
Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 泊中央線歩道整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　 六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村大字泊地内

交付金事業の概要

　当該箇所は村道泊中央線内の歩道未整備区間であり、周辺には小学校や地区コミュニティセンターが所在しているため、それらの
施設への往来には、歩行者は路肩又は車道の通行を余儀なくされており、交通の安全に支障を来たしている状況です。そのため、
本事業で歩道を整備することにより、歩行者の交通安全に資するものです。
　令和元年度実施：用地取得及び建物補償A=116.66㎡

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

第4次六ヶ所村総合振興計画（平成28～32年度）
第2編　基本計画
第6章　便利で快適な暮らしの場を創る
第2節　生活基盤、都市基盤の整備
3　主な取り組み
・快適な生活環境の提供及び災害時の避難経路を確保するため計画的に生活道路等の整備と維持更新を進めます。
・高齢者や障がい者などが利用する施設が集中する地区において、利用者に配慮した道路の整備を進めます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

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 令和元年度

泊中央線歩道
整備のための
用地取得実施
率　100％

用地取得の
実施率：用
地取得面積
÷用地取得
予定面積×
100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由
事業実施後早期に評価を実施するためです。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本事業は、歩道を整備することにより歩行者の安全を確保し、村道の適切な管理に寄与します。今年度
は用地を取得し、次年度の工事実施が可能となりました。

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

活動指標 単位 令和元年度

達成度 ％ 100

取得用地面積
116.66㎡

活動実績 ｍ2 116.66

活動見込 ｍ2 116.66

交付金事業の総事業費等 令和元年度 　年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 14,531,502

交付金充当額 12,000,000

12,000,000

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

土地売買 随意契約 諏訪神社 884,282

物件補償 随意契約 諏訪神社 13,647,220

交付金事業の担当課室 建設課

交付金事業の評価課室 建設課



番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 地域交流ホーム線整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　 六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村大字出戸地内

交付金事業の概要
　本事業は、既存の村道地域交流ホーム線（Ｌ＝520ｍ）及び新設路線（Ｌ＝780ｍ）について、近隣の出戸地区住民が津波等の自然
災害時に、緊急避難場所（地域交流ホーム）へ安全且つ迅速な避難を行うために整備するものです。
　道路整備　L=1,300ｍ　令和元年度実施：実施設計

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

第4次六ヶ所村総合振興計画（平成28～32年度）
第2編　基本計画
第6章　便利で快適な暮らしの場を創る
第2節　生活基盤、都市基盤の整備
3　主な取り組み
・快適な生活環境の提供及び災害時の避難経路を確保するため計画的に生活道路等の整備と維持更新を進めます。
・高齢者や障がい者などが利用する施設が集中する地区において、利用者に配慮した道路の整備を進めます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和5年度

事業期間の設定理由 施工数量や現地の状況等を考慮し、複数年度により実施するものです。

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5年度

地域交流ホー
ム線整備実施
率　100％

道路改良舗
装工事の実
施率：施工
延長÷施行
予定延長×
100

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由
事業実施後、早期に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本事業は、集落に隣接した場所に緊急避難場所と直結した村道を整備することで、有事の際の地域住民
等の安全かつ迅速な避難に寄与するものです。今年度は実施設計を完了し、次年度の用地取得等の実施
が可能となりました。

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

活動指標 単位 令和元年度

達成度 ％ 100

道路改良舗装工事進捗率

活動実績 ％ 5.4

活動見込 ％ 5.4

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 38,066,600

令和元年度～令和5年度
総事業費　701,790,014円

交付金充当額 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 契約の相手方 契約金額

地域交流ホーム線実施設計業務
委託 指名競争入札 エイト技術株式会社 38,066,600

交付金事業の担当課室 建設課

交付金事業の評価課室 建設課



評価年度

成果実績

目標値

達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 福祉対策措置 （仮称）泊こども園整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　 六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村大字泊地内

交付金事業の概要

　六ヶ所村立泊保育所は、平成2年度から供用が開始されましたが、供用開始から29年が経過し、躯体の損傷が顕著であるほか、津
波の浸水区域に立地していることから、六ヶ所村保育所整備運営計画に基づき、津波の浸水区域外へ保育所型こども園として移転
整備を行い、園児の保育環境の向上を図り、もって地域住民の福祉の向上に寄与します。

　令和元年度実施：実施設計(建築)

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

第4次六ヶ所村総合振興計画（平成28年度～平成32年度）
基本計画第3章　共に健康でいきいきした暮らしを創る　第3節　地域福祉の充実
3.主な取り組み　1乳幼児・児童福祉の充実　認定こども園の拡充
保育所整備運営計画に基づき老朽化している現保育所の改築に合わせ、順次認定こども園へ移行します。
運営については、指定管理者制度を導入します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由 令和3年度の開園を予定しているため。

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 令和2年度

村内乳児保
育事業実施
施設数：４

乳児保育事
業実施施設
数

施設

施設 4

％

評価年度の設定理由
事業実施後、早期に評価を実施します。

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、（仮称）泊こども園整備事業を実施するための実施設計を行う事が出来まし
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

活動指標 単位 元年度 2年度

達成度 ％ 100

3年度

事業進捗率

活動実績 ％ 2.9

活動見込 ％ 2.9

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 29,920,000

令和元年度～令和2年度
総事業費　1,040,058,800円

交付金充当額 28,000,000

29,920,000

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

（仮称）泊こども園整備事業（建
築）実施設計業務委託 指名競争入札 株式会社 関・空間設計

交付金事業の担当課室 子ども支援課・建設課

交付金事業の評価課室 子ども支援課・建設課



Ⅱ．事業評価個表

評価年度

成果実績

目標値

達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 千歳平小学校整備事業（基金造成）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　 六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村大字倉内地内

交付金事業の概要

　本事業は、平成30年4月13日に六ヶ所村総合教育会議にて策定された「六ヶ所村立小・中学校の配置計画」に基づき、村内にお
いてもっとも古い千歳平小学校をあらたに整備するものであり、令和元年度に実施設計を行い、令和2年度から3年度にかけて校舎・
講堂の建設工事を行います。本交付金を活用し、当該施設の整備にあたり今後見込まれる費用を基金造成し、円滑な事業遂行に
寄与します。
　令和元年度実施：基金造成

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

第4次総合振興計画（平成28年度～平成32年度）
基本計画　第2章　未来を支える人と文化を育てる
第1節　教育環境の充実
　1.学校教育の充実
　1）就学環境の整備・充実
　・「六ヶ所村立小・中学校の配置計画」に基づき、老朽化が著しい千歳平小学校の整備を実施します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

事業期間の設定理由 令和3年度完成予定のため。

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 令和3年度

千歳平小学
校整備　1施
設

千歳平小学
校整備施設

数

施設 1

施設 1

％ 100

評価年度の設定理由
事業実施完了時に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　令和元年度は本交付金の活用により基金造成を実施し、次年度以降に必要となる工事費等事業費の財
源を確保しました。本基金を活用し、児童の就学環境の整備・充実のため、千歳平小学校の整備を実施
します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



活動指標 単位 令和２年度 令和３年度

達成度 ％

千歳平小学校整備事業
進捗率

活動実績 ％

活動見込 ％ 21.1 78.9

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

うち経済産業省分 384,460,000

総事業費 384,460,000

交付金充当額 384,460,000

積立 － 384,460,000
交付金事業の担当課室 学務課・財政課
交付金事業の評価課室 学務課・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
基金造成



Ⅱ．事業評価個表

評価年度

成果実績

目標値

達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 医療用備品購入事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　 六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村大字尾駮地内/泊地内

交付金事業の概要

　六ヶ所村地域医療センター及び泊診療所内において、医療用機器等について耐用年数を経過したものがあり、そのうちCT装置について平成
30年度に故障した際には、交換部品の供給に期間を要したため、検査に支障を来していました。そのため、他医療機器を含め、故障のリスクが
高まっていることや、部品供給の限度も考慮し、当交付金を活用し、機器更新を実施し、安定した医療サービスの向上を図るものです。

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策とその目標

医療機器購入事業
第４次総合振興計画（平成28年度～平成37年度）
基本計画　第3章　共に健康でいきいきした暮らしを創る
第4節　医療体制の充実
　1.地域医療の充実
　1）診療施設の充実
　・村内の診療施設（六ヶ所村地域家庭医療センター・千歳平診療所・泊診療所）の医療機器の整備や更新をし、
高度化・多様化する医療ニーズの対応に努めます。
　目標：整備（更新）計画をたてた医療機器等の導入率　100％（令和元年度）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

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 令和元年度

医療機器等
の導入率

医療機器等の導
入率：導入台数
÷導入予定台数

×100

台（式） 9

台（式） 9

％ 100.0%

評価年度の設定理由
年度内での事業実施予定であり、次年度に評価が可能なため。

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医療用備品を整備・更新し機器等の画像や機能の向上及び検査効率が上がることで、診療効率の向上と疾病の
早期発見・早期治療に繋がり、村民への医療サービスの安定・充実に寄与することができました。

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

活動指標 単位 令和元年度 年度

達成度 ％ 100

　年度

六ヶ所村医療センターの医療
機器５台（式）更新

活動実績 台（式） 5

活動見込 台（式） 5

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 　年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 79,213,680

交付金充当額 68,000,000

68,000,000

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

六ヶ所村医療センター医療機器購入 指名競争入札 コセキ株式会社　青森営業所 33,825,600
地域家庭医療センター歯科医療機器
購入 指名競争入札 ササキ株式会社　青森支店 3,332,880
地域家庭医療センター歯科システム
購入 指名競争入札 株式会社　シマヤ 3,456,000

交付金事業の評価課室 健康課

泊診療所医療機器購入 指名競争入札 株式会社　加賀医療器 38,599,200

交付金事業の担当課室 健康課



Ⅱ．事業評価個表

評価年度

成果実績

目標値

達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 六ヶ所村地域家庭医療センター医療機器購入事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　 六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村大字尾駮地内

交付金事業の概要

　六ヶ所村地域家庭医療センターでは、平成31年４月より眼科診療を開始したことで、村内での検査・診療が可能となり地域住民の
利便性の向上及び地域医療の充実に繋がっている。しかしながら、治療が必要な患者は他医療機関への紹介となっていることから、
日帰り可能な手術や治療を可能にし、更に医療サービスの充実を図るため、本交付金を活用して眼科用治療機器２台（式）を整備す
るものである。
　令和元年度実施：眼科用治療機器２台購入

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

第４次総合振興計画（平成28年度～平成37年度）
基本計画　第3章　共に健康でいきいきした暮らしを創る
第4節　医療体制の充実
　1.地域医療の充実
　1）診療施設の充実
　・村内の診療施設（六ヶ所村地域家庭医療センター・千歳平診療所・泊診療所）の医療機器の整備や更新をし、
高度化・多様化する医療ニーズの対応に努めます。
　目標：整備（更新）計画における医療機器等の導入率　100％（令和元年度）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

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 令和元年度

医療機器等
の導入率
100％

医療機器等の導
入率：導入台数
÷導入予定台数

×100

％ 100

％ 100

％ 100

評価年度の設定理由
年度内での事業実施予定であり、早期に評価が可能なため。

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、診療を開始している眼科において、日帰りでの手術や治療が可能となりました。今後の取り組
みとしては、診療内容の拡充により更に安定した眼科診療及び眼科受診者の定着化を図っていきます。

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

活動指標 単位 令和元年度 年度

達成度 ％ 100

　年度

眼科用治療機器の
導入台数

活動実績 台（式） 2

活動見込 台（式） 2

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 　年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 20,152,000

交付金充当額 17,000,000

11,275,000

17,000,000

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

地域家庭医療センターレーザー光凝固装置購入 指名競争入札 株式会社　加賀医療器

交付金事業の担当課室 健康課

交付金事業の評価課室 健康課

地域家庭医療センターレーザー手術装置購入 指名競争入札 株式会社　加賀医療器 8,877,000



Ⅱ．事業評価個表

評価年度

成果実績

目標値

達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 高齢者生活福祉センター改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　 六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村大字平沼地内

交付金事業の概要

　高齢者生活福祉センターは、高齢者の生活支援ハウスやデイサービスを実施するため、厚生労働省の基準に則り平成15年4月に
整備した施設であります。当施設は供用後15年が経過しており、経年劣化による老朽化が顕著となり、利用者に不便をきたしている
ことから、電源立地地域対策交付金を活用し、改修工事を実施します。本事業を実施することにより、当初の施設機能を回復し、充
実した高齢者福祉の提供に努めています。
　令和元年度実施：改修工事（建築・電気設備・機械設備）

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
第４次六ヶ所村総合振興計画（前期基本計画2016～2020）
第３章　共に健康でいきいきした暮らしを創る
第２節　高齢者福祉の充実
高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することができ、また高齢者が安心して健康で明るい生活
を送れるよう支援及び高齢者福祉の増進を図ります。

事業開始年度 29年度 事業終了（予定）年度 元年度

事業期間の設定理由 本事業は平成29年度に実施設計を行い、平成30～令和元年度の2ヶ年にわたり工事を実施します。

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 元年度

高齢者生活
福祉セン
ター改修施
設数1施設

実施設計に
基づいて建
築、電気設
備、機械設
備工事を実
施する。

施設 1

施設 1

％ 100

評価年度の設定理由
事業完了後、早期に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本事業を実施することにより、当施設の建設当初の施設機能を回復し、安全性を確保することができま
した。今後も当施設を活用し、充実した高齢者福祉の提供に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



うち文部科学省分

うち経済産業省分

活動指標 単位 29年度 　30年度

達成度 ％ 100 100

元年度

改修進捗率

活動実績 ％ 2.3 42.8 54.9

活動見込 ％ 2.3 42.8 54.9

100

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 　元年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 9,482,400 172,706,310 221,601,690

平成29～令和元年度
総事業費
403,790,400円

交付金充当額 8,000,000 150,000,000 215,000,000

8,000,000 150,000,000 215,000,000

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
高齢者生活福祉センター改修工事
（建築） 指名競争入札 高田・鳥谷部・福岡・小泉・相内建築工事経常建設共同企業体 86,576,030
高齢者生活福祉センター改修工事
（電気設備） 指名競争入札 新栄電設共同企業体 44,166,190
高齢者生活福祉センター改修工事
（機械設備） 指名競争入札 高田・アキラ・髙田プラント管工事経常建設共同企業体 84,267,150

交付金事業の評価課室 福祉課・建設課

高齢者生活福祉センター改修工事施
工監理業務委託 指名競争入札 株式会社　青建設計 6,592,320

交付金事業の担当課室 福祉課・建設課



評価年度

成果実績

目標値

達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 福祉対策措置 社会福祉協議会運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村大字平沼地内

交付金事業の概要

　現在、高齢者対策、生活貧困者対策など、地域の福祉課題に対する施策が多様化しており、地域住民に密接した福祉の充実が
求められている現状です。よって、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現を目指す
活動を実施している当該協議会に対して、人件費を補助することにより、協議会独自事業に充当できる予算が確保され、地域福祉
の充実に寄与することができます。
　令和元年度実施：六ヶ所村社会福祉協議会の職員4名分人件費（給料、期末手当、寒冷地手当）12ヶ月

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
第４次六ヶ所村総合振興計画（前期基本計画2016～2020）
第３章　共に健康でいきいきした暮らしを創る
第２節　高齢者福祉の充実
高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することができ、また高齢者が安心して健康で明るい生活
を送れるよう支援及び高齢者福祉の増進を図る。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

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 令和元年度

六ヶ所村社
会福祉協議
会実施事業
への参加人
数2,719名/
年

当協議会の
主な事業へ
の参加人数

人 3,814

人 2,719

％ 140

評価年度の設定理由
事業実施後、早期に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

当該協議会に対して、人件費を補助することにより、協議会独自事業に充当できる予算が確保され、
地域福祉の充実に寄与することができました。

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

活動指標 単位 29年度 30年度

人月 36 48

元年度

職員の勤務量
（雇用人数（人）×勤務期間
（月））

活動実績 人月 36 48 48

活動見込 48

達成度 ％ 100 100 100

交付金事業の総事業費等 29年度 　30年度 元年度 備考

総事業費 15,455,160 18,412,418 19,502,810

平成26年度～令和元年度
総事業費
75,167,954円

交付金充当額 12,000,000 15,000,000 17,000,000

12,000,000 15,000,000 17,000,000

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

社会福祉協議会職員人件
費

雇用 社会福祉協議会職員4名 19,502,810

交付金事業の担当課室 福祉課

交付金事業の評価課室 福祉課



評価年度

成果実績

目標値

達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 福祉対策措置 保健衛生事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村一円

交付金事業の概要

第4次総合振興計画に基づき、村民の健康増進・疾病予防のための年代や種別に応じた保健事業を実施しており、各種健康診査
や予防接種事業の継続的な実施により、村民の健康意識を高め、疾病の予防を図ります。
　令和元年度実施：保健衛生事業費（検診、予防接種等委託料11ヶ月分）、保健相談センター保健師6名分の人件費（基本給、期
末手当、寒冷地手当12ヶ月分）

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策とその目標

保健衛生事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4
次総合振興計画（平成28年度～平成32年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基本計画
第3章　共に健康でいきいきした暮らしを創る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1節　健康づく
りの推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成人事業ではガン死
亡率の低下、母子保健事業では周産期死亡率0％、予防接種事業では接種率95％以上を目指します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

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 令和元年度

予防接種接種率
95％

接種者数/村内
対象者数×100

％ 80

％ 95

％ 88.9

評価年度の設定理由
事業完了後、早期に評価を実施するためです。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

各種健康診査や予防接種事業の継続的な実施により、村民の健康意識を高め疾病の予防を図ります。
今後は予防接種率が向上するよう、未接種に対し勧奨を強化していきます。

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

随意契約

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 29年度 30年度

月 11 11

元年度

保健衛生事業（各種検診、乳
児・妊婦健診、予防接種）業務

委託費　充当月数

活動実績 月 11 11 11

活動見込 11

達成度 ％ 100 100 100

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 元年度 備考

総事業費 80,503,291 80,805,551 76,975,007

総事業費
平成24年度～令和元年度
503,715,703円

交付金充当額 70,000,000 70,000,000 70,000,000

70,000,000 70,000,000 70,000,000

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

成人保健事業（胃がん、ﾍﾟﾌﾟｼﾉｹﾞﾝ検査、ﾋﾟﾛﾘ
菌検査、前立腺がん、腹部超音波、子宮が
ん、卵巣がん、乳がん検診委託）

随意契約 公益社団法人　青森県総合健診センター 19,392,784

母子保健事業（乳児一般、妊婦一般
健康診査委託） 青森県医師会他 6,943,360

予防接種事業（四種混合、二種混合、不活化
ポリオ、ＭＲ混合、日本脳炎、ＢＣＧ、ﾋﾌﾞ、
小児肺炎球菌、水痘、子宮頚がん、Ｂ型肝炎
委託）

随意契約 六ヶ所村国民健康保険千歳平診療所他 13,442,653

予防接種事業　　　　　　　　（高
齢者肺炎球菌委託） 随意契約 六ヶ所村国民健康保険千歳平診療所他 761,342

予防接種事業
（定期インフルエンザ委託） 随意契約 六ヶ所村国民健康保険千歳平診療所他 6,887,894

予防接種事業　　　　　　　　（任
意インフルエンザ委託） 随意契約 六ヶ所村国民健康保険千歳平診療所他

2,492,000
予防接種事業

（任意インフルエンザ助成） 随意契約 対象者

交付金事業の評価課室 保健相談センター

保健師人件費 雇用 保健師6名 27,054,974

交付金事業の担当課室 保健相談センター



評価年度

成果実績

目標値

達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 福祉対策措置 保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村大字泊他1件

交付金事業の概要
六ヶ所村では、保護者の就労形態や保育ニーズを的確に捉え、子ども達の健やかな育ちを支えるため、子育て環境の一層の充実
を図っていく必要があることから、電源立地地域対策交付金を活用し、保育サービスの充実に努めています。
　令和元年度実施：泊保育所及びおぶちこども園保育士等31名分人件費（給料、期末手当、寒冷地手当）12ヶ月

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
第4次六ヶ所村総合振興計画（平成28年度～平成32年度）
基本計画第3章　共に健康でいきいきした暮らしを創る　第3節　地域福祉の充実
1乳幼児・児童福祉の充実
乳幼児や保護者へのきめ細やかな保育サービスの提供や多様化したニーズに対応していけるよう、安定的な保育運営、保育士の
確保及び施設維持に取り組みます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

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 令和元年度

待機児童数0
人

待機児童の
数

人 0

人 0

％ 100

評価年度の設定理由
毎年度の事業改善を図るため、事業実施後の早期に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

乳幼児や保護者へのきめ細やかな保育サービスの提供や多様化したニーズに対応し、安定的な保育運
営、保育士の確保及び施設維持に取り組み、待機児童はゼロでした。

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

活動指標 単位 29年度 30年度

人月 420 384

元年度

保育士等の雇用量（雇用人数
（人）×雇用期間（月））

活動実績 人月 420 384 372

活動見込 372

達成度 % 100 100 100

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 　元年度 備考

総事業費 155,123,016 133,999,116 131,680,134

平成17年度～令和元年度
総事業費
2,851,567,682円

交付金充当額 141,000,000 116,000,000 110,000,000

141,000,000 116,000,000 110,000,000

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

泊保育所及びおぶちこども園保育士
等人件費 雇用 保育士人件費31名 131,680,134

交付金事業の担当課室 子ども支援課

交付金事業の評価課室 子ども支援課



評価年度

成果実績

目標値

達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 消防活動推進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村大字尾駮他2件

交付金事業の概要
　当村は原子力関連施設を抱える村として、消防活動、火災予防及び交通事故時の救命活動等を迅速かつ円滑に遂行できる体制
の整備を目的に、消防士等７4名分の人件費に交付金を充当するものです。
　令和元年度：村内３消防署の消防士等職員７４名分人件費（給料、期末手当、寒冷地手当）12ヶ月分

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
第4次六ヶ所村総合振興計画（平成28年度～平成32年度）
基本計画第4章　あらゆる災害に対応して安全を守る
第１節　自然防災体制の充実　第２節　原子力防災体制の充実　第３節　消防体制の充実
消防・救命活動等を円滑に行うことで、地域住民の生命及び財産を守る防災環境の維持に寄与する。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

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 令和元年度

村内３消防
署消防士等
配置数　74
名

事業の実施
に必要な人

員数

名 74

名 74

％ 100

評価年度の設定理由
毎年度の事業改善を図るため、事業実施後の早期に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本事業の実施することにより、消防士等職員の人員の充足が図られ、消防・防災活動が円滑に遂行さ
れ、村民の防災環境の整備に寄与することができました。

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

活動指標 単位 29年度 30年度

人月 864 888

元年度

消防士等の雇用量（雇用人数
（人）×雇用期間（月））

活動実績 人月 864 888 888

活動見込 888

達成度 % 100 100 100

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 元年度 備考

総事業費 310,401,595 318,481,649 337,245,845

総事業費
平成18年度～令和元年度
3,822,325,783円

交付金充当額 300,000,000 303,000,000 306,000,000

300,000,000 303,000,000 306,000,000

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

村内３消防署消防士等人件費 雇用 村内３消防署消防士等人件費74名 337,245,845

交付金事業の担当課室 財政課

交付金事業の評価課室 財政課



評価年度

成果実績

目標値

達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 学力向上推進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村大字泊地内他2件

交付金事業の概要
学校環境の充実・強化のために、村内小中学校8校の村費負担教員（8名）人件費（給料12ヶ月、期末手当、寒冷地手当）に交付金
を充当するものであります。
　令和２年度実施：村内小中学校8校の村費負担教員（8名）人件費（給料12ヶ月、期末手当、寒冷地手当）

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
第４次六ヶ所村総合振興計画（平成２８年度～平成３２年度）
基本計画第2章 未来を支える人と文化を育てる  第１節 教育環境の充実
3.主な取組み （2）学校教育の充実
・教育の質の向上：授業の充実を図るため、一人ひとりの子どもが主体的に基礎的・基本的な内容を身につけるよう工夫して取り組む
とともに、村費教員の配置を継続することにより全教育活動の中で、きめ細かな指導に取り組みます。

目標：県学習状況調査対県比の向上　　目標値：100（平成31年度）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

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 令和元年度

県学習状況調
査　対県比
100％

県学習状況
調査の県平
均/村平均

×100

％ 93

％ 100

％ 93

評価年度の設定理由

毎年度の事業改善を図るため、事業実施後の早期に評価を実施します。

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、村内小中学校の村費負担教員（令和元年度は8名）の人件費12か月分を確保で
き、教育の質の向上を図ることができました。県学習状況調査につきましては、村平均としては目標値
を達成することはできませんでしたが、学校別では目標を達成する学校も増加しているため、引き続き
村内の学力向上を図ります。

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 29年度 30年度

人月 96 96

元年度

村費負担教員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月））

活動実績 人月 96 96 96

活動見込 96

達成度 ％ 100 100 100

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 元年度 備考

総事業費 46,752,727 45,598,987 35,255,259

平成25年度～令和元年度
総事業費
268,370,867円

交付金充当額 37,000,000 38,000,000 27,000,000

37,000,000 38,000,000 27,000,000

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

村費負担教員人件費 雇用 村費負担教員8名 35,255,259

交付金事業の担当課室 教育委員会学務課

交付金事業の評価課室 教育委員会学務課



評価年度

成果実績

目標値

達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 教育文化サービス提供事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村大字泊他1件

交付金事業の概要
村の教育及び文化的な行政サービスの維持・充実を図るため、六ヶ所村内教育文化施設（学校給食センター、泊地区ふれあいセン
ター）職員の人件費を充当するものです。
　令和元年度：学校給食センター及び泊地区ふれあいセンター職員5名分人件費（給料、期末手当、寒冷地手当）12ヶ月分

交付金事業に関係する都道府県又は
市町村の主要政策・施策とその目標

第4次六ヶ所村総合振興計画（平成28年度～平成32年度）
基本計画第2章　未来を支える人と文化を育てる　第1節 教育環境の充実　　第2節 生涯学習の振興　第3節地域文化の創造を掲げ
学校給食センター、泊地区ふれあいセンターにおいて、教育文化サービス提供事業を展開しているところです。
これらの施設において教育文化サービス提供事業を安定的かつ継続的に実施していくには、当該事業の維持に必要な人員の配置
が必須となります。しかしながら、社会経済情勢の変化により、行政ニーズは多様化しているところであり、職員一人ひとりの業務量が
増加している中で、人員の適正配置は年々困難となっているところであり、また、限られた人件費の中で職員の確保を行う必要があり
ます。
　そのため、本交付金を活用することにより、これらの施設に必要な人員配置が可能となり、当該事業を安定的かつ継続的に実施し
ていくことが可能となるものです。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

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 令和元年度

給食配食学
校数8校

給食の提供
先学校数

校 8

校 8

％ 100

評価年度の設定理由
事業実施後、早期に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

施設に必要な人員配置が可能となり、当該事業を安定的かつ継続的に実施していくことが可能となり
ました。

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

活動指標 単位 29年度 30年度

人月 144 72

元年度

職員の雇用量（雇用人数（人）
×雇用期間（月））

活動実績 人月 144 72 60

活動見込 60

達成度 % 100 100 100

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 元年度 備考

総事業費 46,642,124 29,974,632 24,414,498

平成23年度～令和元年度
総事業費
380,452,331円

交付金充当額 36,000,000 20,000,000 19,000,000

36,000,000 20,000,000 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

2教育文化施設職員人件費 雇用 2教育施設職員5名 24,414,498

交付金事業の担当課室 総務課

交付金事業の評価課室 総務課



Ⅱ．事業評価個表

評価年度

成果実績

目標値

達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 福祉対策措置 こども園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　 六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村大字倉内地内

交付金事業の概要

 　本事業は、村内の千歳平こども園、南こども園の指定管理委託料（9ヶ月）に交付金を充当する事業です。本事業の実施により、保
護者の就労形態や保育ニーズを的確に捉え、子育て環境の一層の充実や多様化する保育のニーズに対応したこども園の運営に努
めています。
　令和元年度実施：２こども園指定管理委託料（公定価格分）９ヶ月

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
第４次六ヶ所村総合振興計画（平成28年度～令和2年度）
基本計画第３章　共に健康でいきいきした暮らしを創る　第３節　地域福祉の充実
1　乳幼児・児童施設の充実
乳幼児や保護者へのきめ細やかな保育サービスの提供や多様化したニーズに対応していけるよう、安定的な保育運営、サービスの
向上及び施設維持に取組みます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

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 令和元年度

待機児童数0
人

待機児童の
数

人 0

人 0

％ 100

評価年度の設定理由
毎年度の事業改善を図るため、事業実施後の早期に評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

乳幼児や保護者へのきめ細やかな保育サービスの提供や多様化したニーズに対応していけるよう、安
定的な保育運営、保育士の確保及び施設維持に取り組み、待機児童はゼロでした。

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

活動指標 単位 令和元年度

達成度 % 100%

指定管理委託料の充当月数

活動実績 月 9

活動見込 月 9

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 147,798,570

交付金充当額 95,000,000

95,000,000

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

指定管理委託料
（千歳平こども園） 年度協定 社会福祉法人　長崎福祉会 91,334,160

指定管理委託料
（南こども園） 年度協定 ファウンテン　株式会社 56,464,410

交付金事業の評価課室 子ども支援課

交付金事業の担当課室 子ども支援課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

（単位：円）

うち文部科学省分

うち経済産業省分

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置 下水道施設等運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村　六ヶ所村長　戸田　衛

交付金事業実施場所 六ヶ所村一円

交付金事業の概要

　生活環境の改善とともに、開発・発展に伴い発生する汚水による河川・港湾等の「公共用水
域の水質汚濁」といった自然環境への影響が懸念されたことから、これらの問題を抜本的に解
決するために下水道等の整備を行いました。下水道施設等は、汚水を集め、適切に処理し、河
川などに放流することで、生活環境の改善、公共用水域の水質保全をし、ひいては村の自然豊
かな景観を維持する重要な施設です。本事業において、下水道施設等の運営に関する電気料に
交付金を活用することにより、適切で安定的な施設運営が可能となり、生活環境改善や公共用
水域の水質保全に寄与します。
　令和元年度実施：下水道施設等65箇所電気料9ヶ月

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

第四次六ヶ所村総合振興計画(2016～2025)
第2編　基本計画
第6章　便利で快適な暮らしの場を創る
第2節　生活基盤、都市基盤の整備
2　生活環境（上水道・下水道等）の整備
環境の保全に貢献する下水道
日常的な水質検査の継続により、放流水質の維持・向上に努めるとともに、施設の運転方法の
改善やより効率的な機器の導入により省エネルギー化を推進します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

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 令和元年度

汚水処理数
1,100千㎥/年

適正な汚水処
理の実施数

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

単年度毎の成果として、実績を出すためです。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

下水道施設等の運営により公共用水域の水質汚濁防止に寄与することができました。

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２年度 年度 年度

電気料充当量（電気料充当
施設数（箇所）×充当期間
（月））

活動実績 箇所月 585

活動見込 箇所月 585

達成度 ％ 100

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 年度 備考

総事業費 20,501,531

交付金充当額 18,300,000

18,300,000

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 20,501,531

交付金事業の担当課室 上下水道課

交付金事業の評価課室 上下水道課


