
別紙

Ⅰ．事業評価総括表

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

田辺市 1,814,400

3

三川福祉センターボイラー更新

事業

田辺市 1,700,000
公共用施設に係る

整備、維持補修又

は維持運営等措置

1,000,000

2

富里福祉センターボイラー更新

事業

田辺市 1,300,000 1,000,000

1

龍神高齢者福祉センター空調設

備更新事業

4

大塔行政局非常用発電装置改修

事業

田辺市 1,291,356 1,000,000

交付金充当額 備　　考

3,000,0006

本宮公民館本宮分館屋根改修事

業

田辺市 3,347,956

5

本宮保健福祉総合センター高圧

受電設備改修事業

田辺市 2,990,520 2,000,000

1,000,000

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業者名又は

間接交付金事業者名

交付金事業に

要した経費

（単位：円）



Ⅱ．事業評価個表

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

1

公共用施設に係る整備、

維持補修又は維持運営等措置

龍神高齢者福祉センター空調設備更新事業

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2次田辺市総合計画（基本構想：平成29年度～平成38年度）

　

政策：第5章「安心」

施策：3．福祉

単位施策：（3）高齢者福祉

⑥　居住者等の安全確保のため、生活支援ハウスなど、高齢者福祉施設の適切な管理が必要であると

　　ともに、介護を必要とする高齢者が尊厳を持って生活を送ることができるよう、施設サービスの

　　充実や環境づくりが必要です。

・居宅生活に不安を持つ高齢者が安心して生活できるよう、必要に応じて生活支援ハウ

　スなどの居場所を提供します。

目標：当該施設における空調機器不具合件数0件（平成30年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 田辺市

交付金事業実施場所 田辺市龍神村柳瀬

交付金事業の概要

　本市では高齢者福祉の増進を図るため、生活支援ハウス運営事業を実施しており、龍神高齢者福祉セ

ンターについては旧龍神村が平成5年に設置した施設です。当該施設において開所当初から使用している

空調設備について、ガス漏れや温度管理の不調が発生し、事業運営に支障を来たしているため、当該設

備（7台）を更新しました。



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 年度 　　年度

達成度 % 100.0

空調機器の更新

活動実績 台 7

活動見込 台 7

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　　平成30年度

当該施設における空調

機器不具合件数0件

正常稼動日数

達成度 % 100.0

評価年度の設定理由

随時事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 日 270

目標値 日 270

設備の更新により、施設利用者のQOLが向上しました。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の担当課室 保健福祉部やすらぎ対策課

交付金事業の評価課室 企画部企画広報課

空調設備更新 指名競争入札 和歌山電工株式会社（田辺市） 1,814,400

1,000,000

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

計 1,814,400

交付金充当額 1,000,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 年度 年度 備考

総事業費 1,814,400



Ⅱ．事業評価個表

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

2

公共用施設に係る整備、

維持補修又は維持運営等措置

富里福祉センターボイラー更新事業

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2次田辺市総合計画（基本構想：平成29年度～平成38年度）

　

政策：第5章「安心」

施策：3．福祉

単位施策：（3）高齢者福祉

⑥　居住者等の安全確保のため、生活支援ハウスなど、高齢者福祉施設の適切な管理が必要であると

　　ともに、介護を必要とする高齢者が尊厳を持って生活を送ることができるよう、施設サービスの

　　充実や環境づくりが必要です。

・居宅生活に不安を持つ高齢者が安心して生活できるよう、必要に応じて生活支援ハウ

　スなどの居場所を提供します。

目標：当該施設におけるボイラー設備の不具合件数0件（平成30年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 田辺市

交付金事業実施場所 田辺市下川下

交付金事業の概要

　本市では高齢者福祉の増進を図るため、生活支援ハウス運営事業を実施しており、大塔富里福祉セン

ターについては旧大塔村が平成8年に設置した施設です。当該施設において開所当初から使用しているボ

イラー設備について、老朽化による漏水や不着火、温度管理の不調等の不具合が発生し、事業運営に支

障を来たしているため、当該設備（1台）を更新しました。



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 年度 　　年度

達成度 % 100.0

ボイラー設備の更新

活動実績 台 1

活動見込 台 1

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　　平成30年度

当該施設におけるボイ

ラー設備の不具合件数0

件

正常稼動日数

達成度 % 100.0

評価年度の設定理由

随時事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 日 235

目標値 日 235

設備の更新により、施設利用者のQOLが向上しました。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の担当課室 保健福祉部やすらぎ対策課

交付金事業の評価課室 企画部企画広報課

ボイラー設備更新 指名競争入札 紀南機器（田辺市） 1,300,000

1,000,000

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

計 1,300,000

交付金充当額 1,000,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 年度 年度 備考

総事業費 1,300,000



Ⅱ．事業評価個表

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

3

公共用施設に係る整備、

維持補修又は維持運営等措置

三川福祉センターボイラー更新事業

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2次田辺市総合計画（基本構想：平成29年度～平成38年度）

　

政策：第5章「安心」

施策：3．福祉

単位施策：（3）高齢者福祉

⑥　居住者等の安全確保のため、生活支援ハウスなど、高齢者福祉施設の適切な管理が必要であると

　　ともに、介護を必要とする高齢者が尊厳を持って生活を送ることができるよう、施設サービスの

　　充実や環境づくりが必要です。

・居宅生活に不安を持つ高齢者が安心して生活できるよう、必要に応じて生活支援ハウ

　スなどの居場所を提供します。

目標：当該施設におけるボイラー設備の不具合件数0件（平成30年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 田辺市

交付金事業実施場所 田辺市向山

交付金事業の概要

　本市では高齢者福祉の増進を図るため、生活支援ハウス運営事業を実施しており、三川福祉センター

については旧大塔村が平成9年に設置した施設です。当該施設において開所当初から使用しているボイ

ラー設備について、老朽化による漏水や不着火、温度管理の不調等の不具合が発生し、事業運営に支障

を来たしているため、当該設備（1台）を更新しました。



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 年度 　　年度

達成度 % 100.0

ボイラー設備の更新

活動実績 台 1

活動見込 台 1

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　　平成30年度

当該施設におけるボイ

ラー設備の不具合件数0

件

正常稼動日

達成度 % 100.0

評価年度の設定理由

随時事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 日 248

目標値 日 248

設備の更新により、施設利用者のQOLが向上しました。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の担当課室 保健福祉部やすらぎ対策課

交付金事業の評価課室 企画部企画広報課

ボイラー設備更新 指名競争入札 紀南機器（田辺市） 1,700,000

1,000,000

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

計 1,700,000

交付金充当額 1,000,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 年度 年度 備考

総事業費 1,700,000



Ⅱ．事業評価個表

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

4

公共用施設に係る整備、

維持補修又は維持運営等措置

大塔行政局非常用発電装置改修事業

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

政策：第7章「計画推進」

施策：健全な行財政運営

・「田辺市公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設の老朽化対策も含めて、将来的な施設の

　適正配置及び財政負担の軽減・平準化を目指した取組を推進します。

「田辺市公共施設等総合管理計画」における位置付け

　行政局：本市の行政サービス全般に係る各地域の拠点として、引き続き適切な維持管理を行って

いきます。

目標：消防設備点検及び電気設備点検において、当該設備の正常な動作が確認できること

　　　（平成30年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 田辺市

交付金事業実施場所 田辺市鮎川

交付金事業の概要

　大塔行政局（旧大塔村役場）の建設当初から使用している非常用発電設備について、点検業者から制

御装置の不良や蓄電池設備の亀裂等の発生が報告されており、早急に対応が必要であることから、当該

設備（1機）を改修しました。



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 年度 　　年度

達成度 % 100.0

非常用発電装置

活動実績 機 1

活動見込 機 1

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　　平成30年度

消防設備点検及び電気

設備点検において、当

該設備の正常な動作が

確認できること

正常動作確認回数

達成度 % 100.0

評価年度の設定理由

随時事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 回 1

目標値 回 1

設備の更新により、施設の安全性が高まりました。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の担当課室 大塔行政局総務課

交付金事業の評価課室 企画部企画広報課

非常用発電装置改修 随意契約（特命）

ヤンマー舶用システム株式会社西日本

営業部田辺営業所（田辺市）

1,291,356

1,000,000

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

計 1,291,356

交付金充当額 1,000,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 年度 年度 備考

総事業費 1,291,356



Ⅱ．事業評価個表

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

5

公共用施設に係る整備、

維持補修又は維持運営等措置

本宮保健福祉総合センター高圧受電設備改修事業

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

政策：第7章「計画推進」

施策：健全な行財政運営

・「田辺市公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設の老朽化対策も含めて、将来的な施設の適正

　配置及び財政負担の軽減・平準化を目指した取組を推進します。

「田辺市公共施設等総合管理計画」における位置付け

　保健センター：各行政局管内の保健センターについては、地域に密着した保健施設として、引き続き

適正に維持管理を行っていきます。

　福祉センター：各行政局管内の福祉センターについては、地域に密着した福祉拠点施設として引き続

き適正に維持管理を行っていきます。

目標：当該施設における電気事故及び近隣への波及事故件数0件（平成30年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 田辺市

交付金事業実施場所 田辺市本宮町本宮

交付金事業の概要

　田辺市本宮保健福祉総合センターは、生活支援ハウス、診療所、温泉施設の機能を併せ持った保健福

祉センターとして、平成12年に旧本宮町が整備した施設です。当該施設の高圧受電設備における電気事

故防止及び近隣への波及事故防止を図るため、耐用年数が経過した高圧ケーブルの引き換えを行うとと

もに、敷地内に高圧気中開閉器（1台）を設置しました。



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 年度 　　年度

達成度 % 100.0

高圧機中開閉器の設置

活動実績 台 1

活動見込 台 1

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　　平成30年度

電気事故及び近隣への

波及事故件数0件

正常動作日数

達成度 % 100.0

評価年度の設定理由

随時事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 日 75

目標値 日 75

設備の更新により、施設の安全性が高まりました。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の担当課室 保健福祉部福祉課

交付金事業の評価課室 企画部企画広報課

高圧受電設備改修 指名競争入札 コートーデンキ（田辺市） 2,990,520

2,000,000

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

計 2,990,520

交付金充当額 2,000,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 年度 年度 備考

総事業費 2,990,520



Ⅱ．事業評価個表

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

6

公共用施設に係る整備、

維持補修又は維持運営等措置

本宮公民館本宮分館屋根改修事業

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2次田辺市総合計画（基本構想：平成29年～平成38年）

政策：第1章「人」

施策：4．生涯学習

単位施策：（1）生涯学習

②　施設の老朽化が進む中、計画的な施設整備をはじめ、備品の更新など、生涯学習施設の充実を

　　図る必要があります。

・生涯学習の拠点施設である田辺市生涯学習センターや各地区公民館の計画的な施設整備及び適正

　な維持管理に努めるとともに、備品の更新などにより、各施設の充実と有効活用を図ります。

目標：当該施設における雨漏り発生件数0件（平成30年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 田辺市

交付金事業実施場所 田辺市本宮町本宮

交付金事業の概要

　昭和42年に旧本宮小学校講堂として建築、平成18年に廃校となってからも地域住民の生涯学習の拠点

として活用されている当該施設について、経年劣化による屋根の腐食（錆）が確認されており、今後腐

食拡大による雨漏り発生のおそれがあることから、屋根の塗装改修を実施しました。



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 年度 　　年度

達成度 % 100.0

屋根改修回数

活動実績 回 1

活動見込 回 1

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　　平成30年度

雨漏り発生件数0件 雨漏り件数

達成度 % 100.0

評価年度の設定理由

随時事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 件 0

目標値 件 0

設備の更新により、施設の安全性が高まりました。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の担当課室 教育委員会生涯学習課

交付金事業の評価課室 企画部企画広報課

屋根塗装改修工事 指名競争入札 四季彩歓（田辺市） 3,347,956

3,000,000

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

計 3,347,956

交付金充当額 3,000,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 年度 年度 備考

総事業費 3,347,956


