




















Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

交付金事業の概要
安平町立小中学校の児童・生徒が健全に学習できる環境を確保するため、暖房用
燃料費に本交付金を活用しています。（小中学校5校の10月から2月までの暖房用
燃料費）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

番号
1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 安平町
交付金事業実施場所 安平町追分　ほか4件

措置名
公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置

交付金事業の名称
安平町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

とその目標

第2次安平町総合計画（平成29年度～令和6年度）
政策分野Ⅰ子育て・教育
施策3（学校教育）夢と希望を実現する力を育む学校教育の充実
（4）児童・生徒の体力向上の推進（5）長寿命化の推進
寒さが厳しい当町においては、冬期間健全に学習できる環境の確保を図ることが
重要な課題となっております。小中学校の燃料費を確保することで児童・生徒が
安心・快適な教育環境づくりを目指すことができ、児童の学力意地向上、体力維
持向上に努めます。

【目標】
「全国学力・学習調査」及び「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」における
全国平均以上の種目数　53種目（令和元年度）

56.6%

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

評価年度の設定理由

成果実績 種目 30

目標値 種目 53

「全国学
力・学習
状況調
査」及び
「全国体
力・運動
能力、運
動状況等
調査」に
おける全
国平均以
上の種目
数53種目

「全国学
力・学習
状況調
査」及び
「全国体
力、運動
能力、運
動状況等
調査」に
おける全
国平均以
上の種目
数（種
目）

達成度 ％



交付金事業の評価課室 安平町教育委員会

燃料購入 随意契約（特命） ㈱ノーザンホースパーク　遠浅給油所（安平町） 4,456,456
交付金事業の担当課室 安平町教育委員会

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

㈲みかみ（安平町）
早来自工㈱（安平町）

随意契約（特命）
随意契約（特命）

燃料購入
燃料購入

1,504,000
1,124,000

うち経済産業省分 6,662,000 6,177,000 6,318,000
うち文部科学省分

5
冬期間の町内小中学校
活動に係る暖房燃料充
当月数（月）

活動実績 月 5 4

交付金充当額 6,662,000 6,177,000 6,318,000
総事業費 9,330,500 6,568,930 7,084,456

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29年度 平成30年度 令和元年度

交付金事業の総事業
費等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

達成度 ％ 100.0% 80.0% 100.0%

交付金事業の活動指
標及び活動実績

5
活動見込 月 5 5

交付金事業の成果目
標及び成果実績

毎年度、「全国学力・学習状況調査」及び「全国体力・運動能力、運動習慣等調
査」の結果を確認し、教育環境の改善を図るため、事業実施後、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

・小学校の「全国学力・学習状況調査」はすべての教科で全国平均値を上回りま
した。
・「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」においては、小学校男子が「握力・
長座体前屈・反復横とび・20ⅿシャトルラン・ソフトボール投げ」が全国平均を
上回り、女子では「握力・上体起こし・長座体前屈・反復横とび・20ⅿシャトル
ラン・50ⅿ走・ソフトボール投げ」は全国平均を上回りました。
中学校男子では「握力・上体起こし・反復横とび」が上回り、女子は「握力・上
体起こし」が上回ることができました。
しかし、目標値である53を未達であります。要因としては、震災により体育館の
使用ができなかったことや学び舎が変わってしまい、仮設校舎での学習を余儀な
くされたことによる環境の変化が要因と思われます。
今後、更なる安心・快適な教育環境、運動環境の整備に努め、安平町の小中学校
生の学力、体力の向上を図っていきます。





























Ⅱ．事業評価個表（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

来場者数
5,000人
（人）

来場者数
（人）

達成度 ％ 96.0%
評価年度の設定理由

成果実績 人 4,800

目標値 人 5,000

交付金事業の概要

冬に旬を迎える牡蠣とニラを中心に特産品のPRとブランド化推進を図るため、カ
キVSニラまつりの開催に係る経費に本交付金を活用します。
日時：令和2年2月16日（日）
場所：知内町スポーツセンター・知内町中央公民館
来場者：4,800人

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

主要政策・施策：第6次知内町まちづくり総合計画（平成28年度～令和7年度）
　　基本計画Ⅲ．まちの資源を生かして賑わいをつくる　（交流）
　　　Ⅲ－1．まちの資源を生かした観光を育てる
　　　　1）人と人が交わる観光　（1）観光の振興
　　　　　　③観光イベントへの支援
　　　　　　　◆誘客効果の大きいイベント事業を積極的に支援、推進します。
　　　Ⅲ－2．多様な交流を広め・深める
　　　　2）多様な交流の展開　（１）国内交流の推進
　　　　　　⑤国内地域間交流の推進　⑥新しい交流をつくる

目標：来場者数5,000人（人）（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

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 知内町
交付金事業実施場所 知内町字重内

措置名

地域活性化措置

交付金事業の名称
地域活性化イベント開催支援事業（カキＶＳニラまつり実行

委員会助成）



交付金事業の成果目
標及び成果実績

事業終了後に評価するため
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、多くの町民が運営スタッフとして参加し、イベントを開
催することができました。このことにより、町民の交流が生まれ、町外からも多
くの観光客が訪れ、町内での購買・宿泊等の消費にもつながったものと考えてい
ます。アトラクションやステージにも地元の団体が参加し、来場者を楽しませる
ことができました。今回も今別町の郷土芸能が披露され、友好町の絆が深まりま
した。また、北海道内を中心に活躍するユニット「HAMBURGER BOYS」による知内
町応援ソングが初披露され、同ユニットのファンが多く訪れました。当日は悪天
候に加え、全国で発生した新型コロナウイルス感染症が、開催直前に北海道内で
も発症したことから、運営者・出店者全員のマスクの着用や消毒液の設置など感
染拡大の対策を徹底しましたが、外出を控えた方も多く来場者数が目標に達しま
せんでした。次年度に向けては、来場者が引き続き満足できるようなイベントを
継続するため、運営スタッフの維持を図り、工夫を趣向を凝らした内容にしてい
くとともに、感染症対策には十分留意していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

交付金事業の総事業
費等

平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

達成度 ％ 100.0% 100.0% 0.0%

交付金事業の活動指
標及び活動実績 活動見込 枚 36,000 36,000チラシ作成数（枚）

活動実績 枚 36,000 36,000

交付金充当額 1,100,000 1,027,000
総事業費 1,300,000 1,027,000

うち経済産業省分 1,100,000 1,027,000
うち文部科学省分

助成金交付 補助
カキＶＳニラまつり実行

委員会（知内町）
1,027,000

交付金事業の担当課室 知内町産業振興課商工観光係

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 知内町産業振興課商工観光係





























































































































Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

交付金事業の概要

遠軽町内保育所の保育士人件費（14名）3ヶ月分
　町内には、公立保育所（へき地保育所を含む）8か所あるほか、民間で幼保一体
の「認定子ども園」が運営されています。延長保育や0歳児保育なども実施してい
ますが、多様化する保育ニーズに合ったサービスの提供を行います。

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

遠軽町第2次総合計画（平成27年度～令和6年度）
　基本方針4「住み慣れたところで健やかに暮らせる生活づくり」
　　2）子育て環境の充実
　　・地域のニーズを反映した「遠軽町子ども・子育て支援事業計画」を策定
　　　し、社会全体で子ども・子育てを支援する取り組みを進めています。

目標：待機児童数0人（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

番号
1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 遠軽町
交付金事業実施場所 遠軽町1条通 ほか2か所

措置名
地域活性化措置

交付金事業の名称
遠軽町保育所運営事業

事業期間の設定理由
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

待機児童数0
人

待機児童数
（人）

達成度 ％ 100.0%
評価年度の設定理由

事業完了後、早期に評価を実施

成果実績 人 0
目標値 人 0



交付金事業の評価課室 民生部子育て支援課

人件費 雇用 保育士14名 11,105,280
交付金事業の担当課室 総務部企画課

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

うち経済産業省分 9,597,000 9,581,000 9,675,000
うち文部科学省分

42
保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期
間（月））

活動実績 人月 46 36

交付金充当額 9,597,000 9,581,000 9,675,000
総事業費 13,226,700 9,991,800 11,105,280

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29年度 平成30年度 令和元年度

交付金事業の総事業
費等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

達成度 % 95.8% 85.7% 100.0%

交付金事業の活動指
標及び活動実績

42
活動見込 人月 48 42

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、遠軽町内保育所の保育士人件費（14名）3か月分を確保することがで
き、質の高い保育の提供と町立保育所の円滑な運営を維持するとともに、げんきひろばなど、就
学前の子を持つ保護者が気軽に利用し、親子でふれあう場を提供することができました。
　次年度も、電源立地地域対策交付金を当該事業の財源とすることで、子どもの健やかな成長、
子どもを安心して産み育てやすい環境の提供、利用者の多様なニーズに合った保育サービスを推
進し、子育て環境の充実を図ることで、地域住民の福祉向上を図っていく予定です。





















































Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

無し

造成した基金の処分後に評価するため
交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金を活用し、岩内町地場産業サポートセンター維持運営基金を造成することにより、長期的・安定的
な施設の維持運営に要する経費の資金を確保することが出来ました。今後も引き続き本交付金を活用しなが
ら、地域産業の活性化を目的とした維持運営基金を造成することにより、基金条例に合致した長期的・安定
的な施設運営を行い、地場産業の生産活動を支援することで地域住民の経済活動の向上を図っていきます。

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由

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

社 276

単位 評価年度 令和11年度

海洋深層水
利用登録

企業数 276社

海洋深層水
利用登録

企業数（社）

成果実績 社

岩内町総合戦略（平成27年度～令和元年度）基本目標1：安定した雇用の創出
重点目標①安定的な漁業生産及び漁業所得の向上による地域の活性化と雇用創出を図る
重点項目②：岩内海洋深層水の利活用促進を図る
●ナマコ種苗生産施設整備等による生産基盤の強化
●岩内海洋深層水の利活用による特産品などの多面的開発

成果目標：海洋深層水利用登録企業数　276社（令和11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

目標値

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

岩内町
交付金事業実施場所 岩内町字高台

交付金事業の概要

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 岩内町地場産業サポートセンター維持運営基金造成事業

岩内町地場産業サポートセンターの賃金、光熱水費、損害保険料、管理業務委託料等の維持運営に
要する経費の資金として基金を造成することにより、岩内海洋深層水の利活用促進を促し、地域産
業の活性化を図るため本交付金を活用します。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名



交付金事業の評価課室 岩内町企画経済部企画産業課（企画・原子力発電所担当）

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
岩内町地場産業サポート
センター維持運営基金造成

積立 － 15,000,000

交付金事業の担当課室 岩内町企画経済部企画産業課（企画・原子力発電所担当）

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 15,000,000 0 0
うち文部科学省分
うち経済産業省分 15,000,000 0 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 15,000,000 0 0

達成度 ％ 100.0% 0.0% 0.0%

令和3年度

基金造成額（円）

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

0
活動実績 円 15,000,000 0
活動見込 円 15,000,000
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