
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3号線外1道路改良整備事業

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 六ヶ所村大字倉内地内

交付金事業の概要

　　千歳平3号線及び千歳平4号線は、側溝の蓋が整備されていないことから、現在、車両が交差する際や歩行者等が通行する際に
支障をきたしています。また、経年劣化による舗装の磨耗・亀裂等が激しいほか、雨水管についてもクラックや破損が確認されてお
り、道路の適切な管理のため、本事業において側溝整備、舗装の打替え等及び雨水管の補修を実施するものです。
　令和２年度実施　道路改良舗装工事　L=1,216.8m、W=5.2～7.2ｍ

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28～33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　生活道路の整備、維持更新
目標：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。

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 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 令和２年度

千歳平3号線及
び4号線道路改
良整備の実施
率　100％

道路改良整備
の実施率：施
工延長÷施工
予定延長×
100

％ 100

％ 100

％ 100

評価年度の設定理由
事業完了後に早期に評価を実施するものです。



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

本事業を実施することにより、車両通行の支障及び歩行者の危険な状況を解消し、適切に村道を管理す
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

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度

達成度 ％ 100 100

令和2年度

道路改良舗装工事
（延長）

活動実績 ｍ 1,669.5 1,301.3 1,216.8

活動見込 ｍ 1,669.5 1,301.3 1,216.8

100

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 245,064,960 189,654,300 202,156,900

平成29年度～令和2年度
総事業費　879,214,120円

交付金充当額 216,410,000 177,000,000 170,000,000

216,410,000 177,000,000 170,000,000

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

工事請負 指名競争契約 株式会社鳥山土木工業 59,711,300

工事請負 指名競争契約 大泉建設株式会社 57,949,100

工事請負 指名競争契約 有限会社滝口商事 42,607,400

工事請負 指名競争契約 小泉建設株式会社 41,889,100

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 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。
　歩道整備　L=42.4m　W=2.5m

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。

目標：歩道整備の実施率　100％（令和2年度）
※ 歩道整備の実施率：歩道整備延長÷歩道整備予定延長×100

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 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2年度

歩道整備の実
施率　100％

歩道整備の実
施率：歩道整
備延長÷歩道
整備予定延長
×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度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
当該歩道整備により歩行者の交通安全が確保され、村道の適切な管理に寄与しました。

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２年度 年度

達成度 ％ 100.0

　年度

歩道整備
（延長）

活動実績 ｍ L=42.4m

活動見込 ｍ L=42.4m

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２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 3,960,000

令和元年度～令和２年度
総事業費　18,491,502円

交付金充当額 12,000,000 3,000,000

3,960,000

12,000,000 3,000,000

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

工事請負 指名競争契約 有限会社宮喜建設

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＝567.0ｍ）及び新設路線（Ｌ＝933.8ｍ）について、近隣の出戸地区住民
が津波等の自然災害時に、緊急避難場所である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=1,500.8ｍ　令和2年度実施：土地購入及び補償　A=9,530.73㎡

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
ム線整備の実
施率　100％

整備の実施
率：施行延長
/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。今年度は用地買収等を完了し、次年度以降の工事施工が
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 令和2年度

達成度 ％ 100 100

令和3年度

道路改良舗装工事
進捗率

活動実績 ％ 5.4 2.0

活動見込 ％ 5.4 2.0

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 38,066,600 13,688,799

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 13,000,000

11,202,988

33,000,000 13,000,000

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

土地売買契約 随意契約 藤ヶ森直仁ほか　計10名

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

物件補償契約 随意契約 藤ヶ森直仁ほか　計6名 2,485,811



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 泊地区ふれあいセンター線整備事業

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 　六ヶ所村大字泊地内

交付金事業の概要
　泊地区ふれあいセンター線は、泊地区ふれあいセンター建設に伴い整備した路線であり、地域住民の生活向上及び安全性を考
慮した生活道路を整備する重要性を鑑み、国道338号泊バイパスと村道泊中央線とを結ぶ道路整備をするものです。
　令和２年度実施：調査設計一式

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次総合振興計画（2016年～2025年）
　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
　生活道路の整備、維持更新
　○快適な生活環境の提供及び災害時の避難道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２年度 事業終了（予定）年度 令和３年度

事業期間の設定理由 　現地の状況等を考慮し、令和３年度の完成を予定している。

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

泊地区ふれ
あいセン
ター線整備
の実施率
100％

整備の実施
率：施工延
長/施工予
定延長×

100

％

％ 100

％

評価年度の設定理由
　成果実績を測定し次第、評価を実施する。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本事業は、国道338号泊バイパスと村道泊中央線とを結ぶ道路の整備を行い、地域住民の生活及び安
全性の向上に寄与するものです。今年度は、泊地区ふれあいセンター線整備事業を実施するための実
施設計を行うことができました。

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２年度 令和３年度

達成度 ％ 100%

実施設計

活動実績 ％ 17.7%

活動見込 ％ 17.7% 82.3%

交付金事業の総事業費等 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

総事業費 5,555,000 28,985,000

総事業費
令和2～3年度
34,540,000円

交付金充当額 4,000,000

指名競争入札 株式会社そうほく設計 5,555,000

4,000,000

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

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
泊地区ふれあいセンター線実施設計
業務委託



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 地域交流ホーム線配水管整備事業

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

　出戸地区に建設されている地域交流ホーム等には給水管が布設されており、耐震性が確保されていないため、地震等が発生し給
水管が破損した場合には水道水を供給することができなくなる可能性があります。
　このことから、耐震性を有する配水管を整備することにより、災害時においても安定的に水道水を供給することができます。令和２年
度：実施設計　L=527.18m

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
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
6　生活環境（上水道・下水道等）の整備　安定した頼りになる水道
目標：重要管路となる配水管は、耐震性能に優れた管種へ随時更新していきます。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和５年度

事業期間の設定理由 令和２年度に配水管布設工の実施設計を行い、令和５年度に工事を実施する予定です。

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 令和５年度

地域交流
ホーム線配
水管整備の
実施率100％

整備の実施
率：施工延
長/施工予
定延長×

100

％

％ 100

％

評価年度の設定理由
事業完了後に、早期に評価を実施するものです。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
配水管の破損等による断水の発生を無くし、各施設への安定供給を図ります。

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

活動指標 単位 令和2年度 令和5年度

達成度 ％ 100

配水管整備事業
進捗率

活動実績 ％ 13.28

活動見込 ％ 13.28 86.72

交付金事業の総事業費等 令和２年度 令和５年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 2,860,000 18,678,000

令和２年度、令和５年度
総事業費：21,538,000円

交付金充当額 2,500,000

2,860,000

2,500,000

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
地域交流ホーム線配水管整備工事実
施設計業務委託 指名競争入札 株式会社日本水道設計社青森事務所

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



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 小中学校情報ボード用パソコン更新事業

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他1件

交付金事業の概要

学校教育の情報化は進展しており、本村においてもＩＣＴ（情報通信技術）機器を効果的に活用した教育活動に取り組んでおります。
その一環として整備した情報ボードの操作用パソコンは平成22年度に購入したものであり、OSの更新ができない機種であることから、
デジタル教科書等の最新の学習コンテンツに対応するため、早期に整備し、児童生徒の学習意欲・学力の向上及び授業の効率化
を図るものであります。
　令和２年度実施：情報ボード用パソコン33台更新

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（2016年～2025年）
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
　2.学校教育の充実
　1)教育の質の向上
　・情報化に対応する教育の充実については、学習意欲・学力の向上と、未来へ向けて新しい知識・情報活用能力を育むことを目的
にＩＣＴの活用（電子情報ボード、タブレットＰＣ等）を推進します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2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2年度

情報ボード
用パソコン
の更新率
100％

更新台数÷
更新予定台
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33台のパソコンが更新され、デジタル教科書等の最新の学習コンテンツを活用で
きるようになり、児童生徒の学習意欲・学力の向上及び授業の効率化を図っていくための環境を整備す
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

活動指標 単位 令和2年度

達成度 ％ 100

情報ボード用パソコンの更新
台数

活動実績 台 33

活動見込 台 33

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 10,186,000

交付金充当額 8,000,000

10,186,000

8,000,000

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

小中学校情報ボード用パソコン購入 指名競争入札 有限会社　ナスコ

交付金事業の担当課室 学務課

交付金事業の評価課室 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 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

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

交付金事業の概要

　六ヶ所村では、「六ヶ所村立小・中学校の配置計画」を平成30年4月13日に定めたところであり、同計画において、小学校は当面の
間現有の4校とし、昭和51年に建設され供用開始から42年が経過し、老朽化が著しい千歳平小学校の建替えを速やかに進めること
が示されました。
　また、近年教育環境は著しく変化しており、少人数学習の推進など多種多様な学習形態が求められている現状にあります。
　このことから、本事業は児童の就学環境の整備・充実を図るため、千歳平小学校をあらたに整備するものです。
令和2年度実施：建設工事一式（校舎・屋内運動場）、施工監理一式

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
目標：児童に対して、就学環境の整備や充実した機能を総合的に提供することができ、また児童が安心して健康で明るい生活を送
れるよう支援及び学校教育の増進を図ります。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

事業期間の設定理由 本事業は令和2～3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 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

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、児童の就学環境の整備・充実に努めます。

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 令和2年度

達成度 ％ 100.0

工事進捗率

活動実績 ％ 14.0

活動見込 ％ 14.0

交付金事業の総事業費等 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

総事業費 278,298,955

令和2年度～令和3年度
総事業費　1,990,835,000円

交付金充当額 201,460,000

201,460,000

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

千歳平小学校校舎建設工事（建築） 指名競争入札 岡山・浅・但馬・菱中・田中経常建設共同企業体 1,086,800,000
千歳平小学校校舎建設工事（電気設
備） 指名競争入札 株式会社ユアテック六ケ所営業所 155,100,000
千歳平小学校校舎建設工事（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 178,090,000

株式会社八洲建築設計事務所 33,770,000

千歳平小学校屋内運動場建設工事
（建築） 指名競争入札 鳥山・鷹架・三浦・東和経常建設共同企業体 433,400,000
千歳平小学校屋内運動場建設工事
（電気設備） 指名競争入札 株式会社久保田電気工業社 46,750,000

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

千歳平小学校屋内運動場建設工事
（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 56,925,000
千歳平小学校建設工事施工監理業務
委託 指名競争入札



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

　六ヶ所村では、「六ヶ所村立小・中学校の配置計画」を平成30年4月13日に定めたところであり、同計画において、小学校は当面の
間現有の4校とし、昭和51年に建設され共用開始から42年が経過し、老朽化が著しい千歳平小学校の建替えを速やかに進めること
が示されました。
　また、近年教育環境は著しく変化しており、少人数学習の推進など多種多様な学習形態が求められている現状にあります。
　このことから、本事業は児童の就学環境の整備・充実を図るため、千歳平小学校を新たに整備するものです。
　令和２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

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（2016～2025）
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
目標：児童に対して、就学環境の整備や充実した機能を総合的に提供することができ、また児童が安心して健康で明るい生活を送
れるよう支援及び学校教育の増進を図ります。

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

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

　令和元年度に引き続き、令和２年度においても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



うち文部科学省分

うち経済産業省分

活動指標 単位 令和2年度 令和3年度

達成度 ％ 100.0

工事進捗率

活動実績 ％ 13.9

活動見込 ％ 13.9 86.1

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和2年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 384,460,000 23,500,000

令和元年度から令和2年度
総事業費
407,960,000円

交付金充当額 384,460,000 23,500,000

積立 － 23,500,000

384,460,000 23,500,000

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



評価年度

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 人工魚礁整備事業

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 六ヶ所村大字泊海域

交付金事業の概要
六ヶ所村水産業の主力魚種であるイカ釣り漁業の漁獲高については近年減少傾向となっており、漁業者の所得低下に大きく影響を
及ぼしています。本事業は、ヤリイカ産卵礁を設置し、漁場整備を推進することにより、魚群の確保及び漁業の振興を図るものです。
令和2年度実施：人工魚礁設置112基

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次総合振興計画（2016年～2025年）
第１章　個性豊かで多様な産業を育てる
第１節　第１次産業の振興
３　水産業の振興　漁場環境の保全と資源管理
目標：地域漁業の経営基盤を強化し、漁業経営の安定を図るため、地域水産資源の保護や増殖を行う漁場整備に取り組む。

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

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

ヤリイカ産
卵礁設置
336基

人工魚礁
設置数

成果実績 基 224

目 標 値 基 336

達 成 度 ％ 66.7%

評価年度の設定理由
成果実績を測定し次第、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
人工魚礁（ヤリイカ産卵礁）の整備により、沿岸部漁業資源の造成と漁獲量の恒常的増加、もって地域
水産業の振興が図られます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



総事業費

令和元年度～令和２年度

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 令和元年度 令和２年度 令和３年度

ヤリイカ産卵礁の設置基数

活動実績 基 112 112

112 112 112

達成度 ％ 100% 100%

活動見込 基

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 87,395,000円 88,550,000円

交付金充当額 81,000,000円 81,000,000円

175,945,000円

81,000,000円 81,000,000円

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

人工魚礁設置工事 請負契約 株式会社高田工業 88,550,000

交付金事業の担当課室 農林水産課

交付金事業の評価課室 農林水産課



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2年度実施：六ヶ所村社会福祉協議会の職員5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（2016年～2025年）
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
目標：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２年度 事業終了（予定）年度 令和２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２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 2,812

人 2,719

％ 103

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 30年度 元年度

人月 48 48

2年度

職員の勤務量
（雇用人数（人）×勤務期間
（月））

活動実績 人月 48 48 60

活動見込 60

達成度 ％ 100 100 100

交付金事業の総事業費等 30年度 　元年度 2年度 備考

総事業費 18,412,418 19,502,810 23,042,206

平成26年度～令和2年度
総事業費
98,210,160円

交付金充当額 15,000,000 17,000,000 18,000,000

15,000,000 17,000,000 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

社会福祉協議会職員人件
費

雇用 社会福祉協議会職員5名 23,042,206

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2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（2016年～2025年）
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
目標：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２年度 事業終了（予定）年度 令和２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２年度

予防接種接種率
95％

接種者数/村内
対象者数×100

％ 74

％ 95

％ 78

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、引き続き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 30年度 元年度

月 11 11

2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 30年度 元年度 2年度 備考

総事業費 80,805,551 76,975,007 82,676,729

総事業費
平成24年度～令和2年度
586,392,432円

交付金充当額 70,000,000 70,000,000 72,000,000

70,000,000 70,000,000 72,000,000

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 19,355,050

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 6,369,560

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 13,925,207

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 744,250

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 7,929,258

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

6,840,160
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 27,513,244

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2年度実施：泊保育所及びおぶちこども園保育士等30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（2016年～2025年）
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
目標：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２年度 事業終了（予定）年度 令和２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２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 30年度 元年度

人月 384 372

2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 384 372 360

活動見込 360

達成度 % 100 100 100

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 　2年度 備考

総事業費 133,999,116 131,680,134 123,917,736

平成17年度～令和2年度
総事業費
2,975,485,418円

交付金充当額 116,000,000 110,000,000 107,000,000

116,000,000 110,000,000 107,000,000

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30名 123,917,736

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７5名分の人件費に交付金を充当するものです。
　令和2年度：村内３消防署の消防士等職員75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（2016年～2025年）
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
目標：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２年度 事業終了（予定）年度 令和２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２年度

村内３消防
署消防士等
配置数　75
名

事業の実施
に必要な人

員数

名 75

名 75

％ 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

本事業を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 30年度 元年度

人月 888 888

2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 888 888 900

活動見込 900

達成度 % 100 100 100

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備考

総事業費 318,481,649 337,245,845 331,365,468

総事業費
平成18年度～令和2年度
4,153,691,251円

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

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

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75名 331,365,468

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7校の村費負担教職員（9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7校の村費負担教職員（9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（2016年～2025年）
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、村費教職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（令和2年度）

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２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２年度

総合学力調査
対昨年比100％

総合学力調
査の今年度
平均点/昨
年度平均点

％ 102

％ 100

％ 102

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職員（令和２年度は９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。令和２年度に実施予定でした県学習状況調査につきま
しては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施されませんでした。しかし総合学力調査では、
小･中学校ともに、令和元年度よりも平均点が上昇し、学力の向上が見られたため、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 30年度 元年度

人月 96 96

2年度

村費負担教職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間

（月））

活動実績 人月 96 96 108

活動見込 108

達成度 ％ 100 100 100

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備考

総事業費 45,598,987 35,255,259 35,400,178

平成25年度～令和2年度
総事業費
303,771,045円

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

38,000,000 27,000,000 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9名 35,400,178

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2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（2016年～2025年）
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。
目標：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すること
を可能にします。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２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２年度

給食配食学
校数7校

給食の提供
先学校数

校 7

校 7

％ 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 30年度 元年度

人月 72 60

2年度

職員の雇用量（雇用人数（人）
×雇用期間（月））

活動実績 人月 72 60 60

活動見込 60

達成度 % 100 100 100

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備考

総事業費 29,974,632 24,414,498 22,544,632

平成23年度～令和2年度
総事業費
40,299,963円

交付金充当額 20,000,000 19,000,000 11,000,000

20,000,000 19,000,000 11,000,000

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 22,544,632

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



番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共施設に係る整備、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。

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年～2025年)
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2年度 事業終了（予定）年度 令和2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2年度

汚水処理数1,100
千㎥/年

適正な汚水処理
の実施率

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を図りました。

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 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 650

活動見込 箇所月 650

達成度 ％ 100

交付金事業の総事業費等 令和2年度 年度 年度 備考

総事業費 18,300,000

交付金充当額 0

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

交付金事業の評価課室 上下水道課

電気料 随意契約 東北電力株式会社 22,156,477

交付金事業の担当課室 上下水道課



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 地域情報基盤維持運営事業

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
　当事業は、情報基盤施設等の安定的な稼動を図るため、情報基盤設備及び関連機器等の保守点検の実施、故障発生時における
故障回復体制の確立及び各種受付窓口の開設を実施します。
　令和2年度実施：地域情報基盤保守業務委託料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

六ヶ所村第４次総合振興計画第（2016年～2025年）
6章第3節　高度情報通信基盤
　当事業を実施することにより、情報基盤設備が提供するサービス（地上デジタル放送波の再送信、防災告知端末を用いた防災情報等の配信）の
維持管理を適切に行うことができます。よって、情報基盤設備及び関連機器等の保守点検実施による設備全体の安定な稼働を維持し、故障発生
時における故障回復体制の確立及び各種受付窓口の開設による故障対応の迅速化を図ります。
目標：保守点検を実施することで情報基盤設備の安定稼働を確保し、切れ目無い住民サービスの提供を行い、また各種受付窓口の開設により設
備故障等への迅速な対応を図ります。そこで、設備起因によるテレビ再送信停波０及び受付窓口の応答率100％を目指します。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２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２年度

設備故障に
係る各種窓
口の応答率

100％

設備故障に係
る各種窓口の
応答数÷各種
窓口への問い
合わせ数×100

％ 100

％ 100

％ 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

当交付金の活用により、地域情報基盤保守業務委託料に交付金を充当し、令和2年度は窓口問い合わせ560件に対して応
答率100％を達成しました。また、情報基盤設備の保守点検も実施することで設備が安定稼働していることを確認するこ
とができ、情報基盤設備の適切な維持管理を行いました。

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 30年度 元年度 　2年度

12 12
地域情報基盤設備保守業務委
託費の充当月数

活動実績 月 12 12 12

活動見込 月 12

達成度 ％ 100 100 100



うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 　2年度 備考

総事業費 40,500,000 42,020,000 42,020,000

平成20年度～令和２年度
総事業費
474,322,750円

交付金充当額 37,000,000 38,990,000 38,990,000

37,000,000 38,990,000 38,990,000

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

地域情報基盤設備保守業
務委託

随意契約 東日本電信電話株式会社　青森支店 42,020,000

交付金事業の担当課室 総務課情報システムグループ

交付金事業の評価課室 総務課情報システムグループ



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の内、公定価格（11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２年度実施：２こども園指定管理委託料（公定価格分）11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（2016年～2025年）
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
目標：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２年度 事業終了（予定）年度 令和２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２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、サービスの向上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 令和２年度

達成度 % 100% 100%

指定管理委託料の充当月数

活動実績 月 9 11

活動見込 月 9 11

交付金事業の総事業費等 令和元年度 令和２年度 備考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費 147,798,570 156,436,120

令和元年度～令和２年度
総事業費
304,234,690円

交付金充当額 95,000,000 104,000,000

95,000,000 104,000,000

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 101,258,770

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 55,177,350

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


