
別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （平成30年度）

　（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。

（単位：円）

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
交付金充当額 備 考

基金処分
500,343,815

1 地域活性化措置 むつ市消防活動提供事業 むつ市 929,990,449 280,000,000



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市消防活動提供事業

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策と目標

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
　むつ市総合経営計画（前期基本計画：平成29年度～令和3年度）
　　基本方針　4．安全の向上
　　　施策項目　（1）安全・安心
　　　　施策内容　②消防・救急体制の充実
【目標】
　救急搬送における収容所要時間「30分未満」の割合　50.0％　（令和3年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 むつ市

交付金事業実施場所 むつ市小川町　ほか4件

交付金事業の概要

市民の生命、身体及び財産を火災から保護する「警防活動」、傷病者に対し、適切な処置を
行い、病院へ搬送する「救急活動」、災害や事故による危険状態から救出する「救助活動」を
行っている市内3消防署、2消防分署の消防活動運営費（人件費）に交付金を充当したもので
す。
消防職員人件費（5署合計）：140名・12か月分

事業期間の設定理由 むつ市総合経営計画の前期基本計画（平成29年度～令和3年度）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 令和4年度

救急搬送収
容所要時間
30分未満の
割合 50.0％

割合＝所要
時間30分未
満搬送件数
÷全搬送件
数

成果実績 ％

目標値 ％ 50.0

達成度 ％

評価年度の設定理由

むつ市総合経営計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等



交付金事業の成果目標
及び成果実績

本交付金の活用により、消防職員人件費（5署、140名）12か月分を確保することができまし
た。消防・救急対応に加え、予防活動も積極的に行っており、本事業の実施は消防体制の整
備全般に寄与しました。
次年度に向けた改善としては、今後の人口減少や高齢化の進行による社会構造・環境の変
化に備え、現在の消防力の維持を前提に、組織体制の見直し、消防団との一層の連携等、
持続可能な消防・救急体制の確立を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



うち文部科学省分

うち経済産業省分

1,704

達成度 ％ 94.6% 97.4% 96.6%

平成30年度

消防職員雇用量
（雇用人数(人)×充当期間

(月))

活動実績 人月 1,623 1,660 1,646

活動見込 人月 1,716

交付金事業の総事業費等 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成28年度 平成29年度

1,704

総事業費 814,739,813 860,726,671 929,990,449 直近3か年　2,605,456,933

交付金充当額 210,000,000 282,667,000 280,000,000

交付金事業の評価課室 財務部財務課資金企画室

人件費 雇用 消防職員140名 929,990,449

交付金事業の担当課室 下北地域広域行政事務組合総務課

210,000,000 282,667,000 280,000,000

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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （平成30年度）

　（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。

（単位：円）

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
交付金充当額 備 考

1 地域活性化措置 むつ市健康推進事業 むつ市 163,224,515 122,000,000



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市健康推進事業

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策と目標

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
　むつ市総合経営計画（前期基本計画：平成29年度～令和3年度）
　　基本方針　2．暮らしの向上
　　　施策項目（1）健康・福祉
　　　　施策内容　②一人ひとりの健康づくりの推進
【目標】
　特定健診受診率　37.5％（令和3年度)

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 むつ市

交付金事業実施場所 むつ市一円

交付金事業の概要

市民の健康維持、増進のための各種健康診査、健康相談、栄養指導、歯科保健指導といっ
た様々な保健活動に従事する保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士の人件費に交付金を充
当したものです。
保健師12名　看護師6名　栄養士1名　歯科衛生士2名　　計21名（12か月分）

事業期間の設定理由 むつ市総合経営計画の前期基本計画（平成29年度～令和3年度）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 令和4年度

特定健診受
診率37.5％

受診率＝受
診者数÷受
診対象者数

成果実績 ％

目標値 ％ 37.5

達成度 ％

評価年度の設定理由

むつ市総合経営計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。

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、保健師等人件費（保健師12名、看護師6名、栄養士1名、歯科衛生
士2名）12か月分を確保することができました。
次年度も積極的な保健活動により、市民の健康の維持・増進を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



うち文部科学省分

うち経済産業省分

252

達成度 ％ 98.8 97.0 98.0

平成30年度

保健師等職員の雇用量
（雇用人数（人）×充当期間

（月））

活動実績 人月 249 256 247

活動見込 人月 252

交付金事業の総事業費等 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成28年度 平成29年度

264

総事業費 127,577,407 136,579,313 163,224,515 直近3か年　427,381,235

交付金充当額 127,577,407 122,000,000 122,000,000

人件費 雇用
保健師12名　看護師6名

栄養士1名　歯科衛生士2名
163,224,515

交付金事業の担当課室 健康づくり推進部健康づくり推進課、予防・医療課 ・ 子どもみらい部子育て支援課

127,577,407 122,000,000 122,000,000

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

交付金事業の評価課室 財務部財務課資金企画室



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （平成30年度）

　（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。

1 地域活性化措置
むつ市ウェルネスパー
ク等管理運営事業

むつ市 222,075,166 180,000,000

（単位：円）

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

交付金充当額 備 考



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

主催事業参
加者数400人

主催事業参
加者数

成果実績 人

単位 評価年度

％

400目標値 人

達成度 ％

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市ウェルネスパーク等管理運営事業

令和4年度

週一回のス
ポーツ実施
率65％

実施率＝週一
回スポーツを実
施する人／人口

成果実績 ％

目標値 ％ 65.0

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

事業期間の設定理由 むつ市総合経営計画の前期基本計画（平成29～令和3年度）の終期まで

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策と目標

○ウェルネスパーク・大畑中央公園・兎沢スキー場管理運営事業
【交付金事業に関係する主要政策・施策】
 　むつ市総合経営計画（前期基本計画：平成29年度～令和3年度）
　 　基本方針：2．暮らしの向上
　　 　施策項目：（2）スポーツ　　  施策内容：①スポーツ活動の充実
【目標】週一回以上のスポーツ実施率　65.0％（令和3年度）

○下北自然の家管理運営事業
【交付金事業に関係する主要政策・施策】
　 むつ市総合経営計画（前期基本計画：平成29年度～令和3年度）
　　 基本方針：3．教育の向上
　　 　施策項目：（1）教育　　　 　施策内容：⑤社会教育の充実
【目標】主催事業参加者数　400人（令和3年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 むつ市

交付金事業実施場所 むつ市真砂町　ほか3件

交付金事業の概要

スポーツ振興及び生涯学習の拠点施設として整備した市内4施設の管理運営に係る指定管
理料に交付金を充当したものです。(指定管理料11か月分)
　指定管理施設〔管理者〕
　・むつ市ウェルネスパーク〔山内土木株式会社〕
　・大畑中央公園及びむつ市兎沢スキー場〔一般財団法人 むつ市教育振興会〕
　・むつ市下北自然の家〔一般財団法人 むつ市教育振興会〕



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金充当額 190,000,000 180,000,000 180,000,000

180,000,000190,000,000 180,000,000

交付金事業の総事業費等 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

総事業費 236,359,750 223,063,333 222,075,166 直近3か年　681,498,249

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成28年度 平成29年度

評価年度の設定理由

むつ市総合経営計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。

44 44

達成度 ％ 100.0 100.0 100.0

44

平成30年度

指定管理料充当量
(施設数(箇所)×充当期間

(月))

活動実績 箇所月 44 44 44

活動見込 箇所月

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、市内4施設の管理運営に係る指定管理料11か月分を確保すること
ができ、市民のスポーツ活動や生涯学習の充実とともに施設の管理運営経費の削減が図ら
れ、効率的・効果的な施設運営事業に寄与しました。
次年度に向けた改善としては、チラシやSNSの活用により施設利用の促進を図っていきま
す。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の成果目標
及び成果実績



むつ市下北自然の家
管理運営

随意契約
（指定管理者制度）

一般財団法人むつ市教育振興会 75,454,500

むつ市ウェルネスパーク
管理運営

随意契約
（指定管理者制度）

山内土木株式会社 103,959,000

大畑中央公園・兎沢スキー場
管理運営

随意契約
（指定管理者制度）

一般財団法人むつ市教育振興会 42,661,666

交付金事業の担当課室 むつ市民生部市民スポーツ課・むつ市教育委員会生涯学習課

交付金事業の評価課室 むつ市財務部財務課資金企画室

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

契約の目的



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（平成30年度）

　（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。

（単位：円）

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
交付金充当額 備 考

78,000,0001 地域活性化措置 むつ市小中学校維持運営事業 むつ市 85,170,951



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

むつ市

交付金事業実施場所 むつ市柳町　ほか21件

交付金事業の概要

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市小中学校維持運営事業

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策と目標

％ 県平均値+3

単位 評価年度 令和4年度

青森県学習
状況調査で
県平均値を3
ポイント上回
る

青森県学習
状況調査に
おける通過
率(総正答数
/総解答数)

成果実績 ％

市内小中学校に通学する生徒に対してより良い教育環境を提供するため、13小学校、9中学
校に係る維持運営費に交付金を充当したものです。（電気料、水道料、下水道料10か月分）

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
　むつ市総合経営計画（前期基本計画：平成29年度～令和3年度）
　　基本方針　3．教育の向上
　　　施策項目　（1）教育
　　　　施策内容　①学力の向上
【目標】
　青森県学習状況調査　県平均値＋3ポイント（令和3年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

目標値

事業期間の設定理由 むつ市総合経営計画の前期基本計画（平成29年度～令和3年度）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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

むつ市総合経営計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。

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、市内22小中学校の電気料・上下水道料を確保することができ、快適
な教育環境が小中学校の児童生徒に提供され、教育環境の向上に寄与しました。
次年度も快適で安全な教育環境を提供するよう努めます。

達成度 ％

評価年度の設定理由



うち文部科学省分

うち経済産業省分

460 454

活動見込 件月 460 460

平成30年度

電気料・水道料充当量
（充当件数（件）×充当期間

（月））

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成28年度 平成29年度

460

活動実績 件月 460

交付金事業の総事業費等 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

達成度 ％ 100.0 100.0 98.7

総事業費 83,963,991 84,864,834 85,170,951 直近3か年　253,999,776

交付金充当額 83,000,000 78,000,000 78,000,000

交付金事業の担当課室 教育委員会総務課

83,000,000 78,000,000 78,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法

水道料・下水道料 随意契約 むつ市公営企業局 25,514,736

契約の相手方 契約金額

電気料 随意契約 東北電力株式会社 59,656,215

交付金事業の評価課室 財務部財務課資金企画室



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （平成30年度）

　（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。

（単位：円）

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
交付金充当額 備 考

1 地域活性化措置 むつ市社会教育施設運営事業 むつ市 100,470,865 81,000,000



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市社会教育施設運営事業

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策と目標

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
　むつ市総合経営計画（前期基本計画：平成29年度～令和3年度）
　　基本方針　3．教育の向上
　　　施策項目　（1）教育
　　　　施策内容　⑤社会教育の充実
【目標】
　公民館・図書館利用者数　181,000人（令和3年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 むつ市

交付金事業実施場所 むつ市大湊浜町　ほか1件

交付金事業の概要

むつ市の主要な社会教育施設の運営費に交付金を充当したものです。
○中央公民館
市の生涯学習推進の中核として、教育、学術、文化に関する各種事業を実施し、また様々な
活動の拠点となっています。（職員9名分の人件費12か月分及び公民館の電気料、水道料10
か月分に充当）
○市立図書館
地域住民に対し、図書・視聴覚資料を提供するほか地域の芸術・文化・情報を発信していま
す。（職員22名分の人件費12か月分及び図書館の電気料、上下水道料10か月分に充当）

事業期間の設定理由 むつ市総合経営計画の前期基本計画（平成29年度～令和3年度）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 令和4年度

2施設の年間
延べ利用者
数181,000人

利用者数＝公
民館延べ利用
者数＋図書館
延べ利用者数

成果実績 人

目標値 人 181,000

達成度 ％

評価年度の設定理由

むつ市総合経営計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、中央公民館職員9名、図書館職員22名の人件費12か月分と、両施
設の電気料・上下水道料10か月分を確保することができました。
次年度も市民の様々なニーズに応え、中央公民館及び図書館の円滑な事業運営を通して、
社会教育活動の充実を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

348

達成度 ％ 98.9 99.4 96.8

平成30年度

2施設従事職員の雇用量
（雇用人数（人）×充当期間

（月））

活動実績 人月 344 346 337

活動見込 人月 348

交付金事業の総事業費等 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成28年度 平成29年度

348

契約金額

電気料 随意契約 東北電力株式会社

総事業費 90,425,851 98,012,107 100,470,865 直近3か年　288,908,823

交付金充当額 87,000,000 81,000,000 81,000,000

8,615,491

水道料・下水道料 随意契約 むつ市公営企業局 1,183,467

交付金事業の評価課室 財務部財務課資金企画室

人件費 雇用
中央公民館職員9名
市立図書館職員22名

90,671,907

交付金事業の担当課室 教育委員会総務課、中央公民館、図書館

87,000,000 81,000,000 81,000,000

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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （平成30年度）

　（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。

（単位：円）

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
交付金充当額 備 考

1 地域活性化措置 むつ市乳幼児等医療費給付事業 むつ市 42,822,076 24,184,174



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

事業期間の設定理由 むつ市総合経営計画の前期基本計画（平成29年度～令和3年度）の終期まで

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、乳幼児等を持つ家庭の医療費負担を軽減することができました。
次年度も子育てがしやすい環境づくりの推進を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標

100.0

達成度 ％

評価年度の設定理由

むつ市総合経営計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。

単位 評価年度 令和4年度

乳幼児健康
診査受診率
100％

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 むつ市

交付金事業実施場所 むつ市一円

交付金事業の概要
本事業は、小学校就学前の乳幼児の自己負担に係る医療費及び小中学生の入院時の自己
負担に係る医療費を給付したものです。（5月～2月診査分・10か月分）

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策と目標

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
　むつ市総合経営計画（前期基本計画：平成29年度～令和3年度）
　　基本方針　2．暮らしの向上
　　　施策項目 （1）健康・福祉
　　　　施策内容 ①子どもすこやか母子保健の充実
【目標】
　乳幼児健康診査受診率(1歳6カ月児)　　100％（令和3年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市乳幼児等医療費給付事業

受診率＝受
診者数／受
診対象者数

成果実績 ％

目標値 ％



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金充当額

交付金事業の総事業費等 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標

直近3か年　109,444,316

平成30年度

医療費給付額(円)
(現物給付額(円)＋償還給

付額(円))

活動実績 円

単位 平成28年度 平成29年度

39,979,954 35,982,878

達成度 ％ 82.4

19,000,000 18,559,485 24,184,174

乳幼児等医療費給付
（現物給付）

随意契約 青森県国民健康保険団体連合会 3,616,900

36,011,930 32,490,165

総事業費 34,330,943 32,291,297 42,822,076

42,822,076

活動見込 円 43,694,823

81.3 119.0

交付金事業の担当課室 子どもみらい部子ども家庭課

19,000,000 18,559,485 24,184,174

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法

乳幼児等医療費給付
（償還払）

― ― 2,695,263

契約の相手方 契約金額

乳幼児等医療費給付
（現物給付）

随意契約 社会保険診療報酬支払基金 36,509,913

交付金事業の評価課室 財務部財務課資金企画室



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （平成３０年度）

　（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。

（単位：円）

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
交付金充当額 備 考

1 地域活性化措置 むつ市妊婦健診委託事業 むつ市 33,287,720 33,000,000



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 むつ市

交付金事業実施場所 むつ市一円

交付金事業の概要

本事業は、市民が安心して妊娠・出産ができる体制の確保を目的として、母子保健法第13条
に基づき、妊婦1人につき基本的な妊婦健診14回と子宮頸がん検診、HTLV-1抗体検査、性
器クラミジア検査各1回と超音波検査4回を無料で実施するため、その健診委託料に対して交
付金を充当したものです。（4月～2月分・11か月分）

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策と目標

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
　むつ市総合経営計画（前期基本計画：平成29年度～令和3年度）
　　基本方針　2．暮らしの向上
　　　施策項目　（1）健康・福祉
　　　　施策内容　①子どもすこやか母子保健の充実
【目標】
　妊婦健診受診率   100％

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

評価年度の設定理由

むつ市総合経営計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。

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、母胎や胎児の健康を確保するとともに妊婦及びその家族の経済的・
精神的負担の軽減に寄与しました。
次年度も安心して妊娠・出産ができる環境づくりの推進を図っていきます。

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市妊婦健診委託事業

受診率＝受
診者数／受
診対象者数

成果実績 ％

目標値 ％ 100.0

達成度 ％

事業期間の設定理由 むつ市総合経営計画の前期基本計画（平成29年度～令和3年度）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 令和4年度

妊婦健診受
診率100％

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



うち文部科学省分

うち経済産業省分

平成30年度

妊婦健診受診数(件)

活動実績 件 5,925 6,846 5,867

活動見込 件 7,108

平成29年度

6,665 6,580

達成度 ％ 83.4 102.7 89.2

交付金事業の総事業費等 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成28年度

総事業費 33,612,520 38,942,520 33,287,720 直近3か年　105,842,760

交付金充当額 33,000,000 33,000,000 33,000,000

交付金事業の担当課室 子どもみらい部子育て支援課

33,000,000 33,000,000 33,000,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法

妊婦健康診査業務委託 随意契約
一部事務組合下北医療センター

むつ総合病院他
33,287,720

契約の相手方 契約金額

交付金事業の評価課室 財務部財務課資金企画室



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （平成30年度）

　（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。

40,000,0001 地域活性化措置 むつ市健康診査委託事業 むつ市 50,410,026

（単位：円）

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
交付金充当額 備 考



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和4年度

がん検診5種
受診率
平均17.5％

評価年度の設定理由

むつ市総合経営計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。

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、がん検診に係る委託料を確保することができ、市民の疾病の早期発
見に寄与しました。
次年度に向けた改善としては、対象者に送付する受診勧奨通知の内容の訴求性をより高め
る等、積極的かつ効果的な受診勧奨を図っていきます。

受診率＝5種
受診率の和
÷5

成果実績 ％

目標値 ％ 17.5

達成度 ％

交付金事業の概要

当市では市民が生き生きし安心して暮らせるまちづくりを目指し、健康の増進や疾病予防を
図るため、総合的かつきめ細やかな保健事業を推進しています。特定健診及び各種がん検
診の実施にあたっては、各地区において検診車による検診を行い全市域の住民が受診でき
るよう利便を図っています。これら検診委託業務のうち、がん検診を事業対象として交付金を
充当したものです。

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策と目標

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
　むつ市総合経営計画（前期基本計画：平成29年度～令和3年度）
　　基本方針 2． 暮らしの向上
　　  施策項目 （1） 健康・福祉
　　　　施策内容 ② 一人ひとりの健康づくりの推進
【目標】
　がん検診5種受診率　平均17.5％（令和3年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

事業期間の設定理由 むつ市総合経営計画の前期基本計画（平成29～令和3年度）の終期まで

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市健康診査委託事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 むつ市

交付金事業実施場所 むつ市一円



うち文部科学省分

うち経済産業省分

50,410,026

交付金事業の評価課室 財務部財務課資金企画室

交付金事業の担当課室 健康づくり推進部健康づくり推進課

交付金充当額 43,000,000 40,000,000 40,000,000

43,000,000 40,000,000 40,000,000

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

委託 随意契約
公益財団法人　青森県総合健診
センター　ほか

平成29年度

16,716

総事業費 53,781,084 62,023,320 50,410,026 直近3か年　166,214,430

交付金事業の総事業費等 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成28年度 平成30年度

がん健診5種の受診数(人)

活動実績 人 17,134 16,868 15,713

活動見込 人 15,767 15,770

達成度 ％ 108.7 100.9 99.6

交付金事業の成果目標
及び成果実績

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （平成30年度）

　（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。

（単位：円）

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
交付金充当額 備 考

1 地域活性化措置 むつ市一般廃棄物収集運搬等事業 むつ市 223,581,600 220,000,000



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市一般廃棄物収集運搬等事業

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策と目標

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
　むつ市総合経営計画（前期基本計画：平成29年度～令和3年度）
　　基本方針　2．暮らしの向上
　　　基本方針　（3）環境
　　　　施策内容　④環境衛生対策、廃棄物対策の充実
【目標】
　1人1日当たりのごみ排出量　　1,000g以下（令和3年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 むつ市

交付金事業実施場所 むつ市一円

交付金事業の概要
むつ市の一般家庭から排出される一般廃棄物の収集運搬等業務委託料に交付金を充当し
たものです。（延べ25地区・12か月分）

事業期間の設定理由 むつ市総合経営計画の前期基本計画（平成29年度～令和3年度）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 令和4年度

1人1日当たり
のごみ排出
量　　1,000g
以下

排出量=ごみ
排出総量(日)
÷人口

成果実績 ｇ

目標値 ｇ 1,000

達成度 ％

評価年度の設定理由

むつ市総合経営計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、一般廃棄物収集運搬等委託料12か月分を確保することができ、環
境衛生対策、廃棄物対策の充実に寄与しました。
次年度に向けた改善としては、市民向けのごみ収集カレンダー等により、衣類リサイクル・ダ
ンボールコンポストの普及、生ごみの水切りについての啓発・周知徹底を図り、ごみ排出量の
削減を目指します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

300

達成度 ％ 100.0 100.0 100.0

平成30年度

収集活動量
(収集地区（25件)×収集月

数(月))

活動実績 件月 300 300 300

活動見込 件月 300

交付金事業の総事業費等 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成28年度 平成29年度

300

総事業費 268,498,800 268,174,800 223,581,600 直近3か年　760,255,200

交付金充当額 268,000,000 260,647,000 220,000,000

268,000,000 260,647,000 220,000,000



むつ下北清掃事業協同組合 11,772,000

交付金事業の担当課室 民生部環境政策課

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

むつ下北清掃事業協同組合 9,396,000

北進運輸 8,953,200

むつ下北清掃事業協同組合 8,856,000

交付金事業の評価課室 財務部財務課資金企画室

北進運輸 8,964,000

(株)新谷水道工業所 9,277,200

むつ下北清掃事業協同組合 9,028,800

(株)新谷水道工業所 8,953,200

むつ市廃棄物適正処理協同組合 8,856,000

むつ下北清掃事業協同組合 8,802,000

むつ市廃棄物適正処理協同組合 8,910,000

北進運輸 8,812,800

(株)新谷水道工業所 9,007,200

(株)新谷水道工業所 9,277,200

むつ市第一類収集運搬業務委託（大畑C)

(株)新谷水道工業所 7,700,400

むつ下北清掃事業協同組合 11,880,000

むつ市第二類収集運搬業務委託（川内・脇野沢)

むつ市廃棄物適正処理協同組合 7,765,200

（有）むつ中央トラック 7,732,800

むつ下北清掃事業協同組合 7,938,000

むつ市廃棄物適正処理協同組合 8,964,000

(株)新谷水道工業所 7,840,800

むつ下北清掃事業協同組合 7,786,800

むつ市廃棄物適正処理協同組合 9,072,000

むつ下北清掃事業協同組合 9,072,000

むつ下北清掃事業協同組合 8,964,000

むつ市資源ごみ分別運搬業務委託（川内)

むつ市第二類収集運搬業務委託（大畑)

むつ市第一類収集運搬業務委託（脇野沢B)

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつA)

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつB)

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつF)

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつJ)

指名競争入札
むつ市第一類収集運搬業務委託（川内A)

むつ市第一類収集運搬業務委託（川内B)

むつ市第一類収集運搬業務委託（大畑B)

むつ市第一類収集運搬業務委託（大畑A)

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつH)

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつI)

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつC)

むつ市資源ごみ分別運搬業務委託（大畑)

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつG)

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつD)

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつE)

むつ市第二類収集運搬業務委託（むつD)

むつ市第二類収集運搬業務委託（むつB)

むつ市第二類収集運搬業務委託（むつC)

むつ市第一類収集運搬業務委託（脇野沢A)

むつ市第二類収集運搬業務委託（むつA)



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（平成30年度）

　（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。

（単位：円）

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
交付金充当額 備 考

1 地域活性化措置 むつ市下水道施設等維持運営事業 むつ市 25,076,529 19,000,000



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

評価年度の設定理由

むつ市総合経営計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。

事業期間の設定理由 むつ市総合経営計画の前期基本計画（平成29年度～令和3年度）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 令和4年度

汚水処理人
口普及率
49.9％

普及率＝（下水
道・集落排水施設
汚水処理人口＋
合併処理浄化槽
利用人口）÷総人
口

成果実績 ％

目標値 ％ 49.9

達成度 ％

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市下水道施設等維持運営事業

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策と目標

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
　むつ市総合経営計画（前期基本計画：平成29年度～令和3年度）
　　基本方針　2．暮らしの向上
　　　施策項目 （4）コンパクト・プラス・ネットワーク
　　　　施策内容 ①暮らしやすいまちの構築
【目標】
　汚水処理人口普及率　　49.9％（令和3年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 むつ市

交付金事業実施場所 むつ市港町　ほか49件

交付金事業の概要

当市では、平成17年の市町村合併前から下水道事業を実施し、供用を開始しています。下水
道は市民の衛生的で快適な生活環境の実現や豊かな自然環境と海産資源の保全のための
重要な公共施設でありますが、下水道への接続件数が伸び悩んでおり、下水道事業の経営
は困難が伴う状況にあります。このため、下水道施設の管理費の一部に交付金を充当したも
のです。
　・処理場電気料・・・6か所（10か月分）
　・マンホールポンプ電気料・・・44基（10か月分）



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の評価課室 財務部財務課資金企画室

電気料 随意契約 東北電力株式会社 25,076,529

交付金事業の担当課室 下水道部下水道課

21,000,000 19,000,000 19,000,000

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

総事業費 21,888,441 23,108,450 25,076,529 直近3か年　70,073,420

交付金充当額 21,000,000 19,000,000 19,000,000

500 500

活動見込 件月 510

交付金事業の総事業費等 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成28年度 平成29年度

510

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、下水等処理場及びマンホールポンプの電気料10か月分を確保する
ことができ、市民の衛生的で快適な生活環境作りに寄与し、また下水道事業の財政基盤強
化にも大きく寄与しました。
次年度も安定的な下水道事業運営に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

510

達成度 ％ 98.0 98.0 98.0

平成30年度

電気料充当量
（充当件数（件）×充当期間

（月））

活動実績 件月 500

交付金事業の成果目標
及び成果実績



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （平成30年度）

　（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。

1 地域活性化措置
むつ市小中学校維持運
営事業(燃料)

むつ市 31,308,533 28,000,000

（単位：円）

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

交付金充当額 備 考



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

評価年度の設定理由

むつ市総合経営計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。

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、冬期間の暖房設備等を安定的・継続的に稼働させることができ、快
適な教育環境が小中学校の児童生徒に提供され、教育環境の向上に寄与しました。
次年度も快適で安全な教育環境の提供に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策と目標

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
　むつ市総合経営計画(前期基本計画：平成29年度～令和3年度)
　　基本方針：3．教育の向上
　　　施策項目：（1）教育　　　　施策内容：①学力の向上
【目標】
　青森県学習状況調査　県平均値＋3ポイント（令和3年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

青森県学習
状況調査に
おける通過
率(総正答数
/総解答数)

成果実績 ％

目標値 ％ 県平均値+3

達成度 ％

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和4年度

青森県学習
状況調査で
県平均値を3
ポイント上回
る

事業期間の設定理由 むつ市総合経営計画の前期基本計画（平成29年度～令和3年度）の終期まで

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市小中学校維持運営事業(燃料)

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 むつ市

交付金事業の概要
市内小中学校に通学する児童生徒により良い教育環境を提供するため、小学校13校、中学
校9校の冬期燃料費3か月分(灯油代・重油代)に交付金を充当したものです。

交付金事業実施場所 むつ市柳町　ほか21件



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 むつ市教育委員会総務課

交付金事業の評価課室 むつ市財務部財務課資金企画室

重油供給契約 随意契約 株式会社福原石油店　ほか 12,986,881

灯油供給契約 随意契約 株式会社福原石油店　ほか 18,321,652

19,000,000 17,000,000 28,000,000

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

総事業費 27,042,213 31,973,070 31,308,533 直近3か年　90,323,816

交付金充当額 19,000,000 17,000,000 28,000,000

423 423

活動見込 時間 423

交付金事業の総事業費等 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成28年度 平成29年度

423 423

達成度 ％ 100.0 100.0 100.0

平成30年度

暖房等の稼働時間数
(1日あたりの暖房等稼働時

間×開校日数）

活動実績 時間 423



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （平成30年度）

　（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。

1 地域活性化措置
むつ市地域振興基金造
成事業

むつ市 416,000,000 416,000,000

（単位：円）

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

交付金充当額 備 考



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

評価年度の設定理由

むつ市総合経営計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。

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、むつ市地域振興基金を造成し、「むつ市消防活動提供事業」を実
施するための財源を確保することができました。当該基金を活用し、消防活動の安定的な提
供に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

事業期間の設定理由 むつ市総合経営計画の前期基本計画（平成29年度～令和3年度）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 令和4年度

救急搬送収
容所要時間
30分未満の
割合 50.0％

割合＝所要
時間30分未
満搬送件数
÷全搬送件
数

成果実績 ％

目標値 ％ 50.0

達成度 ％

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市地域振興基金造成事業

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策と目標

【主要政策・施策】
　むつ市総合経営計画（平成29年度～令和3年度）
　　基本方針　4．安全の向上
　　　施策項目　（1）安心・安全
　　　　施策内容　②消防・救急体制の充実

【目標】救急搬送における収容所要時間「30分未満」の割合　50.0％　（令和3年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 むつ市

交付金事業実施場所 むつ市一円

交付金事業の概要
　 令和元年度以降の「むつ市消防活動提供事業」の事業運営費の一部に充当するための基
金造成費用に交付金を充当したものです。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の評価課室 むつ市財務部財務課資金企画室

基金造成 積立 － 416,000,000

交付金事業の担当課室 むつ市財務部財務課資金企画室・出納室

494,000,000 362,333,000 416,000,000

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

総事業費 494,000,000 362,333,000 416,000,000 直近3カ年　1,272,333,000

交付金充当額 494,000,000 362,333,000 416,000,000

362,333,000 416,000,000

活動見込 億円 494,000,000

交付金事業の総事業費等 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成28年度 平成29年度

362,333,000 416,000,000

達成度 ％ 100.0 100.0 100.0

平成30年度

基金造成額

活動実績 億円 494,000,000



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（平成30年度）
（単位：円）

交付金充当額
備考

（総事業費）
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

(67,576,580)

地域活性化措置
むつ市学校給食・環境整備提
供事業

むつ市 149,449,000 149,449,000 (159,184,472)

65,000,00065,000,000

2

1 地域活性化措置 むつ市予防接種助成事業 むつ市



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

接種率=接種
者数／対象
者数

成果実績 ％

目標値 ％ 80.0%

達成度 ％

単位 評価年度 令和4年度

定期予防接
種6種接種率
80%

評価年度の設定理由

むつ市総合経営計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市予防接種助成事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 むつ市

交付金事業実施場所 むつ市一円

交付金事業の概要

　 当市では市民の病気予防と蔓延防止のため、乳幼児及び児童生徒等を対象に各種予防
接種の費用助成を行い、安価な料金で接種を提供することにより住民福祉の向上及び将来
リスクの低減を図っています。この予防接種の助成費用を事業対象として交付金を充当しま
した。

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策と目標

【主要政策・施策】
むつ市総合経営計画（前期基本計画：平成29年度～令和3年度）
　基本方針２　暮らしの向上
　　施策項目（１）　健康・福祉
　　　施策内容②　一人ひとりの健康づくりの推進

【目標】
　感染症予防のため各種予防接種の啓発・勧奨を行い予防接種受診者の向上を図る。
　定期予防接種6種接種率80%（令和3年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

事業期間の設定理由
　 市民の健康寿命延伸に資する疾病蔓延防止のための事業であることから、上位政策の終
期までを一定の事業期間としているため。

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の評価課室 財務部　財務課　資金企画室

交付金事業の担当課室 健康づくり推進部　予防・医療課

交付金充当額 67,000,000 65,000,000

67,000,000 65,000,000

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

委託 随意契約 むつ市地域保健協議会　ほか 67,576,580

平成30年度

8,742

総事業費 67,000,000 65,000,000

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度

延べ接種件数

活動実績 件 8,834 8,509

活動見込 件 9,615

達成度 ％ 91.9% 97.3%

平成29年～平成30年総事業費
137,676,053



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

青森県学習
状況調査に
おける通過
率(総正答数
/総解答数)

成果実績 ％

目標値 ％ 県平均値+3

達成度 ％

単位 評価年度 令和4年度

青森県学習
状況調査で
県平均値を3
ポイント上回
る

評価年度の設定理由

むつ市総合経営計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。

番号 措置名 交付金事業の名称

2 地域活性化措置 むつ市学校給食・環境整備提供事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 むつ市

交付金事業実施場所 むつ市柳町　ほか21件

交付金事業の概要

　 市内13小学校、9中学校、１給食センターの各施設において、児童生徒に給食を提供して
いる調理員及び学校の環境整備業務を行っている用務員、合計82名分の人件費に交付金を
充当しました。
　 調理員：正職員11名、臨時職員32名
　 用務員：臨時職員39名
　 安定的な学校給食と快適で安全な学校環境の整備を行うことで、児童生徒が学習に集中
できる教育環境を確保します。

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策と目標

【主要政策・施策】
むつ市総合経営計画(前期基本計画：平成29年度～令和3年度)
　基本方針：3　教育の向上
　施策項目：（1）教育　　　施策内容：①学力の向上

【目標】
　青森県学習状況調査で県平均値を3ポイント上回る。（令和3年度）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

事業期間の設定理由
　 給食及び学校環境整備を通じた教育環境の整備に関する事業であることから、上位政策
の終期までを一定の事業期間としているため。

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の評価課室 財務部　財務課　資金企画室

人件費 雇用
調理員11名、臨時調理員32名、

臨時用務員39名
159,184,472

交付金事業の担当課室 教育委員会　総務課

162,932,865 149,449,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法

交付金充当額 162,932,865 149,449,000

契約の相手方 契約金額

平成30年度

924

総事業費 162,932,865 149,449,000

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 ％ 平成29年度

調理員・用務員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月））

活動実績 人月 924 924

活動見込 人月 948

達成度 ％ 97.5% 100.0%

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

平成29年～平成30年総事業費
312,381,865

交付金事業の成果目標
及び成果実績



別紙

Ⅰ．事業評価総括表
（単位：円）

1 地域活性化措置 むつ総合病院運営事業
一部事務組合下北医
療センター

360,000,000 360,000,000 (393,379,567)

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

交付金充当額
備考

(総事業費)



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

（単位：円）

事業期間の設定理由 むつ市総合経営計画（平成29～33年度）の終期まで

番号 措置名 交付金事業の名称

2 地域活性化措置 むつ総合病院運営事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
むつ市総合経営計画（平成29年度～平成33年度）
基本方針　２．暮らしの向上（１）健康・福祉　④医療体制の充実
　市民が医療を必要とした時、本市において、適切で過不足のない医療を受けることが
でき、安心して生活できる医療体制が構築されている。
　１）地域医療構想を踏まえた医療提供体制の構築、２）むつ総合病院の医療機能の充
実強化
　目標：患者満足度調査結果　3.6ポイント（5段階評価）

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 一部事務組合下北医療センター

交付金事業実施場所 むつ市小川町

交付金事業の概要

　むつ総合病院は、一部事務組合下北医療センター及び下北地域保健医療圏の中核的基
幹病院として、21診療科、434病床を有し、むつ市のみならず、下北地域全域に医療を
提供しております。特に、高度医療、救急医療、周産期医療など、当圏域にとって必須
の領域においては、昼夜を問わず間断のない医療提供が行われております。
　この医療現場において、医師と共に医療活動を行う看護職員（保健師、助産師、看護
師及び准看護師）は入院、外来、手術等各部門において、問診、注射・与薬、食事・排
泄介助、保健指導、手術補助など多種多様な業務に従事しているため、このように、入
院、外来患者を直接看護する重要な職務を担っている看護職員の人件費に交付金を充当
したものであります。（職員257名の平成30年8～12月分給料）



うち文部科学省分

うち経済産業省分

平成29～30年 総事業費
806,201,249

360,000,000 360,000,000

交付金充当額 360,000,000 360,000,000

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 備考

総事業費 360,000,000 360,000,000

達成度 ％ 100.0% 96.6%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

％

診療所に従事する看護師
の雇用量（看護師数
（人）×勤務月数
（月））

活動実績 人月 1385 1285

活動見込 人月 1385

活動指標 単位 29年度 30年度

1330

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和4年度

患者満足度
調査結果3.6
ポイント

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、事業完了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

本交付金の活用により、看護師257名5か月分の人件費を確保することが出来、地域医療
に必要となる看護師数を維持することが出来ました。次年度に向けた改善としては、更
なる看護サービス向上のための活動を推進していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無し

病院全体を
通した調査
結果の平均

値

成果実績 5段階

目標値 5段階 3.6

達成度



交付金事業の評価課室 〃

看護師人件費 雇用 看護師257名 393,379,567

交付金事業の担当課室 むつ総合病院企画財政課

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


