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定住緊急支援事業計画の実績に関する評価

平成２７年１２月
福島県　天栄村



（様式１）

1）事業の実施概要 （単位：千円）
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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 男子１２．２％、女子１０．７％ H24 男子１２．０％、女子１０．５％ H27 男子１１．４％、女子１１．８％ Ｈ27
男子400%
女子  -

A-1-1、◆Ａ-1-1-1、
◆Ａ-1-1-2、A-1-2、

B-1-1

目標2 前年度からの低下２６項目
前年度からの向上２７項目

H24
前年度からの低下２５項目
前年度からの向上３０項目

H27
前年度からの低下２３項目
前年度からの向上３１項目

H27 112.0%
A-1-1、◆Ａ-1-1-1、
◆Ａ-1-1-2、A-1-2、

B-1-1

目標3 利用回数月平均８８回
利用人数月平均１，７８２人

H24
利用回数月平均１００回

利用人数月平均２，３００人
H27

利用回数月平均１２２回
利用人数月平均２，４１８人

H27
利用回数283.3%
利用人数122.8%

B-1-1

目標４ １．０５（回／週） H24 ２（回／週） H27 ２．１（回／週） H27 110.5%
A-1-1、◆Ａ-1-1-1、
◆Ａ-1-1-2、A-1-2

目標５ ２．８（回／週） H24 ３（回／週） H27 ３（回／週） H27 100.0%
A-1-1、◆Ａ-1-1-1、
◆Ａ-1-1-2、A-1-2、

B-1-1

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

目標１
増えた３．４％

変わらない３３．８％
減った６２．８％

H24 減った０％ H27
増えた６６．０％

変わらない３４．０％
減った０．０％

H27 100.0%
A-1-1、◆Ａ-1-1-1、
◆Ａ-1-1-2、A-1-2

目標2
上がった１．４％

変わらない７１．６％
下がった２７．０％

H24 下がった０％ H27
上がった３５．６％

変わらない６３．０％
下がった１．４％

H27 94.8%
A-1-1、◆Ａ-1-1-1、
◆Ａ-1-1-2、A-1-2

屋内運動施設整備前後の村内体育施設利用回
数・人数

天栄村生涯学習課による調査
利用回数及び人数が増加したこ
とにより、運動機会の確保が図
られたことを確認

小学生や幼稚園、保育所の園児の外遊び回数 学校等施設及び保護者への聞き取り調査
遊具更新により、運動機会が確
保されていることを確認

小学生のスポーツテストによる体力・運動能力
の前年度との違い

天栄村教育委員会による調査
運動機会が確保されたことによ
り、運動能力が維持又は向上し
ていることを確認

プレイリーダーによる外遊びイベント等の継続事業を展開し
ながら、遊具利用開放を広報等により周知するなど引き続き
支援を行う。

小学生の肥満傾向児童出現率 天栄村教育委員会による調査

運動機会が確保されたことにより、男子は肥満
傾向児童割合の減少を確認した。
遊具の更新から事業発現までにかかる時間が
当初想定よりも要したため、女子は割合増加
がみられるが、平成26年度の数値14.3％と比
較すると改善している。

就学前児童の外遊び回数
保護者及び支援者（幼稚園教諭、保育士等）アン
ケート

村内未就学児の運動習慣の定
着により、外遊び回数の増加を
確認

従前値

指標 モニタリング方法
効果発現要因
（総合所見）

備考（注８）達成度 今後の対応

目標達成可能となるようプレイリーダーによる外遊びイベント等の
継続事業を展開しながら、遊具利用開放を広報等により周知する
など引き続き支援を行う。目標達成に向けて今後もフォローアップ
を行う。

プレイリーダーによる外遊びイベント等の継続事業を展開し
ながら、遊具利用開放を広報等により周知するなど引き続き
支援を行う。

村 25～26 (19,299) (291,537)

19,299 291,537

15 B - 1 -

(127,513)

127,513

村 25～264 A - 1 - 2

村 26～26 (3,180)

3,180

1 - 23 ◆ A - 1 -

(66,631)1

(222)

222

1 村 25～25

66,631

1 -

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

定住緊急支援事業計画に基づく事業等の評価一覧
平成２７年１２月時点

No.
事業番号

（注１）

事業
実施
主体

全体事業費
（注３）

全体事業
期間

（注４）

2 ◆ A - 1 - 1 -

村 25～26

事業名
（注２）

地区名
施設名

基幹/
効果促進

天栄村立学校、幼稚園及び保育
所遊具更新事業

天栄村立学校等屋外遊具活用促
進事業

天栄村立幼稚園等屋外遊具活用
促進事業

天栄村公園遊具更新事業

屋内運動施設整備事業

村立小学校、幼稚園、保育所

村立学校等

村立幼稚園等

児童公園等

天栄村総合農村運動広場

基幹

効果促進

効果促進

基幹

基幹

平成27年12月

平成27年12月

平成27年12月

プレイリーダーによる外遊びイベント等の継続事業を展開し
ながら、遊具利用開放を広報等により周知するなど引き続き
支援を行う。

更なる利用者拡大をねらうため、施設利用に関する広報等
の充実により、目標達成可能となるよう支援を行う。

指標

従前値 目標値 実施後の値

モニタリング方法
効果発現要因
（総合所見）

備考（注８）

定められた測定基準等を持たない子どもたち
（未就学児）に関する保護者や保育者等による
意識調査（外遊び・運動機会の確保について）

保護者及び支援者（幼稚園教諭、保育士等）アン
ケート

遊具の更新により、体を動かす
機会が増加したことを確認

定められた測定基準等を持たない子どもたち
（未就学児）に関する保護者や保育者等による
意識調査（体力の向上について）

保護者及び支援者（幼稚園教諭、保育士等）アン
ケート

遊具の更新により、運動機会が増え、体力の
低下がみられなくなったことを確認。ただ、体
力向上をまだはっきりと実感できない保護者等
もいるため達成の数値までは至らなかった。

達成度 今後の対応

今後も継続、維持、更なる向上が図られるよう、プレイリーダーに
よる外遊びイベント等の継続事業を展開しながら、遊具利用開放
を広報等により周知するなど引き続き支援を行う。

今後も継続、維持、更なる向上が図られるよう、プレイリーダーによる
外遊びイベント等の継続事業を展開しながら、遊具利用開放を広報
等により周知するなど引き続き支援を行う。目標達成に向けて今後も
フォローアップを行う。

目標値 実施後の値

1 A -



目標3
減った１３．１％

変わらない７１．０％
増えた１５．９％

H24 増えた０％ H27
減った１７．９％

変わらない８２．１％
増えた０．０％

H27 100.0%
A-1-1、◆Ａ-1-1-1、
◆Ａ-1-1-2、A-1-2

目標４

目標５

（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。

定められた測定基準等を持たない子どもたち
（未就学児）に関する保護者や保育者等による
意識調査（肥満傾向児童の割合の減少につい
て）

保護者及び支援者（幼稚園教諭、保育士等）アン
ケート

遊具の更新により、運動機会が
増え、体格（体重）が増えている
児童の減少を確認

今後も継続、維持、更なる向上が図られるよう、プレイリーダーに
よる外遊びイベント等の継続事業を展開しながら、遊具利用開放
を広報等により周知するなど引き続き支援を行う。



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成２７年１２月時点

福島県 交付期間 70,033千円

天栄村 実績評価実施時期 A-1-1、◆A-1-1-1、◆A-1-1-2

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25～26年度 交付対象事業費

市町村名 平成27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）

○小学校、幼稚園及び保育所の遊具更新を実施したこと及び校庭・園庭を開放していることについて、村公式ＨＰや村広報誌により周知を図ることで、利用したことのない子どもたちの利用を図る。
○代表校における校庭において、プレイリーダー等を招いての外遊びイベントを実施することで、子どもたちに様々な体の動かし方、遊ぶ楽しさを覚えさせ、もって、運動能力の向上を図る。

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）

○村内小学校、幼稚園及び保育所における遊具の更新を実施することにより、小学生や幼稚園・保育所の園児の放課後、休日における外遊び・運動機会の確保を図る
○村内小学校、幼稚園及び保育所における遊具の更新を実施することにより、就学前児童の子育て世代が安心して遊ぶ機会の増加を図る

【区域全体図】

○事業実施箇所

【事業詳細】

（１）事業概要
　原発事故後、外で遊ぶ機会が減少したことにより子ども達の体力が低下傾向にある現況を改善するため、安心・安全な遊びや体力づくりができるよう、村内学校等の各施設の遊具を更新
し、子どもたちの健康増進、体力強化を図ることを目標とし、天栄村内小学校4校、幼稚園1園及び保育所2所内にある既存の遊具全58基を更新した。
（２）事業の実施状況
【工事期間】平成２６年３月～平成２６年９月
【供用時期】平成２６年９月
【一般開放の状況】放課後や休日は一般開放している。一般開放について、村公式HPや村広報誌等で周知を図っている。
　各小学校や幼稚園、保育所において外遊び、運動の機会が週平均2.8回となっていたところ、遊具更新を実施したことにより、週平均3回の利用に増え、運動習慣の定着が確認された。
（３）人口流出及びそれにより生じている地域の振興における支障
【避難者数】
　本村では、平成19～22年の震災前までは、前月比較による人口増減が年間平均4.2～9.3人の減だったが、平成23～24年は11.6～12.2人の減と減少傾向が例年より大きかったが、遊具更
新を経た平成26～27年は8.5～9.2人の減と震災以前と同程度の減少率を維持するまでになった。
　また、合計137人が北海道から高知県まで全国に自主避難を余儀なくされていたが、平成27年11月現在うち25人が本村に戻ってきた。
　こうした人口流出の緩慢や、子どもが関係する村内各種イベント等での参加人数、協力人員等の増加傾向により、地域コミュニティが復活し始めている。
【肥満傾向】
　小学生の肥満傾向児の出現率が、震災直後男子12.2％女子10.7％だったところ、平成27年には男子11.4％女子11.8％に推移した。女子は若干の上昇がみられたが、横ばい状態を維持し
ており、男子は減少傾向がみられた。また、未就学児の保護者や保育者等による意識調査により、未就学児の体を動かす機会や場所の変化について推し量ったところ、震災直後は「減っ
た」と回答した方が最も多く61.5％いたが、平成27年は「良くなった（機会や場所が増えている）」との回答者が65.5％となり、「さらに悪くなった（減っている）」と回答した方はいなかった。
【体力・運動能力】
　スポーツテストの結果をみると、前年度と比較し、震災直後は結果が低下してしまった項目の方が多かったのに対し、平成27年は前年度より向上した項目の方が多く、体力・運動能力の維
持、向上の傾向がみられた。また、上記「運動機会の確保」と同様に、未就学児の保護者等への意識調査で、震災直後はそれぞれ「（体力が）下がった」又は「変わらない」、「（体格（肥満傾
向）が）増えた」又は「変わらない」と答えた方の割合が、平成27年になると双方において少なくなっており、「良くなった（（体力が）上がっている）」、「良くなった（（体格（肥満傾向）が）減ってい
る）」と回答した方が少し増えた結果となった。

事業計画推進による効果・変化（注２）

○村内小学校、幼稚園及び保育所における遊具の更新を実施することにより、外遊び・運動機会の確保の面において、震災直後の平成24年には週あたり1.05回だった外遊びが、平成27年には週あたり2.1回に増えた。また、小学生の肥満傾向児の出現率では、男子に減少傾向がみられている。スポーツテストの結果でも、体力・運動能力の維持、向上が
みられている。
○未就学児の保護者や支援者（幼稚園教諭、保育士等）への意識調査において、外遊びや運動機会が増えたとの回答が、平成24年の3.4％から平成27年は66.0％に、体力向上についての調査では体力が上がったとの回答が、平成24年の1.4％から平成27年は35.6％に、肥満傾向児童の割合に関しては減ったとの回答が、平成24年の13.1％から平成27
年は17.9％となった。この意識調査により、遊具更新により子どもたちの体を動かす機会が増え、そのことに伴い体力や体格の面でも成果があらわれていることがうかがえる。

天栄幼稚園「滑り台付きジャングルジム」

≪効果促進事業：

◆A-1-1-1天栄村学校等屋外遊具活用促進事業、◆A-1-1-2天栄村立幼稚園等屋外遊具活用促進

事業≫

子どもの自発的な運動への取組みに対してアドバイス等を行うプレイリーダー的役割を担う人材を育

成するため、基幹事業において遊具を更新した村立学校、幼稚園及び保育所に勤務する教諭や保育

士等職員に対し必要な講習を行う。

◆A-1-1-1で、保育士、幼稚園教諭、保護者等を対象として、プレイリーダーの役割についての基礎知

識を習得してもらうための講習を実施した。◆A-1-1-2では、子どもを交え、設置された遊具を使ってより

実践的なプレイリーダー養成講習を行い、プレイリーダーの役割を村内の教諭や他の保育士等に指導

できる人材を育成する。対象者は、村外へ異動することがない保育士や子育て支援センター職員を中

心として選定するとともに、保護者や地域住民の参加や見学が可能となるよう工夫した。

湯本へき地保育所「たいこばし」

◆A-1-1-1の様子(H26.3.25撮影) ◆A-1-1-2の様子(H27.3.5撮影)



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成２７年１２月時点

福島県 交付期間 127,513千円

天栄村 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25～26年度 交付対象事業費

市町村名 平成27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）

○公園等の遊具更新を実施したことについて、村公式ＨＰや村広報誌により周知を図ることで、利用したことのない子どもたちの利用を図る。
○主要公園において、プレイリーダー等を招いての外遊びイベントを実施することで、子どもたちに様々な体の動かし方、遊ぶ楽しさを覚えさせ、もって、運動能力の向上を図る。

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）

○村内公園等における遊具の更新を実施することにより、小学生や幼稚園・保育所の園児の放課後、休日における外遊び・運動機会の確保を図る
○村内公園等における遊具の更新を実施することにより、就学前児童の子育て世代が安心して遊ぶ機会の増加を図る

【区域全体図】

○事業実施箇所

【事業詳細】

（１）事業概要
　原発事故後、外で遊ぶ機会が減少したことにより子ども達の体力が低下傾向にある現況を改善するため、安心・安全な遊びや体力づくりがで
きるよう、村内公園等の各施設の遊具を更新し、子どもたちの健康増進、体力強化を図ることを目標とし、天栄村内公園等全18箇所内にある
既存の遊具全60基を更新した。
（２）事業の実施状況
【工事期間】平成２６年３月～平成２６年７月
【供用時期】平成２６年７月
　保護者や幼稚園教諭、保育士等によるアンケート調査により、就学前の外遊び・運動の機会が、震災直後は週平均1.05回であったのに対し、
平成27年には週2.1回に増加しており、遊具更新を実施した各公園での運動習慣の定着が確認されたことになる。
（３）人口流出及びそれにより生じている地域の振興における支障
【避難者数】
　本村では、平成19～22年の震災前までは、前月比較による人口増減が年間平均4.2～9.3人の減だったが、平成23～24年は11.6～12.2人の
減と減少傾向が例年より大きかったが、遊具更新を経た平成26～27年は8.5～9.2人の減と震災以前と同程度の減少率を維持するまでになっ
た。
　また、合計137人が北海道から高知県まで全国に自主避難を余儀なくされていたが、平成27年11月現在うち25人が本村に戻ってきた。
　こうした人口流出の緩慢や、子どもが関係する村内各種イベント等での参加人数、協力人員等の増加傾向により、地域コミュニティが復活し
始めている。
【肥満傾向】
【運動機会の確保】
　公園等を主に利用する子どもたちは未就学児がほとんどを占めており、それらの子どもたちに対して定められた測定基準等がないため、保護
者や保育者等による意識調査を実施し、未就学児の体を動かす機会や場所の変化について推し量ったところ、震災直後は「減った」と回答した
方が最も多く61.5％いたが、平成27年は「良くなった（機会や場所が増えている）」との回答者が65.5％となり、「さらに悪くなった（減っている）」と
回答した方はいなかった。
【体力・体格】
　上記「運動機会の確保」と同様に、保護者や保育者等による意識調査を実施し、未就学児の体力や体格（肥満傾向）の変化について推し
量ったところ、震災直後はそれぞれ「（体力が）下がった」又は「変わらない」、「（体格（肥満傾向）が）増えた」又は「変わらない」と答えた方の割
合が、平成27年になると双方において少なくなっており、「良くなった（（体力が）上がっている）」、「良くなった（（体格（肥満傾向）が）減ってい
る）」と回答した方が少し増えた結果となった。
　これらの結果より、子どもたちの体力及び体格（肥満傾向）が、震災直後と比べると、状況が改善されている傾向が若干うかがえる。

事業計画推進による効果・変化（注２）

○公園等の遊具の更新を実施することにより、外遊び・運動機会の確保の面において、震災直後の平成24年には週あたり1.05回だった外遊びが、平成27年には週あたり2.1回に増えた。
○未就学児の保護者や支援者（幼稚園教諭、保育士等）への意識調査において、外遊びや運動機会が増えたとの回答が、平成24年の3.4％から平成27年は66.0％に、体力向上についての調査では体力が上がったとの回答が、平成24年の1.4％から平成27年は35.6％に、肥満傾向
児童の割合に関しては減ったとの回答が、平成24年の13.1％から平成27年は17.9％となった。この意識調査により、遊具更新により子どもたちの体を動かす機会が増え、そのことに伴い体力や体格の面でも成果があらわれていることがうかがえる。

沖内生活改善センター「２連ブランコ」他 太多郎農村公園「複合遊具」 児渡集会所「複合遊具」



（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別事業等実績評価シート 平成２７年１２月時点

福島県 交付期間 310,836千円

天栄村 実績評価実施時期 B-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25～26年度 交付対象事業費

市町村名 平成27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）

○屋内運動施設内において、プレイリーダー等を招いての運動イベントを実施することで、子どもたちに様々な体の動かし方、遊ぶ楽しさを覚えさせ、もって、運動能力の向上を図る。

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）

○天栄村総合農村運動広場に、屋内運動施設を整備することにより、原発事故後運動機会が減少してしまった子ども達の運動機会を確保し、体力向上及び肥満解消を図る

【区域全体図】

○事業実施箇所

【事業詳細】

　

　

事業計画推進による効果・変化（注２）

○天栄村総合農村運動広場に整備した屋内運動施設により通年で子どもたちの運動機会の確保が図られ、村内体育施設の利用数、利用人数が４０％増加した。また、小学生の肥満傾向児の出現率では、男子に減少傾向がみられている。スポーツテストの結果でも、体力・運動能力の維持、向上がみられている。
○屋内運動場の整備により主にテニスサークル加入者が６０人を超えた。またフットサルについても新たに１団体加入し、１団体申請中である。
○屋内での運動機会の確保が図られたことにより、部活動での成績実績が出た。（天栄中学校テニス部団体東北大会出場）

（１）事業概要

以下の場所に屋内運動場を整備する。

①設置場所

岩瀬郡天栄村大字下松本字日向地内

②建物整備内容

屋内スポーツ運動場（季楽里）１,２３９．５㎡、床：人工芝、内部はテニスコート２面、フットサルコート１面

（３）人口流出及びそれにより生じている地域の振興における支障

震災後運動不足により肥満傾向であった児童についても除染による屋外でのスポーツの再開や屋内運動場の整備により徐々に減りつつある。

・肥満傾向児出現率 Ｈ２４ 男１２．２％ 女１０．７％

Ｈ２６ 男１０．７％ 女１４．３％

Ｈ２７ 男１１．４％ 女１１．８％ （※平成２７年現在）

（２）事業の実施状況
平成２６年 ３月２７日工事契約締結

平成２６年１２月１９日完成

【利用状況】 月別利用者数（小中学生）

平成２６年度 １月４６５人、 ２月５８５人、３月１，０８２人

平成２７年度 ４月４８１人、 ５月６４２人、６月４８２人、

７月８１６人、 ８月４９４人、９月５０１人、

１０月８０１人、１１月５２４人

・屋内運動場の整備により、中学校テニス部では天候に左右されず安定して練習に取り組むことができる環境になった。また現在小学生以上が参加している

テニスサークルでは６６人が入会しており週４回の練習を行っている。（サークル加入者のうち５４人が中学生以下である）

・今後ジュニア育成を通して、中学・高校と全国出場者を輩出すべく指導者育成にも力を入れていき、これまで以上に本村でのテニス人気が高まるよう取り組む。

【利用詳細】

・利用料金 村内 １時間 ５００円（高校生以下 ３００円）

村外 １時間 １，０００円（高校生以下 ６００円）

・時 間 ９時～２１時

落 成 式 （平成２６年１２月２０日） テニスサークル活動（平成２７年１１月２６日）

【避難者数】

本村では、平成19～22年の震災前までは、前月比較による人口増減が年間平均4.2～9.3人の減だったが、平成23～24年は11.6～12.2人の減と減少傾向

が例年より大きかったが、遊具更新を経た平成26～27年は8.5～9.2人の減と震災以前と同程度の減少率を維持するまでになった。

また、合計137人が北海道から高知県まで全国に自主避難を余儀なくされていたが、平成27年11月現在うち25人が本村に戻ってきた。

こうした人口流出の緩慢や、子どもが関係する村内各種イベント等での参加人数、協力人員等の増加傾向により、地域コミュニティが復活し始めている。


