
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。

1 地域活性化措置 むつ市消防活動提供事業 むつ市 814,739,813 210,000,000

（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

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし

計

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 － 814,739,813

交付金事業の成果目標
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」を安定的に実施します。

交付金事業の成果指標 消防活動件数（火災対応、救急対応）

交付金事業の成果及び評価

平成28年度の消防活動実績については、以下のとおりであり、十分な活動を行うことができました。
火災対応：むつ消防署11件、大湊消防署19件、大畑消防署5件、川内消防分署2件、脇野沢消防分署0件
救急対応：むつ消防署1,111件、大湊消防署436件、大畑消防署347件、川内消防分署261件、脇野沢消防分署
132件
また、予防活動についても積極的に行っており、各種団体や学童等を対象に消防・避難訓練、救命講習を実施
し、地域住民の知識普及にも貢献しています。
さらに、これらの消火、救急活動に万全の体制で従事すべく、職員は日々訓練に励んでおり、地域の防災の要と
しての士気も高く、本事業の実施は消防体制の整備に寄与しました。

総事業費
交付金充当額 210,000,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 210,000,000

814,739,813

(814,739,813)

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 むつ消防署、大湊消防署、大畑消防署、川内消防分署、脇野沢消防分署

 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
防活動運営費です。交付金事業の概要

　消防職員人件費（5署合計）：143名

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



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。

1 地域活性化措置
むつ市保育サービス提供事

業
むつ市 32,661,481 32,000,000

（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

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし

計 32,661,481

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 － 32,661,481

交付金事業の成果目標 児童の保育又は支援、指導により、健全育成や心身の安全確保、ひいては児童福祉の充実を図ります。

交付金事業の成果指標 児童館利用者数

交付金事業の成果及び評価
児童の保育又は支援、指導により、健全育成や心身の安全確保により児童福祉の充実が図られました。
○平成28年度 児童館利用者数　延べ15,609人
（内訳　中島児童館 延べ11,942人、湯坂下児童館 延べ292人、正津川児童館 延べ3,375人）

総事業費
交付金充当額 32,000,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 32,000,000

32,661,481

(32,661,481)

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 市立保育所（新町）、市立児童館（中島・正津川）

交付金事業の概要

　市内保育所へ入所している乳児・幼児がよい環境、よい指導者の下で心身ともに健やかに、そして、社会に適
応するよう育成している保育所運営事業と、大畑地区2児童館において、放課後及び長期休暇中に児童へ健全
な遊びを与え、健康を増進させ、情操を豊かにするため指導している児童館運営事業に係る人件費に交付金を
充当したものです。

＜児童館＞館　長：　1名 館長補佐：　1名 児童厚生員：　7名　清掃作業員：　1名

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市保育サービス提供事業



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。

（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 127,577,407 127,577,407



Ⅱ．事業評価個表

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし

計 127,577,407

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 － 127,577,407

交付金事業の成果目標 保健活動の充実を図り、疾病の早期発見、健康被害の防止や抑制を行い、市民の健康維持、増進を図ります。

交付金事業の成果指標 保健・予防活動実績（各種保健指導、予防接種等受講（診）者数）

交付金事業の成果及び評価

　保健師等の保健活動により、疾病の早期発見、健康被害の防止や抑制が行われ、市民の健康維持、増進に
寄与しました。
・平成28年度 保健・予防活動実績
母子保健活動・・・受講（診）者数　延べ14,889人（赤ちゃん教室・妊婦訪問指導、むし歯予防事業等）
予防接種・・・・・・・受講（診）者数　延べ27,927人
成人保健活動・・・受講（診）者数　延べ20,440人（各種健康診査・健康教室・保健指導）
食育推進活動・・・受講（診）者数　延べ2,445人（保育所、幼稚園等での食育教室等）

総事業費
交付金充当額 127,577,407
うち文部科学省分
うち経済産業省分 127,577,407

127,577,407

(127,577,407)

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15名
看護師 2名
栄養士 3名
歯科衛生士2名

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



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。

（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

むつ市ウェルネスパーク・む
つ市都市公園施設・むつ市
兎沢スキー場・むつ市下北自
然の家管理運営事業

むつ市 236,359,750 190,000,000



Ⅱ．事業評価個表

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・むつ市都市公園施設・むつ市兎沢スキー場・むつ市下北自然の家管理運営

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 むつ市ウェルネスパーク、大畑中央公園、むつ市兎沢スキー場、むつ市下北自然の家

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

　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〕

総事業費
236,359,750

交付金充当額 190,000,000
うち文部科学省分

(236,359,750) うち経済産業省分 190,000,000

交付金事業の成果目標
市内４施設の管理運営に指定管理者制度を導入し、民間経営のノウハウ等を活用することにより、一年を通して
柔軟で質の高いサービスを提供することで、市民のスポーツ活動や生涯学習の充実を推進します。

交付金事業の成果指標 施設利用者数

交付金事業の成果及び評価

　市内４施設の管理運営に指定管理者制度を導入し、民間経営のノウハウ等を活用することにより、一年を通し
て柔軟で質の高いサービスを提供することができ、市民のスポーツ活動や生涯学習の充実、また、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。

（延べ人数）

○平成28年度施設利用者数実績 ウェルネスパーク ： 180,208人
大畑中央公園 ：   15,357人
兎沢スキー場 ：     1,860人
下北自然の家 ：     9,332人

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

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 103,994,000
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 43,843,250
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 88,522,500

計 236,359,750

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし



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。

1 地域活性化措置
むつ市社会教育施設運営事

業
むつ市 90,425,851 87,000,000

（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

計

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 － 90,425,851

施設利用者数(延べ人340日

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし

90,425,851

90,425,851

(90,425,851)

交付金事業の成果目標
市民の様々な学習や文化活動の拠点である中央公民館及びニーズに応え幅広い情報と知識を提供する図書館
の円滑な事業運営、社会教育活動の充実を図ります。

交付金事業の成果及び評価

交付金事業の成果指標

○中央公民館
主催事業実施回数、施設利用者数
○図書館
開館日数、施設利用者数

 市民の様々な学習や文化活動の拠点である中央公民館及びニーズに応え幅広い情報と知識を提供する図書
館の円滑な事業運営により社会教育活動の充実が図られました。

○平成28年度実績
・中央公民館
主催事業実施回数： 施設利用者数(延べ人数)：
・図書館

45,124人84回（全8事業)

開館日数： 50,876人

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 むつ市中央公民館、むつ市立図書館

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名分の人件費及び公民館の電気料、水道料に充当）

○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20名分の人件費及び図書館の電気料、上下水道料に充当）

総事業費
交付金充当額 87,000,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 87,000,000

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



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。

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 34,330,943 19,000,000

（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

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし

乳幼児等医療費給付 随意契約(特命) 社会保険診療報酬支払基金青森支部 28,425,701

計 34,330,943
乳幼児等医療費給付金交付（償還払) － － 1,409,900

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

乳幼児等医療費給付 随意契約(特命) 青森県国民健康保険団体連合会 4,495,342

交付金事業の成果目標
乳幼児等を持つ家庭の医療費負担を軽減することで、安心して医療を受けられ、子育てがしやすい環境づくりを
推進します。

交付金事業の成果指標 給付件数、給付額

交付金事業の成果及び評価

乳幼児等を持つ家庭の医療費負担を軽減され、安心して医療を受けられたことで子育てがしやすい環境づくりが
推進されました。
・平成28年度実績
給付件数：21,746件
給付額：34,330,943円
（内訳　国保0歳児：160,062円
          国保0歳児以外：4,335,280円
　　　　　社保：28,425,701円
　　　　　償還払：1,409,900円）

総事業費
交付金充当額 19,000,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 19,000,000

34,330,943

(34,330,943)

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並びに小中学生の入院時の自己負担に係る医療
費を給付するものです。

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市乳幼児等医療費給付事業



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。

1 地域活性化措置
むつ市小中学校維持運営事

業
むつ市 83,963,991 83,000,000

（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

・中学校生徒数：1,639名（Ｈ29.3月末）

水道料 随意契約(特命) むつ市公営企業管理者

交付金事業の成果目標
市内22小中学校を安定的・継続的に運営することで、児童生徒の潤いと活気に満ちた学校生活と快適で安全な
教育環境の充実を図ります。

交付金事業の成果指標 小学校児童数、中学校生徒数

番号 措置名 交付金事業の名称

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 むつ市

むつ市小中学校維持運営事業地域活性化措置

交付金事業実施場所 市内小・中学校（第一田名部小学校（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
営費です。（電気料、水道料、下水道料10ヶ月分）

総事業費
交付金充当額 83,000,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 83,000,000

83,963,991

(83,963,991)

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

電気料 随意契約(特命) 東北電力株式会社 57,214,759

下水道料 随意契約(特命) むつ市公営企業管理者

交付金事業の成果及び評価

市内22小中学校を安定的・継続的に運営され、児童生徒の潤いと活気に満ちた学校生活と快適で安全な教育環
境の充実が図られました。

1,803,227
計 83,963,991

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし

24,946,005

・小学校児童数：2,746名（Ｈ29.3月末）



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。

1 地域活性化措置 むつ市健康診査委託事業 むつ市 53,781,084 43,000,000

（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

：
：

交付金事業の成果目標 疾病の早期発見、早期治療に努め、市民の健康維持・増進を図ります。

交付金事業の成果指標 受診者数、受診率

交付金事業の成果及び評価

疾病の早期発見、早期治療の意識が高まり、市民の健康維持・増進が図られました。

受診率 12.3%
受診者数 17,134人 （延べ人数）

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

総事業費
交付金充当額 43,000,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 43,000,000

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めざし、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。その中で総合健診としての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交付金を充当したものです。

53,781,084

(53,781,084)



53,781,084

1,836
1,620
2,430
2,700
2,160
2,160
3,240
4,320

6,480
5,076

7,938,864
6,792,660

24,300
162,000

2,933,280
462,240

2,916,000
17,280

2,559,600
10,583,460

5,400 1,641,600
乳がん(診・触診、マンモ2方向)

子宮がん

契約の相手方契約の方法等契約の目的
単価

健康
診査
委託

胃がん
大腸がん

肺がん(間接撮影・読影)
肺がん(直接撮影・読影)

肺がん(喀痰細胞診)
前立腺がん

乳がん(診・触診)
乳がん(マンモ1方向)
乳がん(マンモ2方向)

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし

計

交付金事業の契約の概要
契約金額

5,400 17,749,800
委託料小計

随意(単価)契約 公益社団法人青森県検診センター

乳がん(診・触診、マンモ1方向)



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。

1 地域活性化措置 むつ市妊婦健診委託事業 むつ市 33,612,520 33,000,000

（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

：

交付金事業の成果目標
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及び精神的負担を軽減し、安心して妊娠・出
産ができる環境づくりを推進します。

交付金事業の成果指標 受診者数

交付金事業の成果及び評価

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及び精神的負担が軽減され、安心して妊娠・
出産ができる環境づくりが推進されました。

受診者件数（延べ人数） 5,925人

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

総事業費

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回を無料で実施し、その健診委託料に対して交付金を充当するものです。

交付金充当額 33,000,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 33,000,000

33,612,520

(33,612,520)



妊婦
健診
委託

性器クラミジア検査

5,040

5,040

5,040

5,300 6,360,000
2,290 808,370
2,100 655,200

947,520
660,240

3,360 1,051,680

1,194,480
6,620 1,813,880

20,160

8,140 2,336,180
5,040

1,310,400

2,312,110

5,040
1,562,400
1,506,960
1,476,720
1,456,560
1,451,520
1,416,240

8,170

第12回目　Ⅱ
第12回目　Ⅰ

第9回目　Ⅰ
第9回目　Ⅱ
第10回目
第11回目

6,620 6,620
5,040 30,240

血液検査

第13回目
第14回目

子宮頸がん検診
超音波検査

契約の相手方

第1回目　Ⅰ
第1回目　Ⅱ

第5回目
第6回目
第7回目

第8回目　Ⅰ
第8回目　Ⅱ
第8回目　Ⅲ

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし

計 33,612,520

交付金事業の契約の概要
契約金額

16,640 5,224,960

第2回目
第3回目
第4回目

公益財団法人青森県総合健診センター随意（単価）契約

単価 金額
契約の目的 契約の方法等



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。

268,000,0001 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 268,498,800

（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

(268,498,800)

交付金事業の成果及び評価

市内各所のステーションから、効率的かつ安定的に廃棄物が収集・運搬され、市民の衛生的な生活環境を維持
に寄与しました。
○収集実績(平成28年4月～平成29年3月)
・可燃ごみ　　 12,927 t
・不燃ごみ　　    736　t
・資源ごみ        771　t         計　14,434 t

交付金事業の成果指標 収集量（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）

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ています。

 ○市内各所のステーションから一般廃棄物を収集・運搬
　・可燃ごみについては週2回
　・不燃ごみ・資源ごみについては月2回収集運搬し廃棄物処理施設に搬入
　・これら収集運搬業務については民間業者に委託して実施

総事業費
交付金充当額 268,000,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 268,000,000

交付金事業の成果目標
市内各所のステーションから、効率的かつ安定的に廃棄物を収集・運搬することにより、市民の衛生的な生活環
境を維持します。

268,498,800



むつ市第二類収集運搬業務委託（むつD) むつ下北清掃事業協同組合 9,288,000

むつ市資源ごみ分別運搬業務委託（大畑) 北進運輸 12,906,000

指名競争入札

むつ下北清掃事業協同組合

むつ市廃棄物適正処理協同組合

むつ下北清掃事業協同組合

北進運輸

株式会社　新谷水道工業所

むつ市第二類収集運搬業務委託（むつB) 有限会社　むつ中央トラック 9,352,800
むつ市第二類収集運搬業務委託（むつC) 株式会社　新谷水道工業所 9,504,000

むつ市第一類収集運搬業務委託（脇野沢A) 10,886,400

むつ市第二類収集運搬業務委託（むつA) 株式会社　新谷水道工業所 9,525,600

むつ市第一類収集運搬業務委託（川内A) 11,016,000
むつ市第一類収集運搬業務委託（川内B) 11,124,000

むつ市第一類収集運搬業務委託（大畑B) むつ市廃棄物適正処理協同組合 10,864,800
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 10,875,600

10,789,200

10,875,600
むつ市第一類収集運搬業務委託（むつC) 10,832,400

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつJ) 11,016,000
むつ市第一類収集運搬業務委託（大畑A) 10,962,000

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつH) 10,810,800
むつ市第一類収集運搬業務委託（むつI) むつ市廃棄物適正処理協同組合 10,908,000

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし

計 268,498,800

むつ市第二類収集運搬業務委託（川内・脇野沢) 9,990,000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（川内) むつ下北清掃事業協同組合 12,852,000

交付金事業の契約の概要

むつ市第二類収集運搬業務委託（大畑) 9,914,400むつ市廃棄物適正処理協同組合

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

むつ市第一類収集運搬業務委託（脇野沢B) 10,908,000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A) 10,702,800
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) 10,875,600
むつ市第一類収集運搬業務委託（むつG) 10,821,600

むつ市第一類収集運搬業務委託（むつD) 10,897,200
むつ市第一類収集運搬業務委託（むつE)



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。

（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 27,042,213 19,000,000



Ⅱ．事業評価個表

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
交付金事業実施場所 市内小・中学校（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 （重油代、灯油代）

総事業費
交付金充当額 19,000,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 19,000,000

27,042,213

(27,042,213)

交付金事業の成果目標
市内22小中学校を安定的・継続的に運営することで、児童生徒の潤いと活気に満ちた学校生活と快適で安全な
教育環境の充実を図ります。

交付金事業の成果指標 小学校児童数、中学校生徒数

交付金事業の成果及び評価

　当市では義務教育において、知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童生徒の育成を基本とし、確かな学力
の定着と心の教育を重視し、教育活動の充実に取り組んでいます。本事業の実施により、安定的、継続的に、よ
り良い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。

◇小学校児童数：2,746名（Ｈ29.2月末）
◇中学校生徒数：1,639名（Ｈ29.2月末）

計 27,042,213

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

灯油料金（小学校施設） 指名競争入札 株式会社　スケカワ石油　ほか 15,106,887
灯油料金（中学校施設） 指名競争入札 株式会社　野村商事　ほか 11,935,326

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし



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。

（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
むつ市地域振興基金造成事

業
むつ市 494,000,000 494,000,000



Ⅱ．事業評価個表

　  　      
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

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

交付金事業の概要 後年度以降の消防活動提供事業等の事業運営に要する経費に充当するため、基金造成を行います。

総事業費
494,000,000

交付金充当額 494,000,000
うち文部科学省分

(494,000,000) うち経済産業省分 494,000,000

交付金事業の成果目標
着実に基金造成を行います。

交付金事業の成果指標 造成年月日

交付金事業の成果及び評価

　後年度における電源立地地域対策交付金及び地方交付税の減収に備え、消防活動提供事業の事業運営費に
充当するため基金を造成するもので、これにより安定的で効率的な事業運営が可能となり、住民サービスの向上
へ寄与しています。

○造成年月日　平成29年3月27日
交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額
基金造成 積立 － 494,000,000

計 494,000,000

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
平成32
年度

（７）成果及び評価に係る第三者機関等を活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、その名称及び構成員等
を記載

　（備考）（１）事業ごとに作成すること。 
（２）番号の欄は、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）交付金事業の成果目標の欄は、発電用施設周辺地域整備法第1条（目的）を踏まえて具体的に記載すること。
（４）交付金事業の成果指標の欄は、成果目標を踏まえて定量的な指標を記載すること。
（５）交付金事業の成果及び評価の欄は、進捗度、利用量並びに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
（６）交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表
（単位：円）

備考

1 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 173,562,522 168,368,000

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

交付金充当額

3 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 21,888,441 21,000,000

2 地域活性化措置 むつ市予防接種助成事業 むつ市 69,593,325 69,000,000

4 地域活性化措置
むつ市小中一貫教育非常勤講
師配置事業

むつ市 16,000,584 15,000,000



Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

1 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 市内小・中学校(むつ市柳町ほか22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・生徒へ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80名分の人件費に交付金を充当したものです。

　用務員：正職員2名、臨時職員32名　 計34名
　調理員：正職員13名、臨時職員33名　計46名

総事業費（単位：円）
173,562,522

交付金充当額 168,368,000

うち文部科学省分

(173,562,522) うち経済産業省分 168,368,000

交付金事業の成果目標
安定的な学校給食と快適で安全な教育環境を提供し、児童生徒の食育や心身の健全育成を図るとともに、より良い教育環境を
確保します。

交付金事業の成果指標 小学校児童数、中学校生徒数

交付金事業の成果及び評価

　 本事業の実施により、安定的に学校給食と快適で安全な教育環境が提供され、児童生徒の食育の推進や心身の健全育成、
より良い教育環境の確保に寄与しています。

◇小学校児童数：2,746名（Ｈ29.3月末）
◇中学校生徒数：1,639名（Ｈ29.3月末）

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額（単位：円）

人件費 雇用 － 173,562,522

計 173,562,522

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし



Ⅱ．事業評価個表

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
交付金を充当したものです。

番号 措置名 交付金事業の名称

2 地域活性化措置 むつ市予防接種助成事業

総事業費（単位：円）
69,593,325

交付金充当額 69,000,000

うち文部科学省分

(69,593,325) うち経済産業省分 69,000,000

交付金事業の成果目標 市民に対し、予防接種の負担を軽減するとともに接種機会の増進を図ります。

交付金事業の成果指標 接種者数

交付金事業の成果及び評価

　本事業の実施により、市民に対し、予防接種の負担を軽減するとともに接種機会の増進を図り、乳幼児、児童生徒等の感染症
の疾病の予防や蔓延防止、将来における発病リスクの低減に寄与しました。

【予防接種対象者数、接種者数】 (延べ人数)

○四種混合（対象：乳幼児） 1,536

○水痘ワクチン（対象：乳幼児） 679
○高齢者肺炎球菌ワクチン（対象：高齢者） 1,344
○ロタウイルスワクチン 595

○MR混合（対象：乳幼児） 767
○ヒブワクチン（対象：乳幼児） 1,482
○小児用肺炎球菌ワクチン（対象：乳幼児） 1,486

8,595人
○B型肝炎ワクチン 362
○おたふくかぜワクチン 344 合計 延べ



交付金事業の契約の概要

契約金額（単位：円）

単価 支払実績額

予防接種事業委託（四種混合）

随意（単価）契約

むつ市地域保健協議会
一部事務組合下北医療ｾﾝﾀｰ　むつ総合病院
一部事務組合下北医療ｾﾝﾀｰ　川内診療所
一部事務組合下北医療ｾﾝﾀｰ　脇野沢診療所

10,486 16,106,496

同上（MR混合） 9,438 7,238,946

同上（水痘ワクチン） 8,283 5,624,157

同上（高齢者肺炎球菌ワクチン：全額助成） 7,916 3,483,040

同上（ヒブワクチン） 7,894 11,698,908

同上（小児用肺炎球菌ワクチン） 11,199 16,641,714

4,916 4,444,064

同上（ロタウイルス（１価）） 一部事務組合下北医療ｾﾝﾀｰ　むつ総合病院
一部事務組合下北医療ｾﾝﾀｰ　川内診療所
一部事務組合下北医療ｾﾝﾀｰ　脇野沢診療所
医療法人道坤会　菊池医院
どんぐりこどもクリニック
ちば小児科アレルギー科クリニック
医療法人白心会　北村医院

6,000 1,692,000

同上（ロタウイルス（５価）） 4,000 1,252,000

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方

計 69,593,325

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし

同上（B型肝炎ワクチン） 2,000 724,000

同上（おたふくかぜワクチン） 2,000 688,000

同上（高齢者肺炎球菌ワクチン：一部助成）



Ⅱ．事業評価個表

】

番号 措置名 交付金事業の名称

3 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 むつ市内（処理場6カ所、マンホールポンプ44基）

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、供用からの年数が浅いことや長引く
不況や高齢者世帯の増加から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な状況にあります。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カ所（10ヶ月分）
　・マンホールポンプ電気料・・・44基（10ヶ月分）

総事業費（単位：円）
21,888,441

交付金充当額 21,000,000

うち文部科学省分

(21,888,441) うち経済産業省分 21,000,000

交付金事業の成果目標 市民の衛生的で快適な生活環境を維持します。

交付金事業の成果指標 下水道処理人口（地区別）

交付金事業の成果及び評価

　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の強化が図られ、一般会計の繰出金が抑制され
ることで逼迫した市財政の改善にも大きく寄与しました。

【下水道処理人口： 10,412人
○むつ処理区 3,039人 ○大畑処理区 3,728人
○川内処理区 2,742人 ○脇野沢処理区 903人 　＜平成28年度末現在＞

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額（単位：円）

電気料 随意契約(特命) 東北電力株式会社 21,888,441

計 21,888,441

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし



Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

4 地域活性化措置 むつ市小中一貫教育非常勤講師配置事業

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 市内小・中学校（むつ市柳町ほか21件）

交付金事業の概要

　小学校から中学校へ進む段階で、教育システムの違い等から心理的に大きな負担を感じる｢中一ギャップ｣をはじめとした多様
な教育課題を解決するために、乗り入れ授業や専科教員による授業、習熟度別授業などの小中一貫教育を進める小中一貫教
育非常勤講師を配置します。

総事業費（単位：円）
16,000,584

交付金充当額 15,000,000

うち文部科学省分

(16,000,584) うち経済産業省分 15,000,000

交付金事業の成果目標
非常勤講師が勤務する小学校及び中学校における確かな学力の定着や向上、学校教育が抱える課題の克服に貢献し、小中一
貫教育の充実に寄与します。

交付金事業の成果指標 非常勤講師勤務の小学校児童数及び中学校生徒数

交付金事業の成果及び評価

　本事業の実施は、中一ギャップの解消、確かな学力の定着や向上、いじめや不登校の問題など学校教育が抱える課題の克服
に大いに貢献し、小中一貫教育の充実に寄与しています。

○小中一貫教育非常勤講師数：10名
○小学校児童数：2,746名（Ｈ28.3月末）（勤務小学校数：13校 ）
○中学校生徒数：1,639名（Ｈ28.3月末）（勤務中学校数： 9校 ）

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額（単位：円）

人件費 雇用 － 16,000,584

計 16,000,584

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし



別紙

Ⅰ．事業評価総括表
平成２８年度青森県電源立地地域対策交付金事業評価報告書 （単位：円）

交付金充当額番号 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

1 地域活性化措置
むつ市外国語指導助手配置事

業
むつ市 10,501,903 10,000,000



Ⅱ．事業評価個表

交付金事業の概要

　外国語指導助手を招致し、中学校における外国語授業の補助、小学校における外国語会話の補助など外国語教育推進にか
かる事業運営費です。（人件費延べ4名分）

【対象期間：平成28年4月～平成29年2月】

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ市外国語指導助手配置事業

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

総事業費（単位：円）
10,501,903

交付金充当額 10,000,000

うち文部科学省分

(10,501,903) うち経済産業省分 10,000,000

交付金事業の成果目標
　外国人による外国語の直接的な指導を行うことによって、異文化と触れ合う機会の増加や国際理解の基礎づくりとコミュニケー
ション能力の向上を図ります。

交付金事業の成果指標 　児童・生徒の異文化理解の促進、外国語によるコミュニケーション能力の向上

交付金事業の成果及び評価

　本事業を実施したことで、外国人による外国語の直接的な指導に加え、異文化と触れ合う機会の増加により、生徒の語学力向
上のみならず国際理解の基礎づくりとコミュニケーション能力の向上にも寄与しました。

◇小学校数：13校 　生徒数：2,746名
◇中学校数： 9校　 生徒数：1,639名 ＜平成29年2月末現在＞

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額（単位：円）

人件費 雇用 － 10,501,903

計 10,501,903

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
該当
なし



別紙

Ⅰ．事業評価総括表
（単位：円）

備考
(総事業費)

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 (420,294,805)

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



Ⅱ．事業評価個表

無

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 むつ総合病院運営事業

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(むつ市小川町)

交付金事業実施場所 むつ総合病院

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283
名の平成28年8～12月分給料）

総事業費（単位：円）
360,000,000

交付金充当額 360,000,000

うち文部科学省分

(420,294,805) うち経済産業省分 360,000,000

交付金事業の成果目標 　入院患者や外来患者に高度で良質なサービスを安定して提供する。

交付金事業の成果指標 　１日あたりの平均入院患者数及び外来患者数

交付金事業の成果及び評価

　看護業務は、入院患者や外来患者に高度で良質なサービスを安定して提供していくことが求められている。更に、生活水準の
向上に伴う健康に対する関心の高まり等から高度化、多様化する地域住民の医療・看護ニーズに的確に対応するためにも、そ
の充実強化を図っていく必要がある。
　看護師等は地域住民の生命と健康を守るため、日夜、看護業務に従事しているものであり、本事業は下北地域の医療水準の
向上と健康増進に大きく寄与している。
（平成28年1月末現在の1日あたり平均患者数）
・入院患者数：373.5人
・外来患者数：994.0人

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額（単位：円）

人件費 雇用 － 420,294,805

計 420,294,805

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 33年度


