
別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （令和3年度）

21,000,00010 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 25,240,360

33,000,000

9 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 254,628,000 247,000,000

8 地域活性化措置 むつ市健康診査委託事業 むつ市 47,166,480

18,000,000

7 地域活性化措置 むつ市妊婦健診委託事業 むつ市 25,390,030 22,000,000

6 地域活性化措置 むつ市乳幼児等医療費給付事業 むつ市 48,709,193

60,000,000 .

5 地域活性化措置 むつ市社会教育施設運営事業 むつ市 96,599,808 86,000,000

4 地域活性化措置 むつ市小中学校維持運営事業 むつ市 84,692,836

122,000,000

3 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 238,779,000 200,000,000

2 地域活性化措置 むつ市健康推進事業 むつ市 193,672,503

基金処分
477,048,652

1 地域活性化措置 むつ市消防活動提供事業 むつ市 946,267,946 380,000,000

（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（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

収容所要時間
30分未満の割
合50.0％

割合=30分未
満搬送件数÷
全搬送件数

成果実績 ％ 44.0

目標値 ％ 50.0

達成度 ％ 88.0

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

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に交付金を充
当したものです。
　消防職員人件費（5署合計）：135名、12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

消防職員人件費 雇用 消防職員135名 946,267,946

交付金事業の担当課室 下北地域広域行政事務組合事務局総務課

330,000,000 381,000,000 380,000,000

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 932,177,993 934,015,105 946,267,946

交付金充当額 330,000,000 381,000,000 380,000,000 2,812,461,044

令和元～3年度総事業費

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 令和3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 令和元年度 令和2年度

1,644

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1,668

達成度 ％ 95.6 97.4 94.8

令和3年度

消防職員の雇用量
(雇用人数(人)×雇用期間

(月))

活動実績 人月 1,594 1,601 1,581

活動見込 人月 1,668

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　　成果目標におきましては、救急搬送病院から遠隔地の地区での割合が低く、結果
として惜しくも達成できませんでしたが、本交付金の活用により、消防職員人件費（5
署、135名）12か月分を確保することができ、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できたものと評価してお
ります。
　今後の改善としては、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、引き続き、持続可能な消防・救急体制の確立を図っていきます。



Ⅱ．事業評価個表（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 ％ 25.3

目標値 ％ 37.5

達成度 ％ 67.5

番号 措置名 交付金事業の名称

2 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17名　看護師2名　歯科衛生士2名　栄養士4名　計25名、12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

保健師等職員人件費 雇用 保健師等職員25名 193,672,503

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・感染症対策課、子どもみらい部子育て支援課

122,000,000 122,000,000 122,000,000

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

総事業費 176,587,303 182,237,005 193,672,503

交付金充当額 122,000,000 122,000,000 122,000,000 552,496,811

令和元～3年度総事業費

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 令和3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 令和元年度 令和2年度

264

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

264

達成度 ％ 105.3 104.5 111.7

令和3年度

保健師等職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用

期間（月））

活動実績 人月 278 276 295

活動見込 人月 264

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

　成果実績につきましては、評価年度が新型コロナウイルス感染拡大の影響により健
診への保健活動が大きく制限され、目標値に達することはできませんでしたが、本交
付金の活用により、保健師等人件費（保健師17名、看護師2名、歯科衛生士2名、栄養
士4名）12か月分を充当できたことで、保健師等職員の積極的な保健活動を実施するこ
とができました。　次年度以降も活動を継続し、市民の健康の維持・増進を図ってい
きます。



Ⅱ．事業評価個表（令和3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 272

目標値 人 400

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

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和4年度

週1回以上の
スポーツ実
施率65％

実施率＝週1回
以上スポーツ
を実施する人
÷人口

成果実績 ％ 48.7

目標値 ％ 65.0

達成度 ％ 74.9

％ 68.0

番号 措置名 交付金事業の名称

3 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

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1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2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3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〔一般財団法人 むつ市教育福祉振興会〕
　・むつ市下北自然の家〔一般財団法人 むつ市教育福祉振興会〕



うち文部科学省分

うち経済産業省分

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福祉振興会 85,402,000

交付金事業の評価課室 財務部財務課資金企画室

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 107,149,000

交付金事業の担当課室 民生部市民スポーツ課、教育委員会生涯学習課

180,000,000 210,000,000 200,000,000

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

大畑中央公園
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福祉振興会 46,228,000

総事業費 234,289,000 235,092,000 238,779,000

交付金充当額 180,000,000 210,000,000 200,000,000 708,160,000

令和元～3年度総事業費

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 令和3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 令和元年度 令和2年度

33

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　成果実績につきましては、スポーツ実施率・主催事業参加者数ともに達成できませ
んでした。要因としましては新型コロナウイルス流行による外出自粛・イベント取り
止め等の影響が大きかったものと考えております。
　そのような状況で、本交付金の活用により、市内3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する事ができ
ました。
　次年度以降もSNS等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

33

達成度 ％ 100.0 100.0 100.0

令和3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 40 33 33

活動見込 箇所月 40

交付金事業の成果目標
及び成果実績

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。



Ⅱ．事業評価個表（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

4 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

【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 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
　市内小中学校に通学する生徒に対して、よりよい教育環境を提供するための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、上下水道料10
か月分）



 成果実績の目標達成率につきましては、基礎的な学力が県平均をわずかに下回り、目
標値には至りませんでした。要因としては、新型コロナウイルス感染拡大以降に実施
した学力調査結果が例年よりも低下していたことから、児童生徒の学習環境が変化し
た影響がでたものと考えております。そのような状況でも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、教育環境の維持運営に寄与することができました。　次年
度も快適で安全な教育環境の提供に努めます。

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 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 ポイント 51.5

目標値 ポイント 57.5

達成度 ％ 89.6

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

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

交付金事業の評価課室 財務部財務課資金企画室

上下水道料 随意契約 むつ市上下水道局 24,445,005

交付金事業の担当課室 教育委員会総務課

78,000,000 66,000,000 60,000,000

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

電気料 随意契約 東北電力株式会社 60,247,831

総事業費 81,551,920 77,602,052 84,692,836

交付金充当額 78,000,000 66,000,000 60,000,000 243,846,808

令和元～3年度総事業費

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 令和3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 令和元年度 令和2年度

220 220

達成度 ％ 100.0 100.0 100.0

令和3年度

電気料・水道料充当量
(充当件数(件)×充当期間

(月)）

活動実績 校月 220 220 220

活動見込 校月 220



Ⅱ．事業評価個表（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 114,992

目標値 人 181,000

達成度 ％ 63.5

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。

番号 措置名 交付金事業の名称

5 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8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21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）



うち文部科学省分

うち経済産業省分

電気料 随意契約 東北電力株式会社 7,557,671

交付金事業の評価課室 財務部財務課資金企画室

上下水道料 随意契約 むつ市上下水道局 1,091,063

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

90,000,000 89,000,000 86,000,000

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

人件費 雇用
中央公民館職員8名
市立図書館職員21名

87,951,074

総事業費 100,149,177 99,311,361 96,599,808

交付金充当額 90,000,000 89,000,000 86,000,000 296,060,346

令和元～3年度総事業費

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 令和3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 令和元年度 令和2年度

352

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

351

達成度 ％ 98.9 97.7 95.4

令和3年度

2施設従事職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用

期間（月））

活動実績 人月 344 344 335

活動見込 人月 348

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　成果実績につきましては、新型コロナウイルスによる外出自粛や休館・開館時間短
縮等により令和2年度以降は利用者数が大きく減少したことで、目標値を達成すること
はできませんでしたが、本交付金の活用により、中央公民館職員8名、図書館職員21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た
ことで、施設が適切に運用され、市民の生涯学習や余暇活動の充実、教養の向上、学
術･文化の振興に大きく寄与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。



Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）

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

乳幼児健康
診査受診率
100％

受診率＝受
診者数÷受
診対象者数

成果実績 ％ 99.3

目標値 ％ 100.0

達成度 ％ 99.3

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

　成果実績につきましては惜しくも達成できませんでしたが、これは先天的疾患等に
よる市外医療機関にて受診していたことが原因であったため、ほぼ達成できているも
のと考えます。　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ります。

番号 措置名 交付金事業の名称

6 地域活性化措置 むつ市乳幼児等医療費給付事業

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 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か月児)　　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

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
　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）



うち文部科学省分

うち経済産業省分

乳幼児等医療費給付
（償還払）

― ― 1,551,406

交付金事業の担当課室 子どもみらい部子ども家庭課

交付金事業の評価課室 財務部財務課資金企画室

25,000,000 18,238,419 18,000,000

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

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 4,229,414

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 42,928,373

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 令和3年度 備考

総事業費 54,195,787 37,753,601 48,709,193 令和元～3年度総事業費

交付金充当額 25,000,000 18,238,419 18,000,000 140,658,581

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

34,853,760 45,603,102

達成度 ％ 93.1 108.3 106.8

令和3年度

医療費給付額（円）
(現物給付額＋償還給付

額)

活動実績 円 54,195,787 37,753,601 48,709,193

活動見込 円 58,181,603



Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）

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

妊婦健診受
診率100％

受診率＝受
診者数÷受
診対象者数

成果実績 ％ 100.0

目標値 ％ 100.0

達成度 ％ 100.0

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って、妊婦健診委託料に充当し、令和3年度は265人の妊婦に対
して受診率100％を達成することができました。その結果、母体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することができたと
評価いたします。　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

7 地域活性化措置 むつ市妊婦健診委託事業

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％　（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）



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

妊婦健康診査業務委託 随意(単価)契約
一部事務組合下北医療センター

むつ総合病院他
25,390,030

交付金事業の担当課室 子どもみらい部子育て支援課

29,108,440 24,630,740 22,000,000

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 29,108,440 24,630,740 25,390,030

交付金充当額 29,108,440 24,630,740 22,000,000 79,129,210

令和元～3年度総事業費

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 令和3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 令和元年度 令和2年度

5,914 5,081

達成度 ％ 81.1 72.9 87.5

令和3年度

妊婦健診受診数(件)

活動実績 件 5,109 4,312 4,446

活動見込 件 6,299



Ⅱ．事業評価個表（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

がん検診5種
受診率
平均17.5％

受診率＝5種
受診率の和
÷5

成果実績 ％ 12.2

目標値 ％ 17.5

達成度 ％ 69.7

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

8 地域活性化措置 むつ市健康診査委託事業

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

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。（11か月分　延べ14,109人分）



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

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

40,000,000 37,624,790 33,000,000

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

公益財団法人青森県総合健診セ
ンター、公益財団法人シルバー
リハビリテーション協会メディ
カルコート八戸西病院付属八戸
西健診プラザ

随意契約委託 47,166,480

総事業費 51,546,974 41,440,370 47,166,480

交付金充当額 40,000,000 37,624,790 33,000,000 140,153,824

令和元～3年度総事業費

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 令和3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 令和元年度 令和2年度

16,855

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

14,986

達成度 ％ 96.6 73.2 94.1

令和3年度

がん健診5種の受診数(人)

活動実績 人 16,136 12,333 14,109

活動見込 人 16,706

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　成果実績につきましては、新型コロナウイルス流行もあり、それまで微増していた
受診率が令和２年度以降に減じてしまい目標値には達することができませんでした。
　そのような状況で、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
ができたため、受診勧奨通知を始めとした活動により市民の疾病の早期発見に寄与す
ることができました。
　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。



Ⅱ．事業評価個表（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 1,091

目標値 g 1,000

達成度 ％ 91.7

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

9 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）



うち文部科学省分

うち経済産業省分

令和元～3年度総事業費

215,000,000 249,000,000 247,000,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 令和3年度 備考

総事業費 215,534,316 261,063,000 254,628,000

交付金充当額 215,000,000 249,000,000 247,000,000 731,225,316

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

300

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

令和3年度

収集活動量
(収集地区（25件)×収集

数(月))

活動実績 件月 300 300 300

活動見込 件月 300

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　成果実績につきましては年々微増しており、さらにコロナ禍による外出自粛等の影
響なのか家庭から出る生活ごみが増加しており、目標値には達することは出来ません
でしたが、本交付金の活用により、一般廃棄物収集運搬等委託料12か月分を充当した
ことで、環境衛生対策、廃棄物対策の充実に寄与することができたと評価いたしま
す。
　次年度以降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、小型
家電リサイクル・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。



8,899,000

8,844,000

8,789,000

8,668,000

8,910,000

8,844,000

むつ市第二類収集運搬業務委託（むつC) むつ下北清掃事業協同組合
むつ市第二類収集運搬業務委託（むつD) むつ市廃棄物適正処理協同組合
むつ市第二類収集運搬業務委託（大畑) むつ市廃棄物適正処理協同組合
むつ市第二類収集運搬業務委託（川内・脇野沢) むつ下北清掃事業協同組合

むつ市第二類収集運搬業務委託（むつA) むつ一般廃棄物収集運搬協同組合

むつ市第二類収集運搬業務委託（むつB) むつ一般廃棄物収集運搬協同組合

10,406,000

10,384,000

10,329,000

10,296,000

10,274,000

10,175,000

むつ市第一類収集運搬業務委託（川内B) むつ下北清掃事業協同組合
むつ市第一類収集運搬業務委託（脇野沢A) むつ一般廃棄物収集運搬協同組合

むつ市第一類収集運搬業務委託（脇野沢B) むつ市廃棄物適正処理協同組合

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつJ) むつ市廃棄物適正処理協同組合
むつ市第一類収集運搬業務委託（大畑A) むつ一般廃棄物収集運搬協同組合

むつ市第一類収集運搬業務委託（大畑B) むつ下北清掃事業協同組合
むつ市第一類収集運搬業務委託（大畑C) むつ下北清掃事業協同組合
むつ市第一類収集運搬業務委託（川内A) むつ市廃棄物適正処理協同組合

10,054,000

10,329,000

10,208,000

10,021,000

10,274,000

10,241,000

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつF) むつ市廃棄物適正処理協同組合
むつ市第一類収集運搬業務委託（むつG) むつ下北清掃事業協同組合
むつ市第一類収集運搬業務委託（むつH) むつ一般廃棄物収集運搬協同組合

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつI) むつ下北清掃事業協同組合

10,329,000

10,219,000

10,164,000

10,109,000

交付金事業の評価課室 財務部財務課資金企画室

むつ市資源ごみ分別運搬業務委託（川内) むつ一般廃棄物収集運搬協同組合 13,629,000

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
むつ市第一類収集運搬業務委託（むつA) むつ市廃棄物適正処理協同組合 10,450,000

一般競争入札

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつB)

13,783,000

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつE) むつ下北清掃事業協同組合

むつ一般廃棄物収集運搬協同組合

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつC) むつ市廃棄物適正処理協同組合
むつ市第一類収集運搬業務委託（むつD) むつ下北清掃事業協同組合

むつ市資源ごみ分別運搬業務委託（大畑) むつ一般廃棄物収集運搬協同組合



Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

10 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51件

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

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・・・47基（10か月分）

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 ％ 48.9

目標値 ％ 49.9

達成度 ％ 98.0

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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　成果実績につきましては、惜しくも評価年度までに目標値に達することができませ
んでした。要因としましては、公共下水道の未整備区域がまだまだ多いこと、また合
併浄化槽等への切換工事費用への経済的負担が大きいことが考えられますが、徐々に
普及率は上昇しており近年達成が見込める状況です。　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と下水道事業の財政基盤強化に寄与しました。　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

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

520

令和3年度

電気料充当量
(電気料充当件数(件)×充

当期間(月))

活動実績 件月 510 520 530

活動見込 件月 510 530

達成度 ％ 100.0 100.0 100.0

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 令和3年度 備考

総事業費 23,730,488 22,764,959 25,240,360 平成30～令和2年度総事業費

交付金充当額 20,000,000 22,000,000 21,000,000 71,735,807

20,000,000 22,000,000 21,000,000

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

電気料 随意契約 東北電力株式会社 25,240,360

交付金事業の担当課室 上下水道局下水道課

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 （令和3年度）

（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
むつ市小中学校維持運
営事業(燃料)

むつ市 38,034,154 22,000,000



Ⅱ．事業評価個表（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年度～令和3年度）の終期まで

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 むつ市柳町　ほか21件

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。

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(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）



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することができました。
　青森県学習状況調査結果より基礎的な学力が県平均をわずかに下回り、目標値には至りません
でしたが、市内各校へ冬期間の充実した教育環境を提供することができたと評価します。
　次年度以降も快適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

達成度 ％ 89.6

評価年度の設定理由

むつ市総合経営計画の前期基本計画（前期基本計画）の評価年度と同一時期に評価を実施。

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 ％ 51.5

目標値 ％ 57.5

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



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 18,556,277

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

灯油供給契約 随意契約 株式会社福原石油店　ほか 19,477,877

うち文部科学省分

うち経済産業省分 22,000,000 22,000,000 22,000,000

101,515,169円

交付金充当額 22,000,000 22,000,000 22,000,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 令和3年度 備　考

総事業費 33,976,172 29,504,843 38,034,154 令和元～3年度総事業費

414

100.0%

活動見込 時間 423 423 414

達成度 ％ 100.0% 100.0%

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3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 423 423



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （令和3年度）

1 地域活性化措置
むつ市地域振興基金造
成事業

むつ市 289,000,000 289,000,000

（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（令和3年度）

交付金事業の概要
　 令和4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。

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

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 むつ市地域振興基金造成事業

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 ％ 44.0

目標値 ％ 50.0

達成度 ％ 88.0

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。
　成果目標におきましては、救急搬送病院から遠隔地の地区での割合が低く、結果と
して惜しくも達成できませんでしたが、当該基金により消防・救急体制を充実させる
ことに寄与できたものと評価しております。
　これからも当該基金を活用し、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



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 むつ市財務部財務課資金企画室、出納室

交付金事業の評価課室 むつ市財務部財務課資金企画室

345,000,000 255,000,000 289,000,000

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 青森銀行 289,000,000

交付金充当額 345,000,000 255,000,000 289,000,000 889,000,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 令和２年度 備考

総事業費 345,000,000 255,000,000 289,000,000 令和元～令和3年度総事業費

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

255,000,000

令和3年度

基金造成額

活動実績 円 345,000,000 255,000,000 289,000,000

活動見込 円 345,000,000 289,000,000

達成度 ％ 100.0 100.0 100.0



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和3年度）
（単位：円）

2 地域活性化措置

備考
（総事業費）

（46,792,491）

（133,497,760）
むつ市学校給食・環境整備提
供事業

むつ市 110,525,000

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

110,525,000

むつ市予防接種助成事業 むつ市 32,078,000 32,078,000

交付金充当額

1 地域活性化措置

番号 措置名 交付金事業の名称



Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）

（単位：円）

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。
（四種混合ワクチン等接種費用助成　10ヶ月分、延べ4,811回）

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（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7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 単位 評価年度 令和4年度

定期予防接
種8種接種率

80%

接種率=接種
者数／対象

者数

成果実績 ％ 74

目標値 ％ 80

達成度 ％ 92.5

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

　成果実績につきましては、新型コロナウイルス感染拡大による影響により、一時的に
ワクチン接種率は上昇しましたが、当市にて感染者が発生してからは自粛等により全体
的に接種率は減少し、惜しくも達成することが出来ませんでした。
　ただし、当該交付金の活用により、本事業が円滑に実施され予防接種機会が増加する
ことで、予防意識の定着及び接種率の向上に資するとともに、乳幼児等の将来における
罹患リスクの低減及び公衆衛生の向上に大きく寄与することができた。

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金充当額

交付金事業の総事業費等

総事業費

交付金事業の担当課室 健康づくり推進部 予防医療・感染症対策課

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 46,792,491

令和元年度 令和2年度 令和3年度 備考

51,411,967 32,078,000 32,078,000 令和元～3年度総事業費 115,567,967円

51,411,967 32,078,000 32,078,000

76.5% 72.0%

51,411,967 32,078,000 32,078,000

活動指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度

延べ接種件数

活動実績 件 6,138 5,150 4,811

活動見込 件 6,900 6,734 6,685

達成度 ％ 89.0%



Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）

（単位：円）

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23件

交付金事業の概要

　市内13小学校、9中学校、2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81名分の人件費10ヶ月
分に交付金を充当しました。
　調理員：正職員10名、会計年度任用職員36名
　用務員：会計年度任用職員35名

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(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。



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

　成果実績の目標達成率につきましては、基礎的な学力が県平均をわずかに下回り、目
標値には至りませんでした。要因としては、新型コロナウイルス感染拡大以降に実施し
た学力調査結果が例年よりも低下していたことから、児童生徒の学習環境が変化した影
響がでたものと考えております。　そのような状況でも本交付金の活用により、当市小
中学校における学校給食の提供及びより良い環境整備が可能な限り円滑に実施され、児
童生徒の心身の発達と食育の推進や、安全で快適な学校生活を享受できる環境づくりに
大きく寄与することができたと評価します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

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 ％ 51.5

目標値 ％ 57.5

達成度 ％ 89.6

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



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金充当額

交付金事業の担当課室 教育委員会 総務課

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

人件費 雇用
調理員10名、会計年度任用調理員
36名、会計年度任用用務員35名

133,497,760

136,078,000 123,822,000 110,525,000

110,525,000 令和元～3年度総事業費 370,425,000円

136,078,000 123,822,000 110,525,000

交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金事業の総事業費等

総事業費

単位 令和元年度 令和2年度 令和3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 755 690 736

活動見込 人月 760 770 770

令和元年度 令和2年度 令和3年度 備考

136,078,000 123,822,000

達成度 ％ 99.3% 89.6% 95.6%

活動指標


