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定住緊急支援事業計画の実績に関する評価
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福島県　伊達市



（様式１）

1）事業の実施概要 （単位：千円）
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定住緊急支援事業計画に基づく事業等の評価一覧
平成29年12月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

基幹/
効果促進

事業
実施
主体

全体事業費
（注３）

全体事業
期間

（注４）

年度事業費（注５）
評価

実施時期（注６）
その他

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

1 A - 1 - 1 幼稚園遊具更新事業 伊達幼稚園ほか8箇所 基幹 市 25 平成29年12月(11,379)

11,379

2 A - 1 - 2 保育園等遊具更新事業 保原保育園ほか2箇所 基幹 市 25 平成29年12月(951)

951

3 A - 1 - 3 私立幼稚園遊具更新事業 私立神愛幼稚園 基幹 市 25 平成29年12月(3,465)

3,465

4 A - 1 - 4 私立保育園遊具更新事業 私立梁川保育園 基幹 市 25 平成29年12月(5,853)

5,853

5 A - 1 - 5 市内公園遊具更新事業 川原町緑地公園ほか10箇所 基幹 市 26 平成29年12月(56,160)

56,160

6 A - 1 - 6 月見舘森林公園遊具更新事業 月見舘森林公園 基幹 市 25～26 平成29年12月(25,720) (27,200)

25,720 27,200

7 A - 1 - 7 私立保育園の遊具更新事業 私立霊山三育保育園ほか１箇所 基幹 市 26 平成29年12月(7,342)

7,342

8 A - 1 - 8 市内公園の遊具更新事業 生協団地公園ほか４箇所 基幹 市 26 平成29年12月(30,780)

30,780

9 A - 1 - 9 赤坂の里森林公園遊具更新事業 赤坂の里森林公園 基幹 市 26～27 平成29年12月(19,980) (19,980)

19,980 19,980

10 A - 1 - 10
やながわ希望の森公園遊具更新

事業
やながわ希望の森公園 基幹 市 26～27 平成29年12月(32,940) (32,940)

32,940 32,940

11 B - 1 - 1 こどもの屋内運動施設整備事業 保原町上保原 基幹 市 25～26 平成29年12月(259,728)

348,368

12 ◆ B - 1 - 1 - 1
こどもの屋内運動施駐車場整備事

業
保原町上保原 効果促進 市 25～26 平成29年12月(13,039)

13,330

13 B - 1 - 2 子どもの屋内運動施設整備事業
梁川地区

子どもの屋内運動場
基幹 市 25～27 平成29年12月(267,921)

431,554

14 ◆ B - 1 - 2 - 1
子どもの屋内運動場・広場駐車場

整備事業
梁川地区

子どもの屋内運動場
効果促進 市 25～27 平成29年12月(56,835)

56,835

15 B - 1 - 3 子どもの屋外運動場整備事業
梁川地区

子どもの屋外運動場
基幹 市 25～27 平成29年12月(24,562)

25,121

16 B - 1 - 4 保原屋内プール整備事業 保原市民プール 基幹 市 27～28 (511,291) (506,250)

577,352 506,250

17 ◆ B - 1 - 4 - 1 保原屋内プール外構整備事業 保原市民プール 効果促進 市 28 (28,193)

28,193



２）事業計画に記載した地域の復興における支障の解決に係る目標（注７）

基準年度 目標年度 確認年度

目標１ 24.4(%) H24
33.6（％）

（震災前の水準並み）
H29 39.1（％） H29 160（％）

A-1-1～A-1-10
B-1-1～B-1-4

目標2
小学5年生16.5％
中学2年生10.3％

Ｈ24
小学5年生12.2％
中学2年生10.3％

（震災前の水準並み）
H29

小学5年生14.5％
中学2年生9.2％

H29
小学5年生46.5％
中学2年生110％

A-1-1～A-1-10
B-1-1～B-1-4

目標３ 0（人/年） H25 20,000（人/年） H29 63,111（人/年） H29 315（％） B-1-1

目標４ 0（人/年） H25 20,000（人/年） H29 43,387（人/年） H29 217（％） B-1-2

目標５ 0（人/年） H25 3,000（人/年） H29 3,210（人/年） H29 107（％） B-1-3

目標６ 158（人/日） Ｈ26 160（人/日） H29
　199（人/日）
(H29.4～7月）

H29 B-1-4

目標７ 未調査 H25 変化あった　70％ H29 変化があった　74.3％ H29 106（％）
A-1-1～A-1-10
B-1-1～B-1-3

３）その他目標（２）に掲げたもの以外の目標）（注７）

基準年度 目標年度 確認年度

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は定住緊急支援事業計画に記載された事業名を記載する。

（注３）「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費と交付対象事業費をそれぞれ記載する（交付対象事業費は（）で記載）。

（注４）「全体事業期間」は、事業着手年度から全ての事業内容が完了する年度までを記載する。

（注５）「年度事業費」は、事業着手から事業完了年度までの各年度の交付対象事業費と全ての事業費をそれぞれ記載する（交付対象事業費は（）で記載）。

（注６）「評価実施時期」は、定住緊急支援事業計画に基づく事業等が完了した日の属する年度の翌年度の12月末日までの実施した時期を記載する。

（注７）２)には定住緊急支援計画上記載した内容を、３）には定住緊急支援計画上全く記載をしていないものの、今回の整備により期待される効果があれば記載する。

なお、A-1,B-1,2,C-1事業については、子どもたちが十分に運動する機会の確保の観点、C-2,C-3については子育て世帯の定住に資する観点から、維持管理や運営の視点、ソフト事業との相乗効果などの面も含め目標を記載する。

（注８）「備考」の欄には、当該目標の評価対象となる事業番号を記載する。

指標

従前値 目標値 実施後の値

達成度 モニタリング方法
効果発現要因
（総合所見）

今後の対応 備考（注８）

市内小学生（5年生）の体力総合評価
（評価A+評価Ｂの割合）

体力・運動能力調査（市教育委員会）
公園遊具の更新や運動施設の整備により、こども達の運動や遊
びの機会が増加したことにより、体力・総合評価A+評価Bの割合
が増加した。

遊具を更新した公園や新たに設けた運動施設の利
用について、広報誌で広く周知し、更なる利用促進
を図る。

肥満傾向児の出現率
　（肥満傾向児＝性別・年齢別・身長別標準体
重から肥満度を求め、肥満度が20％以上の者

の割合）

学校保健統計調査（市教育委員会）
当初の想定よりも事業効果の発現に時間を要したため、小学5年
生については目標達成に至らなかった。しかし、運動の利用機会
増により、従前値と比較すると減少したことが確認できた。

遊具を更新した公園や新たに設けた運動施設の利
用について、広報誌で広く周知し、更なる利用促進
を図り、肥満割合の減少に向けたフォローアップを
行う。

子どもの屋内運動施設の利用者（保原） 利用者数実績調査
利用者数が当初の目標を大幅に上回り、子どもの運動の機会の
確保が図られたことが確認できた。

屋内運動施設の利用について、広報紙等での周
知やイベントの開催を図ることで、更なる利用促進
を図る。

公園や屋外遊具の利用について、広報紙等での
周知を図ることで、さらなる利用促進を図る。

子どもの屋内運動施設の利用者（梁川） 利用者数実績調査
利用者数が当初の目標を大幅に上回り、子どもの運動の機会の
確保が図られたことが確認できた。

屋内運動施設の利用について、広報紙等での周
知やイベントの開催を図ることで、更なる利用促進
を図る。

子どもの屋外運動施設の利用者（梁川） 利用者数実績調査
利用者数が当初の目標を上回り、子どもの運動の機会の確保が
図られたことが確認できた。

屋外運動施設の利用について、広報紙等での周
知やイベントの開催を図ることで、更なる利用促進
を図る。

モニタリング方法
効果発現要因
（総合所見）

今後の対応

プールの利用状況 利用者数実績調査
屋内プールを整備し、年間を通してプールを利用できるようになっ
たため、夏季の利用者も含め、年間の利用者の増加が確認でき
た。

今後、保原市民プールの利用者をさらに増やすた
めに、広報誌等で周知を図るとともに、各学校への
授業での利用の推進や、各種イベントの開催等に
より、さらなる利用促進を図る。

公園の利用による子どもの変化 保護者アンケート調査
安心して屋外で遊ぶ機会が増えたことにより、特に「屋外で遊ぶよ
うになった」「睡眠時間が増えた」との回答した割合が多かった。

指標

従前値 目標値 実施後の値

達成度 備考（注８）



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成29年12月時点

福島県 交付期間 11,379千円

伊達市 実績評価実施時期 Ａ-1-1

1）事業の実施概要

（注１）様式１の２）に掲げた目標のうち、本様式に記載する事業に係るものを記載する。

（注２）様式１の２）に掲げた目標が複数の事業等を一体的に実施することで達成されると想定される場合、関連する事業等を総括した全体評価による記載も可とする。

県名 平成25年度 交付対象事業費

市町村名 平成29年度 評価対象事業

効果、変化を踏まえた今後の方策（改善策を含む）（注２）

○　広報紙等で無料開放についての周知を行い、さらなる利用者の増加を図る。
○　幼稚園教諭等に対し、更新した遊具の利用促進を周知し、子どもたちの体力向上を図る。

事業計画に記載した地域の復興における支障を解決するための目標（注１）（注２）

○市内の公立の幼稚園９か所の遊具更新を実施することにより、幼稚園児の外遊び・運動機会の増加を図り、もって、伊達市の子どもの体力を向上させることを目的とする。

【区域全体図】
市内全体

　

　

【事業詳細】
（１）事業の概要
幼稚園等での園児等の外遊びや運動機会の増加、体力の向上を目的とした遊具更新
○幼稚園遊具更新事業（公立幼稚園9箇所）　（伊達　伏黒　梁川　粟野　堰本　富野　保原　富成　掛田）　A‐1-1
　　・伊達幼稚園－雲梯、ログハウス、マット、ブランコの台座　　　　・富野幼稚園－ログハウス
　　・伏黒幼稚園－シーソー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・保原幼稚園－築山、砂場
　　・梁川幼稚園－ログハウス、キッズハウス、ブランコの台座　　   ・富成幼稚園－ログハウス
　　・粟野幼稚園－アスレチック遊具、平均台　　　　　　　　　　　　　 ・掛田幼稚園－鉄棒
　　・堰本幼稚園－アドベンチャーダブルスライダー（滑り台）
　
（２）事業の実施状況
○幼稚園等
　平成26年3月までに遊具更新を完了し、すぐに通常の保育等で園児らへの使用を開始している。

（３）人口流失及びそれにより生じている地域の振興における支障との関係の　評価年度時点での情報
○避難者の状況（出典：全国避難者情報システム）
　平成24年10月 １日現在の中学生以下自主避難者　326人
　平成26年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者　255人
　平成27年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  199人
　平成28年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  169人
　平成28年11月 １日現在の中学生以下自主避難者  150人
  平成29年10月 １日現在の中学生以下自主避難者  128人
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より避難者数が減少した。
○小学5年生の体力総合評価　（評価A+評価Ｂ）の割合　　　　○小学5年生の肥満傾向児出現率 ※小学5年生＝10歳とした。
　（出典：市体力・運動能力調査結果）　　                                （出典：市体力・運動能力調査結果）
　平成22年度　33.6％　　　　　　　　　　　　　                              　平成23年度　12.2％
　平成24年度　24.4％　　　　　　　　　　　　                              　　平成24年度　16.5％
　平成25年度　30.1％　　　　　　　　　　　　                              　　平成28年度　14.5％
　平成26年度　33.5％
　平成27年度　37.5％
  平成28年度　39.1％
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より体力の向上及び 肥満傾向児出現率が減少した。

（４）その他
     子育て支援関係のＮＰＯ法人に聞き取りしたところ、「感覚的な運動や外で遊ぶことは体力低下の問題だけでなく、子供の将来
や豊かな感性を養うのにもとても大事である。　震災直後はなにもできなかったが、この事業により環境が整備され、体力も以前よ
り向上し、子どもたちにとって心身ともにプラスになっている」との意見をいただいた。

事業計画推進による効果・変化（注２）

○子どもが屋外で安心して遊べる環境を整備したことに伴って、小学生の体力総合評価（Ａ+Ｂ）の割合が平成24年度と比べ、平成28年度は14.7％増加し、また肥満傾向児童の割合も平成24年度と比べ、平成28年度は2％減少したことが確認できた。
○また、中学生以下の避難者数が平成24年10月時点と比べ、平成29年10月1日現在で198人（約61％）減少し、自主避難者の帰還が進んでいる。
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（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成29年12月時点

福島県 交付期間 951千円

伊達市 実績評価実施時期 Ａ-1-2

1）事業の実施概要

（注１）様式１の２）に掲げた目標のうち、本様式に記載する事業に係るものを記載する。

（注２）様式１の２）に掲げた目標が複数の事業等を一体的に実施することで達成されると想定される場合、関連する事業等を総括した全体評価による記載も可とする。

県名 平成25年度 交付対象事業費

市町村名 平成29年度 評価対象事業

効果、変化を踏まえた今後の方策（改善策を含む）（注２）

○　広報紙等で無料開放についての周知を行い、さらなる利用者の増加を図る。
○　幼稚園教諭等に対し、更新した遊具の利用促進を周知し、子どもたちの体力向上を図る。

事業計画に記載した地域の復興における支障を解決するための目標（注１）（注２）

○市内の公立の保育園、児童クラブあわせて3か所の遊具更新を実施することにより、幼稚園児、保育園児等の外遊び・運動機会の増加を図り、もって、伊達市の児童の体力を向上させることを目的とする。

【区域全体図】
市内全体

　

　

【事業詳細】
（１）事業の概要
幼稚園等での園児等の外遊びや運動機会の増加、体力の向上を目的とした遊具更新
○保育園の遊具更新事業（公立保育園等3箇所）（保原保育園　保原保育園分園　伊達児童クラブ）　A-1-2
　・保原保育園－雲梯
　・保原保育園（分園）－ジョイフルハウス
　・伊達児童クラブ－鉄棒

（２）事業の実施状況
○保育園
　平成26年3月までに遊具更新を完了し、すぐに通常の保育等で園児らへの使用を開始している。

（３）人口流失及びそれにより生じている地域の振興における支障との関係の　評価年度時点での情報
○避難者の状況（出典：全国避難者情報システム）
　平成24年10月 １日現在の中学生以下自主避難者　326人
　平成26年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者　255人
　平成27年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  199人
　平成28年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  169人
　平成28年11月 １日現在の中学生以下自主避難者  150人
  平成29年10月 １日現在の中学生以下自主避難者  128人
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より避難者数が減少した。
○小学5年生の体力総合評価　　　　　　　○小学5年生の肥満傾向児出現率
　（評価A+評価Ｂ）の割合　　　　　　　　　　　　※小学5年生＝10歳とした。
　（出典：市体力・運動能力調査結果）　　（出典：市体力・運動能力調査結果）
　平成22年度　33.6％　　　　　　　　　　　　　　平成23年度　12.2％
　平成24年度　24.4％　　　　　　　　　　　　　　平成24年度　16.5％
　平成25年度　30.1％　　　　　　　　　　　　　　平成28年度　14.5％
　平成26年度　33.5％
　平成27年度　37.5％
  平成28年度　39.1％
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より体力の向上及び肥満傾向児出現率が減少した。

（４）その他
　子育て支援関係のＮＰＯ法人に聞き取りしたところ、「感覚的な運動や外で遊ぶことは体力低下の問題だけでなく、子供の将来
や豊かな感性を養うのにもとても大事である。　震災直後はなにもできなかったが、この事業により環境が整備され、体力も以前よ
り向上し、子どもたちにとって心身ともにプラスになっている」との意見をいただいた。

○公立保原保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○公立保原保育園（分園）

事業計画推進による効果・変化（注２）

○子どもが屋外で安心して遊べる環境を整備したことに伴って、小学生の体力総合評価（Ａ+Ｂ）の割合が平成24年度と比べ、平成28年度は14.7％増加し、また肥満傾向児童の割合も平成24年度と比べ、平成28年度は2％減少したことが確認できた。
○また、中学生以下の避難者数が平成24年10月時点と比べ、平成29年10月1日現在で198人（約61％）減少し、自主避難者の帰還が進んでいる。

伊達児童クラブ 保原保育園 

保原保育園（分園） 



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成29年12月時点

福島県 交付期間 3,465千円

伊達市 実績評価実施時期 Ａ-1-3

1）事業の実施概要

（注１）様式１の２）に掲げた目標のうち、本様式に記載する事業に係るものを記載する。

（注２）様式１の２）に掲げた目標が複数の事業等を一体的に実施することで達成されると想定される場合、関連する事業等を総括した全体評価による記載も可とする。

県名 平成25年度 交付対象事業費

市町村名 平成29年度 評価対象事業

効果、変化を踏まえた今後の方策（改善策を含む）（注２）

○　広報紙等で無料開放についての周知を行い、さらなる利用者の増加を図る。
○　幼稚園教諭等に対し、更新した遊具の利用促進を周知し、子どもたちの体力向上を図る。

事業計画に記載した地域の復興における支障を解決するための目標（注１）（注２）

○市内の私立の幼稚園1か所の遊具更新を実施することにより、幼稚園児等の外遊び・運動機会の増加を図り、もって、伊達市の児童の体力を向上させることを目的とする。

【区域全体図】
市内全体

　

　

【事業詳細】
（１）事業の概要
幼稚園での園児等の外遊びや運動機会の増加、体力の向上を目的とした遊具更新
○私立幼稚園遊具更新事業（1箇所）（私立神愛幼稚園）　A-1-3
　　・スイング遊具、ジャングルジム、はんとう棒ジム、チャレンジおやま

（２）事業の実施状況
○幼稚園等
　平成26年3月までに遊具更新を完了し、すぐに通常の保育等で園児らへの使用を開始している。

（３）人口流失及びそれにより生じている地域の振興における支障との関係の　評価年度時点での情報
○避難者の状況（出典：全国避難者情報システム）
　平成24年10月 １日現在の中学生以下自主避難者　326人
　平成26年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者　255人
　平成27年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  199人
　平成28年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  169人
　平成28年11月 １日現在の中学生以下自主避難者  150人
  平成29年10月 １日現在の中学生以下自主避難者  128人
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より避難者数が減少した。
○小学5年生の体力総合評価　　　　　　　○小学5年生の肥満傾向児出現率
　（評価A+評価Ｂ）の割合　　　　　　　　　　　　※小学5年生＝10歳とした。
　（出典：市体力・運動能力調査結果）　　（出典：市体力・運動能力調査結果）
　平成22年度　33.6％　　　　　　　　　　　　　　平成23年度　12.2％
　平成24年度　24.4％　　　　　　　　　　　　　　平成24年度　16.5％
　平成25年度　30.1％　　　　　　　　　　　　　　平成28年度　14.5％
　平成26年度　33.5％
　平成27年度　37.5％
  平成28年度　39.1％
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より体力の向上及び肥満傾向児出現率が減少した。

（４）その他
　子育て支援関係のＮＰＯ法人に聞き取りしたところ、「感覚的な運動や外で遊ぶことは体力低下の問題だけでなく、子供の将来
や豊かな感性を養うのにもとても大事である。　震災直後はなにもできなかったが、この事業により環境が整備され、体力も以前よ
り向上し、子どもたちにとって心身ともにプラスになっている」との意見をいただいた。

○私立神愛幼稚園

事業計画推進による効果・変化（注２）

○子どもが屋外で安心して遊べる環境を整備したことに伴って、小学生の体力総合評価（Ａ+Ｂ）の割合が平成24年度と比べ、平成28年度は14.7％増加し、また肥満傾向児童の割合も平成24年度と比べ、平成28年度は2％減少したことが確認できた。
○また、中学生以下の避難者数が平成24年10月時点と比べ、平成29年10月1日現在で198人（約61％）減少し、自主避難者の帰還が進んでいる。

私立神愛幼稚園 



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成29年12月時点

福島県 交付期間 5,853千円

伊達市 実績評価実施時期 Ａ-1-4

1）事業の実施概要

（注１）様式１の２）に掲げた目標のうち、本様式に記載する事業に係るものを記載する。

（注２）様式１の２）に掲げた目標が複数の事業等を一体的に実施することで達成されると想定される場合、関連する事業等を総括した全体評価による記載も可とする。

県名 平成25年度 交付対象事業費

市町村名 平成29年度 評価対象事業

効果、変化を踏まえた今後の方策（改善策を含む）（注２）

○　広報紙等で無料開放についての周知を行い、さらなる利用者の増加を図る。
○　保育士等に対し、更新した遊具の利用促進を周知し、子どもたちの体力向上を図る。

事業計画に記載した地域の復興における支障を解決するための目標（注１）（注２）

○市内の私立の保育園1か所の遊具更新を実施することにより、保育園児の外遊び・運動機会の増加を図り、もって、伊達市の児童の体力を向上させることを目的とする。

【区域全体図】
市内全体

　

　

【事業詳細】
（１）事業の概要
保育園での園児等の外遊びや運動機会の増加、体力の向上を目的とした遊具更新
○私立保育園遊具更新事業（1箇所）（私立梁川保育園）　A-1-4
　　・コンビネーション遊具、回転遊具

（２）事業の実施状況
　平成26年3月までに遊具更新を完了し、すぐに通常の保育等で園児らへの使用を開始している。

（３）人口流失及びそれにより生じている地域の振興における支障との関係の　評価年度時点での情報
○避難者の状況（出典：全国避難者情報システム）
　平成24年10月 １日現在の中学生以下自主避難者　326人
　平成26年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者　255人
　平成27年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  199人
　平成28年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  169人
　平成28年11月 １日現在の中学生以下自主避難者  150人
  平成29年10月 １日現在の中学生以下自主避難者  128人
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より避難者数が減少した。
○小学5年生の体力総合評価　　　　　　　○小学5年生の肥満傾向児出現率
　（評価A+評価Ｂ）の割合　　　　　　　　　　　　※小学5年生＝10歳とした。
　（出典：市体力・運動能力調査結果）　　（出典：市体力・運動能力調査結果）
　平成22年度　33.6％　　　　　　　　　　　　　　平成23年度　12.2％
　平成24年度　24.4％　　　　　　　　　　　　　　平成24年度　16.5％
　平成25年度　30.1％　　　　　　　　　　　　　　平成28年度　14.5％
　平成26年度　33.5％
　平成27年度　37.5％
  平成28年度　39.1％
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より体力の向上及び肥満傾向児出現率が減少した。

（４）その他
 　子育て支援関係のＮＰＯ法人に聞き取りしたところ、「感覚的な運動や外で遊ぶことは体力低下の問題だけでなく、子供の将来
や豊かな感性を養うのにもとても大事である。震災直後はなにもできなかったが、この事業により環境が整備され、体力も以前よ
り向上し、子どもたちにとって心身ともにプラスになっている」との意見をいただいた。

○私立梁川保育園

事業計画推進による効果・変化（注２）

○子どもが屋外で安心して遊べる環境を整備したことに伴って、小学生の体力総合評価（Ａ+Ｂ）の割合が平成24年度と比べ、平成28年度は14.7％増加し、また肥満傾向児童の割合も平成24年度と比べ、平成28年度は2％減少したことが確認できた。
○また、中学生以下の避難者数が平成24年10月時点と比べ、平成29年10月1日現在で198人（約61％）減少し、自主避難者の帰還が進んでいる。

私立梁川保育園 



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成29年12月時点

福島県 交付期間 56,160千円

伊達市 実績評価実施時期 Ａ-1-5

1）事業の実施概要

（注１）様式１の２）に掲げた目標のうち、本様式に記載する事業に係るものを記載する。

（注２）様式１の２）に掲げた目標が複数の事業等を一体的に実施することで達成されると想定される場合、関連する事業等を総括した全体評価による記載も可とする。

県名 平成26年度 交付対象事業費

市町村名 平成29年度 評価対象事業

○子どもが屋外で安心して遊べる環境を整備したことに伴って、小学生の体力総合評価（Ａ+Ｂ）の割合が平成24年度と比べ、平成28年度は14.7％増加し、また肥満傾向児童の割合も平成24年度と比べ、平成28年度は2％減少したことが確認できた。
○また、中学生以下の避難者数が平成24年10月時点と比べ、平成29年10月1日現在で198人（約61％）減少し、自主避難者の帰還が進んでいる。

効果、変化を踏まえた今後の方策（改善策を含む）（注２）

○広報誌やホームページを活用して、情報発信を行うことで、子どもの外遊びを促進し、体力向上を図る。

事業計画に記載した地域の復興における支障を解決するための目標（注１）（注２）

○市内公園（11箇所）の遊具を更新することにより、放射能影響に対する保護者の不安を払拭し、屋外での遊びや運動機会確保を図り、体力増強と肥満傾向拡大の改善を目指す。

【区域全体図】
市内全体

　

　

【事業詳細】
（１）事業の概要
伊達市内で利用頻度の高い以下の11公園に設置されている遊具を更新するものである。
（２）事業の実施状況
　平成26年3月までに遊具更新を完了、供用を開始している。

（３）人口流失及びそれにより生じている地域の振興における支障との関係の　評価年度時点での情報
○避難者の状況（出典：全国避難者情報システム）
　平成24年10月 １日現在の中学生以下自主避難者　326人
　平成26年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者　255人
　平成27年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  199人
　平成28年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  169人
　平成28年11月 １日現在の中学生以下自主避難者  150人
  平成29年10月 １日現在の中学生以下自主避難者  128人
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より避難者数が減少した。

○小学5年生の体力総合評価　（評価A+評価Ｂ）の割合　　　　○小学5年生の肥満傾向児出現率 ※小学5年生＝10歳とした。
　（出典：市体力・運動能力調査結果）　　                                （出典：市体力・運動能力調査結果）
　平成22年度　33.6％　　　　　　　　　　　　　                              　平成23年度　12.2％
　平成24年度　24.4％　　　　　　　　　　　　                              　　平成24年度　16.5％
　平成25年度　30.1％　　　　　　　　　　　　                              　　平成28年度　14.5％
　平成26年度　33.5％
　平成27年度　37.5％
  平成28年度　39.1％
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より体力の向上及び肥満傾向児出現率が減少した。

(４）その他
　子育て支援関係のＮＰＯ法人に聞き取りしたところ、「感覚的な運動や外で遊ぶことは体力低下の問題だけでなく、子供の将来
や豊かな感性を養うのにもとても大事である。　震災直後はなにもできなかったが、この事業により環境が整備され、体力も以前
より向上し、子どもたちにとって心身ともにプラスになっている」との意見をいただいた。

事業計画推進による効果・変化（注２）

下割田公園 

小幡児童公園 
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梁川駅前児童公

弥生町公園 

丸山公園 

中瀬児童公園 

小幡児童公園 

中川集落センター児童遊び



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成29年12月時点

福島県 交付期間 52,920千円

伊達市 実績評価実施時期 Ａ-1-6

1）事業の実施概要

（注１）様式１の２）に掲げた目標のうち、本様式に記載する事業に係るものを記載する。

（注２）様式１の２）に掲げた目標が複数の事業等を一体的に実施することで達成されると想定される場合、関連する事業等を総括した全体評価による記載も可とする。

県名 平成26年度 交付対象事業費

市町村名 平成29年度 評価対象事業

効果、変化を踏まえた今後の方策（改善策を含む）（注２）

○広報誌やホームページを活用して、情報発信を行うことで、子どもの利用を促進し、体力向上を図る。

事業計画に記載した地域の復興における支障を解決するための目標（注１）（注２）

○月見舘森林公園の遊具を更新することにより、放射能の影響に対する保護者の不安を払拭し、屋外での遊びや運動機会の確保を図り、体力増強と肥満傾向拡大の改善を目指す。

【区域全体図】
市内全体

　

　

【事業詳細】
（１）事業の概要
　月見舘森林公園の遊具は震災前に設置されたものであり、放射性物質に対する不安などから、保護者等が子ども達を遊具で
遊ばせることを避ける傾向にある。このため遊具を更新することにより、放射性物質に対する不安を払拭し、アスレチック遊具を
使って運動することで、更なる運動機会の確保を図る。
　月見舘森林公園の、複合遊具4基、スプリング遊具2基の更新を行う。
　　複合遊具（ロープ、ツイスト、クライム、プレイ）　　スプリング遊具（キリン、ラッコ）

（２）事業の実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年8月28日発行「つきだて情報宅配便№107」に掲載
○工事期間：平成26年3月17日～平成26年6月30日
○完成日時：平成26年6月30日
○供用開始：平成26年7月12日
○休園日：冬期間（12月1日から3月31日まで）
○開園時間：常時
○料金：入園料無料。ただし炊事棟の使用やバンガローの
　　　　　宿泊などは有料。
○利用状況　　　　　利用者全体
　　平成22年度　　　　　5,710人　　　平成26年度　　　　　1,125人
　　平成23年度　　　　　　773人　　　平成27年度　　　　　1,528人
　　平成24年度　　　　　　867人　　　平成28年度　　　　　1,578人
　　平成25年度　　　　　1,235人

（３）人口流失及びそれにより生じている地域の振興における
　支障との関係の評価年度時点での情報
○避難者の状況（出典：全国避難者情報システム）
　平成24年10月 １日現在の中学生以下自主避難者　326人
　平成26年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者　255人
　平成27年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  199人
　平成28年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  169人
　平成28年11月 １日現在の中学生以下自主避難者  150人
  平成29年10月 １日現在の中学生以下自主避難者  128人
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より避難者数が減少した。

○小学5年生の体力総合評価　（評価A+評価Ｂ）の割合　　　○小学5年生の肥満傾向児出現率　※小学5年生＝10歳とした。
　（出典：市体力・運動能力調査結果）　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：市体力・運動能力調査結果）
　平成22年度　33.6％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年度　12.2％
　平成24年度　24.4％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年度　16.5％
　平成25年度　30.1％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年度　14.5％
　平成26年度　33.5％
　平成27年度　37.5％
  平成28年度　39.1％
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より体力の向上及び肥満傾向児出現率が減少した。

（４）その他
　子育て支援関係のＮＰＯ法人に聞き取りしたところ、「感覚的な運動や外で遊ぶことは体力低下の問題だけでなく、子供の将来
や豊かな感性を養うのにもとても大事である。　震災直後はなにもできなかったが、この事業により環境が整備され、体力も以前
より向上し、子どもたちにとって心身ともにプラスになっている」との意見をいただいた。

事業計画推進による効果・変化（注２）

○子どもが屋外で安心して遊べる環境を整備したことに伴って、小学生の体力総合評価（Ａ+Ｂ）の割合が平成24年度と比べ、平成28年度は14.7％増加し、また肥満傾向児童の割合も平成24年度と比べ、平成28年度は2％減少したことが確認できた。
○また、利用者数についても、平成24年度と比べ、平成28年度は711人（約1.8倍）増加していることが確認できた。

月見舘森林公園 



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成29年12月時点

福島県 交付期間 7,342千円

伊達市 実績評価実施時期 Ａ-1-7

1）事業の実施概要

（注１）様式１の２）に掲げた目標のうち、本様式に記載する事業に係るものを記載する。

（注２）様式１の２）に掲げた目標が複数の事業等を一体的に実施することで達成されると想定される場合、関連する事業等を総括した全体評価による記載も可とする。

県名 平成26年度 交付対象事業費

市町村名 平成29年度 評価対象事業

効果、変化を踏まえた今後の方策（改善策を含む）（注２）

○　広報紙等で無料開放についての周知を行い、さらなる利用者の増加を図る。
○　保育士等に対し、更新した遊具の利用促進を周知し、子どもたちの体力向上を図る。

事業計画に記載した地域の復興における支障を解決するための目標（注１）（注２）

○市内の私立保育園２か所の遊具更新を実施することにより、園児等の外遊び・運動機会の増加を図り、もって、伊達市の児童の体力を向上させることを目的とする。

【区域全体図】
市内全体

　

　

【事業詳細】
（１）事業の概要
○私立保育園の遊具更新事業（2箇所）　　（霊山三育保育園　梁川保育園）A-1-7
　・私立霊山三育保育園－メルヘンおしろ
　・私立梁川保育園－シーソー

（２）事業の実施状況
○保育園
　上記（１）の施設とも平成27年3月までに遊具更新を完了し、すぐに通常の保育等で園児らへの使用を開始している。

（３）人口流失及びそれにより生じている地域の振興における支障との関係の　評価年度時点での情報
○避難者の状況（出典：全国避難者情報システム）
　平成24年10月 １日現在の中学生以下自主避難者　326人
　平成26年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者　255人
　平成27年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  199人
　平成28年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  169人
　平成28年11月 １日現在の中学生以下自主避難者  150人
  平成29年10月 １日現在の中学生以下自主避難者  128人
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より避難者数が減少した。

○小学5年生の体力総合評価　　　　　　　○小学5年生の肥満傾向児出現率
　（評価A+評価Ｂ）の割合　　　　　　　　　　　　※小学5年生＝10歳とした。
　（出典：市体力・運動能力調査結果）　　（出典：市体力・運動能力調査結果）
　平成22年度　33.6％　　　　　　　　　　　　　　平成23年度　12.2％
　平成24年度　24.4％　　　　　　　　　　　　　　平成24年度　16.5％
　平成25年度　30.1％　　　　　　　　　　　　　　平成28年度　14.5％
　平成26年度　33.5％
　平成27年度　37.5％
  平成28年度　39.1％
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より体力の向上及び肥満傾向児出現率が減少した。
（４）その他
　子育て支援関係のＮＰＯ法人に聞き取りしたところ、「感覚的な運動や外で遊ぶことは体力低下の問題だけでなく、子供の将来
や豊かな感性を養うのにもとても大事である。　震災直後はなにもできなかったが、この事業により環境が整備され、体力も以前
より向上し、子どもたちにとって心身ともにプラスになっている」との意見をいただいた。

○私立梁川保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○霊山三育保育園

事業計画推進による効果・変化（注２）

○子どもが屋外で安心して遊べる環境を整備したことに伴って、小学生の体力総合評価（Ａ+Ｂ）の割合が平成24年度と比べ、平成28年度は14.7％増加し、また肥満傾向児童の割合も平成24年度と比べ、平成28年度は2％減少したことが確認できた。
○また、中学生以下の避難者数が平成24年10月時点と比べ、平成29年10月1日現在で198人（約61％）減少し、自主避難者の帰還が進んでいる。

私立梁川保育園 

私立霊山三育保育



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成29年12月時点

福島県 交付期間 30,780千円

伊達市 実績評価実施時期 Ａ-1-8

1）事業の実施概要

（注１）様式１の２）に掲げた目標のうち、本様式に記載する事業に係るものを記載する。

（注２）様式１の２）に掲げた目標が複数の事業等を一体的に実施することで達成されると想定される場合、関連する事業等を総括した全体評価による記載も可とする。

県名 平成26年度 交付対象事業費

市町村名 平成29年度 評価対象事業

○子どもが屋外で安心して遊べる環境を整備したことに伴って、小学生の体力総合評価（Ａ+Ｂ）の割合が平成24年度と比べ、平成28年度は14.7％増加し、また肥満傾向児童の割合も平成24年度と比べ、平成28年度は2％減少したことが確認できた。
○また、中学生以下の避難者数が平成24年10月時点と比べ、平成29年10月1日現在で198人（約61％）減少し、自主避難者の帰還が進んでいる。

効果、変化を踏まえた今後の方策（改善策を含む）（注２）

○広報誌やホームページを活用し、情報発信を行うことで、子どもの外遊びを促進し、体力向上を図る。

事業計画に記載した地域の復興における支障を解決するための目標（注１）（注２）

○市内公園（5箇所）の遊具を更新することにより、放射能影響に対する保護者の不安を払拭し、屋外での遊びや運動機会確保を図り、体力増強と肥満傾向拡大の改善を目指す。

【区域全体図】
市内全体

　

　

【事業詳細】
（１）事業の概要
伊達市内で利用頻度の高い以下の5公園に設置されている遊具を更新するものである。
（２）事業の実施状況
平成27年3月までに遊具更新を完了、供用を開始している。

（３）人口流失及びそれにより生じている地域の振興における支障との関係の　評価年度時点での情報
○避難者の状況（出典：全国避難者情報システム）
　平成24年10月 １日現在の中学生以下自主避難者　326人
　平成26年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者　255人
　平成27年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  199人
　平成28年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  169人
　平成28年11月 １日現在の中学生以下自主避難者  150人
  平成29年10月 １日現在の中学生以下自主避難者  128人
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より避難者数が減少した。

○小学5年生の体力総合評価　　　　　　　○小学5年生の肥満傾向児出現率
　（評価A+評価Ｂ）の割合　　　　　　　　　　　　※小学5年生＝10歳とした。
　（出典：市体力・運動能力調査結果）　　（出典：市体力・運動能力調査結果）
　平成22年度　33.6％　　　　　　　　　　　　　　平成23年度　12.2％
　平成24年度　24.4％　　　　　　　　　　　　　　平成24年度　16.5％
　平成25年度　30.1％　　　　　　　　　　　　　　平成28年度　14.5％
　平成26年度　33.5％
　平成27年度　37.5％
  平成28年度　39.1％
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より体力の向上及び肥満傾向児出現率が減少した。

（４）その他
　子育て支援関係のＮＰＯ法人に聞き取りしたところ、「感覚的な運動や外で遊ぶことは体力低下の問題だけでなく、子供の将来
や豊かな感性を養うのにもとても大事である。　震災直後はなにもできなかったが、この事業により環境が整備され、体力も以前
より向上し、子どもたちにとって心身ともにプラスになっている」との意見をいただいた。

事業計画推進による効果・変化（注２）

生協団地公園 ひろせふれあい広場 夢見の郷広場 

生協団地公園 

箱崎団地公園 

掛田南児童遊び場 

ひろせふれあい広場 

夢見の郷広場 



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成29年12月時点

福島県 交付期間 39,960千円

伊達市 実績評価実施時期 Ａ-1-9

1）事業の実施概要

（注１）様式１の２）に掲げた目標のうち、本様式に記載する事業に係るものを記載する。

（注２）様式１の２）に掲げた目標が複数の事業等を一体的に実施することで達成されると想定される場合、関連する事業等を総括した全体評価による記載も可とする。

県名 平成26年度～27年度 交付対象事業費

市町村名 平成29年度 評価対象事業

効果、変化を踏まえた今後の方策（改善策を含む）（注２）

○広報誌やホームページを活用して、情報発信を行うことで、子どもの利用を促進し、体力向上を図る。

事業計画に記載した地域の復興における支障を解決するための目標（注１）（注２）

○赤坂の里森林公園の遊具を更新することにより、震災前に設置した遊具で遊ばせることへの保護者の不安の払拭し、こども達の外遊び・運動機会の確保を図り、体力増強と肥満傾向拡大の改善を目指す。

【区域全体図】
市内全体

　

　

【事業詳細】
（１）事業の概要
　赤坂の里森林公園の遊具は震災前に設置されたものであり、放射性物質に対する不安などから、保護者等が子ども達を遊具で遊ばせること
を避ける傾向にある。このため、遊具を更新することにより、放射性物質に対する不安を払拭し、赤坂の里森林公園に設置しているアスレチッ
ク遊具で全身を使って運動することで、更なる運動機会の確保を図る。
　赤坂の里森林公園内、13基の遊具更新を行う。
 　 1.くもの巣登り　2.壁渡り　3.平均台　4.あみだ山越え　5.ロープ登り　6.ドキドキ橋　7.ダーザンロープ　8.三角山越え　9.流木渡り　10.ロープ渡
り
　　11.お山の大将　12.丸太ステップ　13.丸太吊橋

（２）事業の実施状況
○工事期間：平成27年３月２日～平成27年10月14日
〇完成日時：平成27年10月14日
〇供用開始：平成27年10月15日
〇休園日：冬期間（12月1日から3月31日まで）
○開園時間：常時
○料金：入園料無料。ただし管理棟和室の利用やテントサイト宿泊などは有料。
○利用状況　　　　　利用者全体
　　平成22年度　　　　13,666人
　　平成23年度　　　　  3,346人
　　平成24年度　　　　　2,514人
　　平成25年度　　　　　4,046人
　　平成26年度　　　　　3,998人
　　平成27年度　　　　　3,671人
　　平成28年度　　　　　5,493人
　
（３）人口流失及びそれにより生じている地域の振興における支障との関係の
　評価年度時点での情報
○避難者の状況（出典：全国避難者情報システム）
　平成24年10月 １日現在の中学生以下自主避難者　326人
　平成26年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者　255人
　平成27年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  199人
　平成28年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  169人
　平成28年11月 １日現在の中学生以下自主避難者  150人
  平成29年10月 １日現在の中学生以下自主避難者  128人
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より避難者数が減少した。

○小学5年生の体力総合評価　　　　　　　○小学5年生の肥満傾向児出現率
　（評価A+評価Ｂ）の割合　　　　　　　　　　　　※小学5年生＝10歳とした。
　（出典：市体力・運動能力調査結果）　　（出典：市体力・運動能力調査結果）
　平成22年度　33.6％　　　　　　　　　　　　　　平成23年度　12.2％
　平成24年度　24.4％　　　　　　　　　　　　　　平成24年度　16.5％
　平成25年度　30.1％　　　　　　　　　　　　　　平成28年度　14.5％
　平成26年度　33.5％
　平成27年度　37.5％
  平成28年度　39.1％
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より体力の向上及び肥満傾向児出現率が減少した。
　
（４）その他
　子育て支援関係のＮＰＯ法人に聞き取りしたところ、「感覚的な運動や外で遊ぶことは体力低下の問題だけでなく、子供の将来や豊かな感性
を養うのにもとても大事である。　震災直後はなにもできなかったが、この事業により環境が整備され、体力も以前より向上し、子どもたちにとっ
て心身ともにプラスになっている」との意見をいただいた。

事業計画推進による効果・変化（注２）

○子どもが屋外で安心して遊べる環境を整備したことに伴って、小学生の体力総合評価（Ａ+Ｂ）の割合が平成24年度と比べ、平成28年度は14.7％増加し、また肥満傾向児童の割合も平成24年度と比べ、平成28年度は2％減少したことが確認できた。
○また、利用者数についても、平成24年度と比べ、平成28年度は2,979人（約2.2倍）増加していることが確認できた。



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成29年12月時点

福島県 交付期間 65,880千円

伊達市 実績評価実施時期 Ａ-1-10

1）事業の実施概要

（注１）様式１の２）に掲げた目標のうち、本様式に記載する事業に係るものを記載する。

（注２）様式１の２）に掲げた目標が複数の事業等を一体的に実施することで達成されると想定される場合、関連する事業等を総括した全体評価による記載も可とする。

県名 平成26年度～27年度 交付対象事業費

市町村名 平成29年度 評価対象事業

効果、変化を踏まえた今後の方策（改善策を含む）（注２）

○　広報紙やホームページ等での周知やイベントの開催を図ることで、さらなる利用者の増加を図る。

事業計画に記載した地域の復興における支障を解決するための目標（注１）（注２）

○やながわ希望の森公園の遊具を更新することにより、震災前に設置した遊具で遊ばせることへの保護者の不安を払拭し、こども達の外遊び・運動機会の確保を図り、体力増強と肥満傾向拡大の改善を目指す。

【区域全体図】
市内全体

　

　

【事業詳細】
（１）事業の概要
　やながわ希望の森公園の遊具は震災前に設置されたものであり、放射性物質に対する不安などから、保護者等が子ども達を遊
具で遊ばせることを避ける傾向にある。このため、遊具を更新することにより、放射性物質に対する不安を払拭し、希望の森公園
に設置しているアスレチック遊具で全身を使って運動することで、更なる運動機会の確保を図る。
　希望の森公園内、11基の遊具更新を行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【施工後】

（２）事業の実施状況
○工事期間：平成27年３月２日～平成28年１月29日
〇完成日時：平成28年１月29日
〇供用開始：平成28年４月 １日
〇休園日：冬期間（12月1日から3月31日まで）
○開園時間：常時
○料金：入園料無料。ただしクラブハウスの利用や
　　ロッジの宿泊などは有料。
○利用状況　　　　　利用者全体
　　平成22年度　　　　58,610人　　　　　平成26年度　　　　49,998人
　　平成23年度　　　　17,807人　　　　　平成27年度　　　　55,045人
　　平成24年度　　　　51,026人　　　　　平成28年度　　　　51,220人
　　平成25年度　　　　48,026人
　
（３）人口流失及びそれにより生じている地域の振興における支障との関係の
　評価年度時点での情報
○避難者の状況（出典：全国避難者情報システム）
　平成24年10月 １日現在の中学生以下自主避難者　326人
　平成26年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者　255人
　平成27年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  199人
　平成28年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  169人
　平成28年11月 １日現在の中学生以下自主避難者  150人
  平成29年10月 １日現在の中学生以下自主避難者  128人
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より避難者数が減少した。

○小学5年生の体力総合評価（評価A+評価Ｂ）の割合　　○小学5年生の肥満傾向児出現率
　（出典：市体力・運動能力調査結果）　　　　　　　　　　　　　※小学5年生＝10歳とした。
　平成22年度　33.6％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：市体力・運動能力調査結果）
　平成24年度　24.4％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年度　12.2％
　平成25年度　30.1％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年度　16.5％
　平成26年度　33.5％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年度　14.5％
　平成27年度　37.5％
  平成28年度　39.1％
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より体力の向上及び肥満傾向児出現率が減少した。

（４）その他
　子育て支援関係のＮＰＯ法人に聞き取りしたところ、「感覚的な運動や外で遊ぶことは体力低下の問題だけでなく、子供の将来
や豊かな感性を養うのにもとても大事である。　震災直後はなにもできなかったが、この事業により環境が整備され、体力も以前よ
り向上し、子どもたちにとって心身ともにプラスになっている」との意見をいただいた。

事業計画推進による効果・変化（注２）

○子どもが屋外で安心して遊べる環境を整備したことに伴って、小学生の体力総合評価（Ａ+Ｂ）の割合が平成24年度と比べ、平成28年度は14.7％増加し、また肥満傾向児童の割合も平成24年度と比べ、平成28年度は2％減少したことが確認できた。
○また、中学生以下の避難者数が平成24年10月時点と比べ、平成29年10月1日現在で198人（約61％）減少し、自主避難者の帰還が進んでいる。

【遊具１１基】 
１マウンテンクライミング 
２クモの巣登りあみだ山越え 
３ロープ橋 
４ロープ渡り 
５空の道 
６もくもくトリデ 
７ターザンロープ 
８グリッドサンド 



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成29年12月時点

福島県 交付期間 361,698千円

伊達市 実績評価実施時期 Ｂ-1-1、◆Ｂ-1-1-1

1）事業の実施概要

（注１）様式１の２）に掲げた目標のうち、本様式に記載する事業に係るものを記載する。

（注２）様式１の２）に掲げた目標が複数の事業等を一体的に実施することで達成されると想定される場合、関連する事業等を総括した全体評価による記載も可とする。

県名 平成25年度～平成26年度 交付対象事業費

市町村名 平成29年度 評価対象事業

効果、変化を踏まえた今後の方策（改善策を含む）（注２）

○広報紙やホームページ等での周知やイベントの開催を図ることで、さらなる利用者の増加を図る。

事業計画に記載した地域の復興における支障を解決するための目標（注１）（注２）

○屋内運動施設を新設することにより、年間を通じ、運動ができる場を整備することにより、親子のふれあい事業や地域のこどもの運動機会の確保し、もって子どもたちの健全な運動習慣の定着（体力向上、肥満児童数の減少）を図る。

【区域全体図】 【事業詳細】
（１）事業の概要
年間を通じ、運動ができる場を整備することで親子のふれあい事業を実施し地域のこどもの運動機会の確保を図ることを目的とし
た施設整備
○こどもの屋内運動施設整備事業（上保原）　Ｂ-1-1（基幹事業）　木造2階建て　延べ床面積695㎡
○こどもの屋内運動施駐車場整備事業（上保）Ｂ-1-1-1（効果促進事業）　駐車場28台整備　危険防止用フェンス整備

（２）事業の実施状況
○平成27年3月2日完成　同年3月25日「スマイルパークほばら」の名称でオープン。
○休館日：毎週水曜日　年末年始（12/29～1/3）　○開館時間　10：00-17：00　○料金：無料
○利用対象者：乳幼児～小学6年生
○利用状況：平成27年4月18日　来場者1万人達成　同年10月23日　来場者5万人達成　平成28年 ８月14日  来場者10万人達成
○運営業務委託　：　ＮＰＯ法人　とっこす　　平成29年4月1日～
○利用状況（平成27年3月25日～平成29年7月31日）　【1日平均：240.2人】
　　　　　　 日数 　保護者　　乳幼児 　小学生 　合計
利用者数 662日 61,068人 57,043人 23,600人　 159,015人
日平均   　　　　　　 92.2人   86.2人   35.6人  　 240.2人

（３）人口流失及びそれにより生じている地域の振興における支障との関係の評価年度時点での情報
○避難者の状況（出典：全国避難者情報システム）
　平成24年10月 １日現在の中学生以下自主避難者　326人
　平成26年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者　255人
　平成27年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  199人
　平成28年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  169人
　平成28年11月 １日現在の中学生以下自主避難者  150人
  平成29年10月 １日現在の中学生以下自主避難者  128人
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より避難者数が減少した。

○小学5年生の体力総合評価　　　　　　　○小学5年生の肥満傾向児出現率
　（評価A+評価Ｂ）の割合　　　　　　　　　　　　※小学5年生＝10歳とした。
　（出典：市体力・運動能力調査結果）　　（出典：市体力・運動能力調査結果）
　平成22年度　33.6％　　　　　　　　　　　　　　平成23年度　12.2％
　平成24年度　24.4％　　　　　　　　　　　　　　平成24年度　16.5％
　平成25年度　30.1％　　　　　　　　　　　　　　平成28年度　14.5％
　平成26年度　33.5％
　平成27年度　37.5％
  平成28年度　39.1％
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より体力の向上及び肥満傾向児出現率が減少した。

（４）その他
     子育て支援関係のＮＰＯ法人に聞き取りしたところ、「感覚的な運動や外で遊ぶことは体力低下の問題だけでなく、子供の将来
や豊かな感性を養うのにもとても大事である。　震災直後はなにもできなかったが、この事業により環境が整備され、体力も以前よ
り向上し、子どもたちにとって心身ともにプラスになっている」との意見をいただいた。

事業計画推進による効果・変化（注２）
○年間を通じ、運動ができる場を整備したことにより、小学生の体力総合評価（Ａ+Ｂ）の割合が平成24年度と比べ、平成28年度は14.7％増加し、また肥満傾向児童の割合も平成24年度と比べ、平成28年度は2％減少したことが確認できた。
○子どもが安心して遊べる場と安心して運動できる施設の整備を図ったことに伴って、中学生以下の避難者数が平成24年10月時点と比べ、平成29年10月1日現在で198人（約61％）減少し、自主避難者の帰還が進んでいる。

スマイルパークほばら 



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成29年12月時点

福島県 交付期間 349,318千円

伊達市 実績評価実施時期 B-1-2～B-1-3、◆B-1-2-1

1）事業の実施概要

（注１）様式１の２）に掲げた目標のうち、本様式に記載する事業に係るものを記載する。

（注２）様式１の２）に掲げた目標が複数の事業等を一体的に実施することで達成されると想定される場合、関連する事業等を総括した全体評価による記載も可とする。

県名 平成25年度～27年度 交付対象事業費

市町村名 平成29年度 評価対象事業

効果、変化を踏まえた今後の方策（改善策を含む）（注２）

○広報紙やホームページ等での周知やイベントの開催を図ることで、さらなる利用者の増加を図る。

事業計画に記載した地域の復興における支障を解決するための目標（注１）（注２）

○屋内運動施設を新設することにより、年間を通じ、運動ができる場を整備することにより、親子のふれあい事業や地域のこどもの運動機会を確保し、もって子どもたちの健全な運動習慣の定着（体力向上、肥満児童数の減少）を図る。

【事業詳細】
（１）事業の概要
　年間を通じ、運動ができる場を整備することで親子のふれあい事業を実施し地域のこどもの運動機会の確保を図ることを目的とした施設整備
○Ｂ-1-2（基幹事業）　屋内運動施設整備事業：木造平屋建て834㎡
○Ｂ-1-2-1（効果促進事業）屋内運動施駐車場整備事業：駐車場70台整備、危険防止用フェンス整備
○Ｂ-1-3（基幹事業）　屋外運動施設整備事業：フットサルなどができる人工芝グラウンド1000㎡

（２）事業の実施状況
○工事期間：平成26年８月７日～平成27年６月30日
　　同年６月６日「パレオパークやながわ」の名称でオープン
〇完成日時：屋内施設平成27年６月３日、屋外施設平成27年6月30日
〇供用開始：平成27年6月6日
〇休館日：毎週木曜日　年末年始（12/29～1/3）
○開館時間：10時00分～17時00分
○料金：無料
○運営業務委託　：　ＮＰＯ法人　ＤＡＳＨ　　平成29年4月1日　～
○実績（屋内）：平成28年 ６月3日　 来場者５万人達成
○利用状況：（平成27年 ６月６日～平成29年7月31日）　【1日平均：178.0人】
　　　　　　　　 日数 　保護者 　　乳幼児 　小学生 　　　合計
利用者数　　 558日 　35,992人 36,809人　 12,733人　 99,342人
 日平均                    　 64.5人  　66.0人   　 22.8人  　 178.0人
○実績（屋外）利用者累計：6,886名　（1日平均12.3名）

（３）人口流失及びそれにより生じている地域の振興における支障との関係の
　評価年度時点での情報
○避難者の状況（出典：全国避難者情報システム）
　平成24年10月 １日現在の中学生以下自主避難者　326人
　平成26年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者　255人
　平成27年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  199人
　平成28年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  169人
　平成28年11月 １日現在の中学生以下自主避難者  150人
  平成29年10月 １日現在の中学生以下自主避難者  128人
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より避難者数が減少した。

○小学5年生の体力総合評価　　　　　　　○小学5年生の肥満傾向児出現率
　（評価A+評価Ｂ）の割合　　　　　　　　　　　　※小学5年生＝10歳とした。
　（出典：市体力・運動能力調査結果）　　（出典：市体力・運動能力調査結果）
　平成22年度　33.6％　　　　　　　　　　　　　　平成23年度　12.2％
　平成24年度　24.4％　　　　　　　　　　　　　　平成24年度　16.5％
　平成25年度　30.1％　　　　　　　　　　　　　　平成28年度　14.5％
　平成26年度　33.5％
　平成27年度　37.5％
  平成28年度　39.1％
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より体力の向上及び
　　　肥満傾向児出現率が減少した。

（４）その他
   子育て支援関係のＮＰＯ法人に聞き取りしたところ、「感覚的な運動や外で
遊ぶことは体力低下の問題だけでなく、子供の将来や豊かな感性を養うのに
もとても大事である。　震災直後はなにもできなかったが、この事業により環境
が整備され、体力も以前より向上し、子どもたちにとって心身ともにプラスに
なっている」との意見をいただいた。

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊達市作成パンフレット「こども屋内あそびば」より抜粋

事業計画推進による効果・変化（注２）

○年間を通じ、運動ができる場を整備したことにより、小学生の体力総合評価（Ａ+Ｂ）の割合が平成24年度と比べ、平成28年度は14.7％増加し、また肥満傾向児童の割合も平成24年度と比べ、平成28年度は2％減少したことが確認できた。
○子どもが安心して遊べる場と安心して運動できる施設の整備を図ったことに伴って、自主避難者数が平成24年10月時点と比べ、平成29年10月1日現在で198人（約61％）減少し、伊達市への帰還が進んでいる。

屋内運動施駐車場整備事

屋外運動施設整備事業 

屋内運動施設整備事業 



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成29年12月時点

福島県 交付期間 1,111,795千円

伊達市 実績評価実施時期 Ｂ-1-4、◆Ｂ-1-4-1

1）事業の実施概要

（注１）様式１の２）に掲げた目標のうち、本様式に記載する事業に係るものを記載する。

（注２）様式１の２）に掲げた目標が複数の事業等を一体的に実施することで達成されると想定される場合、関連する事業等を総括した全体評価による記載も可とする。

県名 平成27年度～平成28年度 交付対象事業費

市町村名 平成29年度 評価対象事業

効果、変化を踏まえた今後の方策（改善策を含む）（注２）

〇　市ＨＰ、広報誌、新聞等の広報等の成果で、子ども（小中学生）の利用は徐々に増加してきており、一定の成果は上げていると思われる。今後、さらに利用者を増やすために、各学校への授業での利用の推進や、各種イベントの開催等により、さらなる利用
者の増大を図っていきたい。

事業計画に記載した地域の復興における支障を解決するための目標（注１）（注２）

〇屋内プールの設置により、年間を通して運動ができる環境を整備することにより、子どもの運動機会の確保と、肥満解消を図る。

【区域全体図】 【事業詳細】
（１）事業の概要
　年間を通して運動ができる環境を整備することにより、子どもの運動機会の確保と、子育て環境や子育て世代が安心して定住で
きる環境を整えることを目的とした施設整備
〇Ｂ－1－4（基幹事業）  保原屋内プール整備事業　鉄筋コンクリート一部鉄骨造平屋建　1,889.96㎡
〇Ｂ－1－4－１（効果促進事業）　保原屋内プール駐車場整備事業　駐車場40台整備
（２）事業の実施状況
〇工事期間：平成28年1月21日～平成29年2月28日
〇完成期日：平成29年3月14日
〇供用開始：平成29年4月27日
〇休 館  日：毎週月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始
〇料　　 金：無料（小中学生、当分の間）
〇利用状況　　　　　　　　　　プール利用者数（全体）　　　小中学生利用者数
   平成29年7月31日現在　　　　　　7,102人　　　　　　　　　　　　2,899人
　　　　（1日平均）　　　　　　　　　　（199人）　　　　　　　　　　　　（33.3人）
（３）人口流失及びそれにより生じている地域の振興における支障との関係の評価年度時点での情報
○避難者の状況（出典：全国避難者情報システム）
　平成24年10月 １日現在の中学生以下自主避難者　326人
　平成26年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者　255人
　平成27年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  199人
　平成28年 ４月 １日現在の中学生以下自主避難者  169人
　平成28年11月 １日現在の中学生以下自主避難者  150人
  平成29年10月 １日現在の中学生以下自主避難者  128人
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より避難者数が減少した。
○小学5年生の体力総合評価（評価A+評価Ｂ）の割合　○小学5年生の肥満傾向児出現率
　　（出典：市体力・運動能力調査結果）　　　　　　　　　　　※小学5年生＝10歳とした。
　平成22年度　33.6％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：市体力・運動能力調査結果）
　平成24年度　24.4％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年度　12.2％
　平成25年度　30.1％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年度　16.5％
　平成26年度　33.5％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年度　14.5％
　平成27年度　37.5％
  平成28年度　39.1％
　⇒こどもが運動できる施設の整備により、事業実施前より体力の向上及び肥満傾向児出現率が減少した。

（４）その他
    子育て支援関係のＮＰＯ法人に聞き取りしたところ、「感覚的な運動や外で遊ぶことは体力低下の問題だけでなく、子供の将来や
豊かな感性を養うのにもとても大事である。　震災直後はなにもできなかったが、この事業により環境が整備され、体力も以前より
向上し、子どもたちにとって心身ともにプラスになっている」との意見をいただいた。

事業計画推進による効果・変化（注２）

○　子どもが年間を通して運動ができる環境を整備を図ったことに伴って、自主避難者数が平成24年10月時点と比べ、平成29年10月1日現在で198人（約61％）減少し、伊達市への帰還が進んでいる。


