急速充電設備設置 指名競争入札 （株）ユアテック　相双営業所 500,000,000

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 12,320,000

12,320,000

令和2年度 備　考

活動見込 人月 1

活動実績 人月 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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

番号 交付金事業の名称

2 公共用施設事業運営事業（復旧・復興を目的とする事業）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大熊町

交付金事業実施場所 福島県大熊町内一円

交付金事業の概要
公共用施設事業運営事業（復旧･復興にかかる費用や職員の人件費等、また双葉地方広域市町村圏組合負担
金）の実施に係る財源として、大熊町特定原子力施設地域振興事業事業運営基金を造成する。

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

【主要政策・施策】
・大熊町第二次復興計画改定版 ３．重点施策
重点施策２　「帰町開始に伴う行政拠点の再編」　（２）取り組む施策
１）新庁舎の完成を契機とした町内での各種行政サービスの再開
２）支所業務の現状に対応した窓口機能の確保
【目標】
居住人口　3,000人（令和6年度）（避難指示解除から5年後の令和9年：約4,000人）

事業開始年度 令和5年度 事業終了（予定）年度 令和5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

事業終了の翌年度の時点で評価を実施するためです。

令和6年度

居住人口
3,000人

居住人口

成果実績 ％

目標値 ％ 70

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、大熊町特定原子力施設地域振興事業事業運営基金を造成し、公共用施設事業運営事業
を実施するための財源を確保することができました。本基金を活用し、町内公共用施設の事業運営を行うこと
により、行政サービスの維持を図れるよう、計画的な事業実施に努めます。

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

職員の勤務量
（勤務人数（人）×期間
（月））

活動実績 施設 1,392 2,912

活動見込 施設 1,392 2,148

達成度 ％ 100.0% 135.6%

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 500,000,000 500,000,000 500,000,000

交付金充当額 500,000,000 500,000,000 500,000,000

うち文部科学省分

‐ 500,000,000

うち経済産業省分 500,000,000 500,000,000 500,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 大熊町役場企画調整課

交付金事業の評価課室 大熊町役場企画調整課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

基金造成 積立



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

番号 交付金事業の名称

3 公共用施設維持補修事業（復旧・復興を目的とする事業）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大熊町

交付金事業実施場所 福島県大熊町内一円

交付金事業の概要
公共用施設維持補修事業の実施に係る財源として、大熊町特定原子力施設地域振興事業維持補修基金を造成す
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

【主要政策・施策】
・大熊町第二次復興計画改定版　２．第二次復興計画改定版の理念・目指す姿 （１）計画の理念
◆理念１　避難先及び大熊町内での安定した生活
◆理念２　帰町を選択できるとともに、町外からも人が来たくなる環境づくり
・大熊町第二次復興計画改定版　３．重点施策
重点施策１　「町民を取り巻く多様な環境に合わせた生活の支援」
・大熊町復興整備計画　２ 復興整備計画の目標
①おおくまからの魅力ある発信、復興を担うまちづくりを目指す。
・大熊町特定復興再生拠点区域復興再生計画　４． ＜特定復興再生拠点区域全体の整備方針＞ (2)
図書館や文化センター、中学校等の公共施設については、将来的には再開を目指すものとする。

【目標】
既存公益施設の復旧率　７０％　（帰還困難区域を除く）
＊今後の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき実施する修繕計画により設定値は変動。

事業開始年度 令和6年度 事業終了（予定）年度 令和8年度

事業期間の設定理由 －



本交付金の活用により、大熊町特定原子力施設地域振興事業維持補修基金を造成し、公共用施設維持補修事業
を実施するための財源を確保することができました。本基金を活用し、町内公共用施設を修繕・補修すること
により、帰還が進み、各施設利用者の利便性が向上されるよう、計画的な事業実施に努めます。

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

事業終了の翌年度の時点で評価を実施するためです。

令和9年度

既存公益施設
の復旧率
70％

公益施設の復
旧率

成果実績 ％

目標値 ％ 70

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

公益施設の復旧（修繕）施設数

活動実績 施設 0 0

活動見込 施設 0 0

達成度 ％ 0.0% 0.0%

交付金事業の担当課室 大熊町役場企画調整課

交付金事業の評価課室 大熊町役場企画調整課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

基金造成 積立 ‐ 1,575,000,000

うち経済産業省分 1,575,000,000 1,575,000,000 1,543,400,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 1,575,000,000 1,575,000,000 1,543,400,000

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 令和2年度 備　考

総事業費 1,575,000,000 1,575,000,000 1,543,400,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 双葉町

事業終了（予定）年度 令和元年度

特定原子力施設地域振興事業補助金を活用し基金を造成し、町が整備した公共用施設の事業運営のほか、東日
本大震災等からの復旧・復興を目的とした生活環境の整備を図る事業（主に復旧・復興業務に従事する職員人
件費）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

【交付金に関係する主要政策・施策】
　○双葉町・特定復興再生拠点区域復興再生計画（平成29年8月策定、同年9月内閣総理大臣認定）
　　－2．計画の意義等
　　　　魅力ある住環境と確固たる産業基盤を兼ね備えた町の再興を図るため、避難指示解除準備区域である
　　　両竹・浜野地区に「新たな産業・雇用の場」となる中野地区復興産業拠点の整備等を行い、町への人の
　　　流れを創出することとともに、ＪＲ双葉駅を中心とする町内の低線量区域に「新たな産業・雇用の場」
　　　と連携した「新たな生活の場」の確保と「既成市街地の再生」を推進する。
　　　　住民の帰還及び新たな住民の定住を図り、もって町の復興・再興を果たすことを目的とする。
【目標】
〇特定復興再生拠点区域の避難指示解除から5年後の目標居住人口：2,000人

事業期間の設定理由 ―

（単位：円）

番号 交付金事業の名称

4 双葉町特定原子力施設地域振興事業公共用施設事業運営基金造成事業

事業開始年度 令和元年度

交付金事業実施場所 福島県いわき市東田町、郡山市朝日、埼玉県加須市騎西

交付金事業の概要



%

評価年度の設定理由

　「福島特定原子力施設地域振興交付金における基金造成費により造成した基金の取扱要領」（一部改正
20190415財資第１号）を踏まえ、基金造成年度翌年度から起算して５年程度を一旦の目安とします。

交付金事業の定性的な成果及び評価

令和６年度

特定復興再生
拠点区域の避
難指示解除か
ら5年後の目標
居住人口：
2,000人

特定復興再生
拠点区域の避
難指示解除か
ら5年後の目標
居住人口

成果実績

評価年度

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

目標値 % 2,000

達成度

%

　本交付金の活用により基金を造成し、公共用施設の事業運営のほか、特定復興再生拠点区域復興再生計画に
掲げる復旧･復興を目的とした生活環境の整備を図るための事業を行うことができました。
　今後も、基金を活用し、町の復興・再興を果たせるよう取り組んで参ります。

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



令和2年度

1308

1404

93.2%

活動実績

活動見込

達成度

単位

人月

975,961,000

0

975,961,000

平成30年度

人月

%

982,000,000

982,000,000

0

備考

982,000,000

令和2年度

982,000,000

0

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

基金造成 積立 － 982,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

うち経済産業省分 982,000,000982,000,000

交付金充当額

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等

総事業費

雇用量：対象勤務職員数（人）×
期間（月）

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標

令和元年度

975,961,000


	福島特原（福島県）.pdf
	01_【R2】【特原4月1日着手】「様式第８の２の別紙個表Ⅱ（事業評価報告書）」.pdf
	02_【R2】【特原交付決定日着手】「様式第８の２の別紙個表Ⅱ（事業評価報告書）」.pdf
	03_【R2】【特原5月1日着手①】「様式第８の２の別紙個表Ⅱ（事業評価報告書）」.pdf
	04_【R2】【特原5月1日着手②】「様式第８の２の別紙個表Ⅱ（事業評価報告書）」.pdf
	05_【R2】【特原6月1日着手】「様式第８の２の別紙個表Ⅱ（事業評価報告書）」.pdf

	【Ｒ２】【特原】【様式8事業評価報告書】【3月1日着手】.pdf
	福島特原（市町村）
	福島特原（市町村６月）.pdf
	2.【福島県ふたば復興】R2事業評価報告書（3ふたば復第38号）.pdf
	）3(改【福島県ふたば復興】R2事業評価報告書（3ふたば復第38号）.pdf
	4.【福島県ふたば復興】R2事業評価報告書（3ふたば復第38号）.pdf
	5.【福島県ふたば復興】R2事業評価報告書（3ふたば復第38号）.pdf
	6.【福島県ふたば復興】R2事業評価報告書（3ふたば復第38号）.pdf
	7.【福島県ふたば復興】R2事業評価報告書（3ふたば復第38号）.pdf

	福島特原（市町村７月）.pdf
	２．７月【福島県ふたば復興】R2事業評価報告書（3ふたば復第39号）.pdf
	３．7月【福島県ふたば復興】R2事業評価報告書（3ふたば復第39号）.pdf

	）福島特原（市町村　下期.pdf
	2．下期【福島県ふたば復興】R2事業評価報告書（3ふたば復第40号）.pdf
	3．下期【福島県ふたば復興】R2事業評価報告書（3ふたば復第40号）.pdf
	4．下期【福島県ふたば復興】R2事業評価報告書（3ふたば復第40号）.pdf
	5．下期【福島県ふたば復興】R2事業評価報告書（3ふたば復第40号）.pdf
	6．下期【福島県ふたば復興】R2事業評価報告書（3ふたば復第40号）.pdf





