
























別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

(946,982,483)2
給付金加算等
措置

原子力立地給付金等 青森県 971,982,483 971,982,483

交付金充当額

備考
（間接交付事業
者における事業
に要した費用）

1
給付金交付助
成措置

原子力立地給付金等 青森県 339,415,449 339,415,449 (339,415,449)

交付金事業に要し
た経費

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



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

（単位：円）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 青森県

交付金事業実施場所 六ヶ所村、東通村、大間町、風間浦村、佐井村

交付金事業の概要

　原子力発電施設等の所在・周辺地域における住民、企業等に対する直接的還元措置と
しての給付金の交付及び交付事業に要する事務費に充てるための補助金の交付を行うも
のです。

（給付金交付までの流れ）
　県　→（補助）→　補助事業者　→（委託）→　東北電力株式会社
　→（給付金交付）→　対象市町村の住民等
                        ※新電力分は補助事業者から住民等へ給付金を直接交付

番号 措置名 交付金事業の名称

1 給付金交付助成措置 原子力立地給付金等



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次六ヶ所村総合振興計画（前期基本計画平成28年度～平成32年度）
　第2編　基本計画
　　第1章　個性豊かで多様な産業を育てる
　　　第4節　企業・研究機関誘致の推進
　　　・原子燃料サイクル施設や再生可能エネルギー関連企業については引き続き推
　　　　進し、また、原子力関連の防災や廃炉等の研究施設等の誘致を検討し、創出
　　　　や地域振興を図ります。
　　第6章　便利で快適な暮らしの場を創る
　　　第1節　居住環境の整備
　　　・村内に居住する住民が今後も村に住みたいと思えるためのまちづくりを念頭
　　　　に、他市町村の皆さんが魅力を感じ、移住意欲がわくまちづくりを目指しま
　　　　す。そのために必要な助成事業等を進めます。

　　　村内における原子力関連施設等の誘致促進を図るため、地域住民の理解促進及
　　び立地企業の経営安定に寄与するため、全ての電灯需要家及び電力需要家に対し
　　て、電源立地地域対策交付金交付規則第９条に則し、原子力立地給付金を給付し
　　ます。

【東通村】
　村内の電灯需要家および電力需要家に給付金を交付し、住民の経済的安定と企業の誘
致による雇用創出により、定住促進に繋げることで地域の振興と住民の福祉向上を図る
ことを目標とします。



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 　毎年度、当該市町村が給付金交付事業の実施を判断しているため。

【大間町】
　主要政策・施策
　・平成19年1月23日議員全員協議会において、大間町としては、電源立地地域対策
　　交付金交付規則第8条第1項第1号ハ（現在の電源立地地域対策交付金交付規則第
　　9条第1項第1号ハ）に掲げる措置とする事と決定されました。
　目標
　・給付金交付助成措置
　　給付金交付額を電灯需要家（主に一般家庭用）に交付します。
　・町への歳入による地域振興等への活用
　　交付限度額を上限に、町への歳入により地域振興に資する事業に活用します。

【風間浦村】
　原子力立地給付金等が交付された当初より、住民の原子力発電への理解促進と協力を
得られるよう、電源立地地域対策交付金交付規則第8条第1項第1号ハ（現在の電源立地
地域対策交付金交付規則第9条第1項第1号ハ）に掲げる措置を選択することとされまし
た。

【佐井村】
　原子力発電施設等が隣接する当村において、原子力発電への理解と協力を求めるた
め、住民や企業に対し直接的還元措置として給付金を交付します。



達成度 % 100%

評価年度の設定理由

　給付金交付事業は毎年度実施されることから、事業完了後、速やかに評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績 % 100

目標値 % 100給付率100％

給付件数÷
（電灯需要
家+電力需要

家）

　当交付金を活用することで原子力立地給付金給付事業の実施が可能となり、令和元年
度は受領辞退1件以外に交付不能はなかったため成果目標である給付率100％を達成する
ことができました。このことから、電気料金の実質的な割引がなされ、もって地域住民
の理解促進及び立地企業の経営安定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

【東通村】

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

　給付金交付事業は毎年度実施されることから、事業完了後、速やかに評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　電灯需要家及び電力需要家への給付金交付によって、住民の経済的安定と企業の雇用
創出に寄与し、地域の振興と住民の福祉向上が図られました。

地域の振興
と住民の福
祉向上

成果実績

目標値

達成度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

【六ヶ所村】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度



無

【大間町】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

【風間浦村】

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

　給付金交付事業は毎年度実施されることから、事業完了後、速やかに評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　電灯需要家への給付金交付を通じ、原子力発電施設等の立地に対する住民等の理解促
進を図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

原子力発電
施設等の立
地に対する
住民への理
解促進

成果実績

目標値

達成度

評価年度の設定理由

　給付金交付事業は毎年度実施されることから、事業完了後、速やかに評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

原子力発電
施設等の立
地に対する
住民への理
解促進

成果実績

目標値

達成度

交付金事業の成果目標
及び成果実績



無

【佐井村】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

　令和元年度は、電力需要家及び電灯需要家ともに交付率が100%であったことから、電
気料金の割引措置の確実な実施による原子力発電施設等の立地に対する住民への理解促
進を図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

100%

評価年度の設定理由

　給付金交付事業は毎年度実施されることから、事業完了後、速やかに評価するため。

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

給付率100%

給付件数÷
（電灯需要
家+電力需要

家）

成果実績 % 100

目標値 % 100

達成度 %

無

交付金事業の成果目標
及び成果実績



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1 単位 令和元年度 年度 年度

電灯需要家への
給付延べ口数

活動実績 口 182,268

活動見込 口 182,556

達成度 % 99.84%

活動指標2 単位 令和元年度 年度

達成度 % 99.06%

年度

電力需要家への
給付延べkw数

活動実績 kw 700,816.5

活動見込 kw 707,432.5

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 339,415,449

交付金充当額 339,415,449

339,415,449

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

原子力立地給付金交付 補助 一般財団法人電源地域振興センター 339,415,449

佐井村総合戦略課

交付金事業の担当課室

青森県エネルギー総合対策局原子力立地対策課

六ヶ所村財政課

東通村企画経営課

大間町企画経営課

風間浦村企画政策課



交付金事業の評価課室

青森県エネルギー総合対策局原子力立地対策課

六ヶ所村財政課

東通村企画経営課

大間町企画経営課

風間浦村企画政策課

佐井村総合戦略課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

（単位：円）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 青森県

交付金事業実施場所 三沢市、平内町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、風間浦村、佐井村

交付金事業の概要

　原子力発電施設等の所在・周辺地域における住民、企業等に対する直接的還元措置と
しての給付金の交付及び交付事業に要する事務費に充てるための補助金の交付を行うも
のです。

（給付金交付までの流れ）
　県　→（補助）→　補助事業者　→（委託）→　東北電力株式会社
　→（給付金交付）→　対象市町村の住民等
                        ※新電力分は補助事業者から住民等へ給付金を直接交付

番号 措置名 交付金事業の名称

2 給付金加算等措置 原子力立地給付金等

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

【三沢市】
　原子力発電施設等の立地地域及び周辺地域の振興と福祉の向上を図ることを目的と
し、電気事業者から電気の供給を受けている、一般家庭や事業所等に対して給付金を交
付し、原子力発電に関する普及・啓発や社会に果たす役割への理解を促すものです。

【平内町】
　原子力関連施設の周辺地域として地域住民の電気料金の負担軽減を実施し、もって経
済的な地域振興を図ることで原子力政策への理解促進に努めます。



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

【七戸町】
　第2次七戸町長期総合計画（平成28年度～平成37年度）
　　基本構想　第2部　第2章　活力あふれる産業のまちづくり（産業の振興）
　　　　　　　　 　　　   -2　商工業の振興
　　基本計画　第2章　活力あふれる産業のまちづくり（産業の振興）
　　　　　　　　　 -2　商工業の振興
　　　　　　　　　　(1)　雇用機会の拡大
　　　　　　　　　　 　①　地の利を活かした企業の立地を支援します。

　目標：電源三法交付金制度が発電用施設設置周辺地域に固有するものであることを
　　　　踏まえ、本事業の実施により、一般家庭の家計負担軽減及び立地企業の支援
　　　　をし、周辺地域に該当する七戸町の住民の原子力発電関連政策に対する理解
　　　　を促進します。

【六戸町】
　第4次六戸町総合振興計画　後期基本計画（平成28年度～平成32年度）
　　第3章　豊かで活力に満ちたろくのへ
　　　　2　商工業の振興
　　 　　(4)既存企業の活性化の促進
　　 　　(5)企業誘致の推進

　目標：電源三法交付金制度が発電用施設設置周辺地域に固有するものであることを
　　　　踏まえ、本事業の実施により、一般家庭の家計負担軽減及び立地企業の支援
　　　　をし、周辺地域に該当する六戸町の住民の原子力発電関連政策に対する理解
　　　　を促進します。



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

【東北町】
　第2次東北町総合振興計画（平成28年度～平成37年度）
　　第2編　基本構想
　　　第3章　施策のあらまし
　　　　3.活力と交流あふれる産業のまち　　　　⑤新規企業の立地促進
　　　　5.発展を支える生活基盤が整ったまち　　②住宅、定住・移住対策促進
　　第3編　前期基本計画
　　　第3章　活力と交流あふれる産業のまち
　　　　5.工業　（3）新規企業の立地促進
　　　　　地の利を活かし、新規企業の立地促進に努めます。
　　　第5章　発展を支える生活基盤が整ったまち
　　　　2.住宅、定住・移住対策（4）定住・移住促進施策の推進
　　　　　地の利を活かし、情報の効果的な発信に努めます。

　目標：電源三法交付金制度が発電用施設設置周辺地域に固有するものであることを
　　　　踏まえ、本事業の実施により、一般家庭の家計負担軽減及び立地企業の支援
　　　　をし、周辺地域に該当する東北町の住民の原子力発電関連政策に対する理解
　　　　を促進します。



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 　毎年度、当該市町村が給付金交付事業の実施を判断しているため。

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

【おいらせ町】
　第2次おいらせ町総合計画（2019年度～2028年度）
　　基本方針5　魅力ある産業を創出するまち
　　　5-6　雇用環境の改善と労働者の就業環境の充実
　　　 5-6-1　雇用対策の推進
　　　　既存事業所への支援や各種産業振興施策の積極展開により、雇用の場の拡充
　　　　を目指すほか、公共職業安定所等関係機関や町内事業所等との連携のもと、
　　　　管内の高等学校向けの就職相談や情報提供、職業斡旋等を進め、若者の地元
　　　　就職及びＵ・Ｉ・Ｊターンを促進します。また、シルバー人材センターの有
　　　　効活用と組織の活性化を図ります。
　
　目標：電源三法交付金制度が発電用施設設置周辺地域に固有するものであることを
　　　　踏まえ、本事業の実施により、一般家庭の家計負担軽減及び立地企業の支援
　　　　をし、周辺地域に該当するおいらせ町の住民の原子力発電関連政策に対する
　　　　理解を促進します。

【風間浦村】
　原子力立地給付金等が交付された当初より、住民の原子力発電への理解促進と協力を
得られるよう、電源立地地域対策交付金交付規則第8条第1項第1号ハ（現在の電源立地
地域対策交付金交付規則第9条第1項第1号ハ）に掲げる措置を選択することとされまし
た。

【佐井村】
　原子力発電施設等が隣接する当村において、原子力発電への理解と協力を求めるた
め、住民や企業に対し直接的還元措置として給付金を交付します。



達成度

評価年度の設定理由

　給付金交付事業は毎年度実施されることから、事業完了後、速やかに評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

成果実績

目標値

原子力発電
に対する地
域住民等の
理解促進

　電灯需要家及び電力需要家ともに交付率がほぼ100パーセントであったことから、確
実に地域住民の原子力発電に対する理解促進が図られました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

【平内町】

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

　給付金交付事業は毎年度実施されることから、事業完了後、速やかに評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

令和元年度の交付率について、電灯需要家及び電力需要家ともに前年度同程度であった
ことから、経済的な地域振興が図られるとともに、地域住民の原子力政策への理解が促
進されました。

原子力発電
に対する地
域住民等の
理解促進

成果実績

目標値

達成度

交付金事業の成果目標
及び成果実績

【三沢市】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度



無

【七戸町】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

【六戸町】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

100%

評価年度の設定理由

　給付金交付事業は毎年度実施されることから、事業完了後、速やかに評価するため。

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

給付率100％

給付件数÷
（電灯需要
家＋電力需
要家）

成果実績 % 100

目標値 % 100

達成度 %

100%

評価年度の設定理由

　給付金交付事業は毎年度実施されることから、事業完了後、速やかに評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

給付率100％

給付件数÷
（電灯需要
家＋電力需
要家）

成果実績 % 100

目標値 % 100

達成度 %

交付金事業の成果目標
及び成果実績



無

【東北町】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

【おいらせ町】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

100%

評価年度の設定理由

　給付金交付事業は毎年度実施されることから、事業完了後、速やかに評価するため。

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

給付率100％

給付件数÷
（電灯需要
家＋電力需
要家）

成果実績 % 100

目標値 % 100

達成度 %

100%

評価年度の設定理由

　給付金交付事業は毎年度実施されることから、事業完了後、速やかに評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　令和元年度の実績は目標値には到らなかったものの、ほぼ100％であったことから、
地域住民の原子力発電関連政策に係る理解促進が図られたと考えられます。

給付率100％

給付件数÷
（電灯需要
家＋電力需
要家）

成果実績 % 99.8

目標値 % 100

達成度 %

交付金事業の成果目標
及び成果実績



無

【風間浦村】

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

【佐井村】

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

　給付金交付事業は毎年度実施されることから、事業完了後、速やかに評価するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　令和元年度は、電力需要家及び電灯需要家ともに交付率が100%であったことから、電
気料金の割引措置の確実な実施による原子力発電施設等の立地に対する住民への理解促
進を図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

原子力発電
施設等の立
地に対する
住民への理
解促進

成果実績

目標値

達成度

100%

給付率100%

給付件数÷
（電灯需要
家+電力需要

家）

成果実績 % 100

目標値 % 100

達成度 %

交付金事業の成果目標
及び成果実績



うち文部科学省分

うち経済産業省分

評価年度の設定理由

　給付金交付事業は毎年度実施されることから、事業完了後、速やかに評価するため。

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

無

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標1 単位 令和元年度 年度 年度

電灯需要家への
給付延べ口数

活動実績

交付金事業の成果目標
及び成果実績

口 732,672

活動見込 口 733,380

達成度 % 99.90%

活動指標2 単位 令和元年度 年度

達成度 % 99.98%

年度

電力需要家への
給付延べkw数

活動実績 kw 1,870,906.5

活動見込 kw 1,871,195.5

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 971,982,483

交付金充当額 971,982,483

971,982,483



給付加算金交付 補助 一般財団法人電源地域振興センター 946,982,483

基金造成 積立 青森銀行、みちのく銀行 25,000,000

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

計 971,982,483

交付金事業の担当課室

青森県エネルギー総合対策局原子力立地対策課

三沢市政策調整課

平内町企画政策課

七戸町企画調整課

六戸町企画財政課

東北町企画課

おいらせ町政策推進課

風間浦村企画政策課

佐井村総合戦略課

風間浦村企画政策課

佐井村総合戦略課

交付金事業の評価課室

青森県エネルギー総合対策局原子力立地対策課

三沢市政策調整課

平内町企画政策課

七戸町企画調整課

六戸町企画財政課

東北町企画課

おいらせ町政策推進課
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Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

備考

1
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

青森県施設整備基金造成事業 青森県 685,000,000 685,000,000

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



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

（単位：円）

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

青森県施設整備基金造成事業

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

県財政を統括する財政課との協議・調整を経た上で、県が実施すべき事業のうち優先度や当
交付金の趣旨・目的等に照らした事業内容の適性等を踏まえ、充当する事業を選択し実施す
ることにより、所要額があらかじめ見込めない状況にありながら、安定的な財政運営を図っ
ていきます。

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
青森県基本計画「選ばれる青森」への挑戦～支え合い、共に生きる～
（計画期間　令和元年度から令和5年度）
　4.教育・人づくり分野
   1 あおもりの未来をつくる人財の育成
    4 子どもが安心して学び、多様な能力を伸ばす教育環境の整備
    　安全・安心な教育環境の確保や、教員の実践的な指導力の向上、ＩＣＴの効果的活
      用など、時代や社会環境の変化に対応した、質の高い教育を受けられる持続可能な
      環境づくりに取り組みます。
　　① 子どもが安心して学べる教育環境を整備するとともに、子どもの安全を守る取組
       を推進します。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 令和5年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 青森県

交付金事業実施場所 八戸市江陽一丁目

交付金事業の概要

　令和2年度以降の青森県立八戸工業高等学校校舎改築事業に係る事業費の一部に充当する
ため、施設整備基金の造成に要する経費に交付金を充当しました。
＜基金処分対象事業＞
　青森県立八戸工業高等学校校舎改築事業

事業期間の設定理由 基金事業の完了予定年度



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

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和6年度

安定的な財政
運営と事業実
施環境の整備

成果実績

目標値

達成度

評価年度の設定理由

充当事業の完了の翌年度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　交付金により基金を造成したことによって、所要額があらかじめ見込めない状況にありな
がら、安定的な財政運営を図りつつ、令和2年度以降の事業を実施できる環境が整備されま
した。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 0%

当年度工事の完了

活動実績 式

活動見込 式 1

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

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

総事業費 440,000,000 350,000,000 685,000,000 総事業費 H29～R1

交付金充当額 440,000,000 350,000,000 685,000,000 1,475,000,000

- - -

基金造成 積立 青森銀行、みちのく銀行 685,000,000

交付金事業の担当課室 教育庁学校施設課

440,000,000 350,000,000 685,000,000

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

交付金事業の評価課室 エネルギー総合対策局原子力立地対策課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

備考

1 地域活性化措置 青森県事業運営基金造成事業 青森県 200,000,000 200,000,000

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



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 青森県事業運営基金造成事業

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

県財政を統括する財政課との協議・調整を経た上で、県が実施すべき事業のうち優先度や
当交付金の趣旨・目的等に照らした事業内容の適性等を踏まえ、充当する事業を選択し実
施することにより、所要額があらかじめ見込めない状況にありながら、安定的な財政運営
を図っていきます。

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
青森県基本計画「選ばれる青森」への挑戦～支え合い、共に生きる～
（計画期間　令和元年度から令和5年度）
　1 産業・雇用分野
　 3 ライフ・グリーン分野の産業創出
　  4 原子力関連産業の振興
    　県内企業の原子力関連産業への参入拡大を促進するとともに、新たな産業の創出に
　　　向けた人財育成と研究開発を推進します。
　　① 県内企業の原子力関連産業への参入拡大を促進します。
　　② 新たな産業の創出に向けて、量子科学分野の人財育成と研究開発を推進します。
　　③ 次世代核融合炉の実現に向けた国際的な研究拠点の形成に取り組みます。

　2 安全・安心、健康分野
   3 質の高い地域医療サービスの提供
    1 医師等の医療従事者の育成と県内定着
　　　医師等の医療従事者の育成を図るとともに、ワーク・ライフ・バランスを保ちなが
　　　ら勤務し、資質を向上できる環境づくりに取り組み、県内定着やＵＩＪターンを促
　　　進します。
　　① 県内高等学校からの医学部医学科合格者の増加を図ります。
　　② 地域医療を支える医師等の医療従事者をめざす中学生・高校生の増加に向けた取
　　　 組を進めます。
　　③ 本県における医師臨床研修の魅力を高める取組により、県内の臨床研修医採用者
　　　 数の増加を図ります。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 青森県

交付金事業実施場所 青森市長島ほか3件

交付金事業の概要

　令和2年度以降の弘前大学医学部入学生特別対策事業等に係る事業費の一部に充当するた
め、事業運営基金の造成に要する経費に交付金を充当しました。
＜基金処分対象事業＞
　弘前大学医学部入学生特別対策事業、原子力施設等広聴広報対策事業、国際核融合拠点
環境整備事業、原子力関連業務参入促進・関連技術研修事業



事業開始年度 平成25年度 事業終了（予定）年度 令和5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6年度

安定的な財政
運営と事業実
施環境の整備

評価年度の設定理由

充当事業の見直し時期を考慮し設定

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　交付金により基金を造成したことによって、所要額があらかじめ見込めない状況にあり
ながら、安定的な財政運営を図りつつ、令和2年度以降の事業を実施できる環境が整備され
ました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

成果実績

目標値

達成度

活動見込 式 1

達成度 ％ 0%

外国人研究者等の子弟に
対する世界標準カリキュ
ラムに基づく教育サービ
スの提供

活動実績 式

弘大医学部学生への修学
資金貸与

活動実績 式

意見交換会、エネルギー
教育、マスメディア広報
の実施

活動実績 式

活動指標 単位 令和2年度

達成度 ％ 0%

活動見込 式 1

式

活動見込 式 1

達成度 ％ 0%

原子力関連業務参入促進
に向けた技術研修及び営
業活動支援の実施

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動見込 式 1

達成度 ％ 0%

活動実績



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 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

- - -

13,800,000 246,500,000 200,000,000

総事業費 13,800,000 246,500,000 200,000,000 総事業費 H29～R1

交付金充当額 13,800,000 246,500,000 200,000,000 460,300,000

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

基金造成 積立 青森銀行、みちのく銀行 200,000,000

交付金事業の担当課室
健康福祉部医療薬務課、エネルギー総合対策局エネルギー開発振興課、エネルギー総合対
策局原子力立地対策課

交付金事業の評価課室 エネルギー総合対策局原子力立地対策課
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Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

(60,251,000)

54,285,000

2,886,000 (2,886,000)

(54,285,000)

10,201,000 10,201,000

30,671,000

横浜町

60,251,000

佐井村 54,285,000

21,321,000 21,321,000

7 地域活性化措置
風間浦村電源立地地域対策事業基
金造成事業

風間浦村 60,251,000

4
公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置

佐井村公共施設維持補修基金造成
事業

3
公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置

学校給食センター維持運営基金造
成事業

1
大間町公共用施設維持運営基金造
成事業

大間町

2
公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置

公共施設維持補修基金造成事業

公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置

十和田市

番号
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

備 考
（総事業費）

交付金充当額措置名 交付金事業の名称

(10,201,000)

(21,321,000)

30,671,000

239,844,000 (239,844,000)

(30,671,000)

6 地域活性化措置
佐井村公共施設維持運営基金造成
事業

佐井村 2,886,000

5 地域活性化措置
東通村電源立地地域対策交付金基
金造成事業（事業運営基金）

東通村 239,844,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

（単位：円）

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措置

大間町公共用施設維持運営基金造成事業

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5次大間町総合計画（平成20年度～平成29年度）
基本目標6 地域住民と行政が協働するまちづくり
3）行政運営の効率化
・財政運営の健全化
厳しい財政状況に対応するために、事業優先度を明確にした財源の配分や民間
活力の導入、電算システム活用による費用の節減、町税の確保、使用料及び手
数料の定期的な見直しを図り、財政の健全化に努めます。

※第6次大間町総合計画は現在見直しを行っています。

事業開始年度 平成23年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大間町

交付金事業実施場所 大間町大間

交付金事業の概要
公共用施設の維持運営に要する経費（職員給与賃金、光熱水費、燃料費、委託料、その
他施設の維持運営に必要であると認められる経費）に充てるため基金造成をします。

事業期間の設定理由 基金事業計画による。

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

3の小隊
運用率100％

（365日×2年×3
小隊）－（小隊が
編成できなかった
回数）÷（365日
×2年×3小隊）×

100

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

基金事業計画が完了した翌年度に評価を実施。

交付金事業の成果目標
及び成果実績



うち文部科学省分

うち経済産業省分

消防署職員の雇用量
（雇用人数（人）×充当

期間（月））

活動実績 人月 348

活動見込 人月 348

活動指標 単位 令和元年度

交付金事業の定性的な成果及び評価等

基金を造成したことにより、令和２年度に予定されている公共用施設の維持運営のため
の予算措置を柔軟に対応する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

備考

総事業費 78,168,000 83,281,000 30,671,000
平成29年度

～令和元年度
総事業費

192,120,000円

達成度 ％ 100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金充当額 78,168,000 83,281,000 30,671,000

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

積立 株式会社 青森銀行 30,671,000

消防署職員の人件費 雇用 下北地域広域行政事務組合 134,281,000

78,168,000 83,281,000 30,671,000

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

維持運営基金造成

交付金事業の担当課室 大間町役場企画経営課、大間消防署

交付金事業の評価課室 大間町役場企画経営課、大間消防署

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（ 令和元年度 ）

（単位：円）

事業期間の設定理由

番号 措置名 交付金事業の名称

2
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

公共施設維持補修基金造成事業

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
第２次十和田市総合計画（平成29年度～平成38年度）
基本目標８ 地域経済社会の持続的な発展を支える強固な経営基盤が確立したまち

（自治体経営）
施策33 公共施設の適切な配置・運営の推進
基本事業１ より効果的で効率的な維持管理

注目指標
公共施設の稼働率 38％（令和3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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 十和田市

交付金事業実施場所 十和田市西十二番町

交付金事業の概要
経年劣化等に伴い施設の維持補修が必要となっていることなどから、安定的な公共用

施設の維持補修のため、基金を造成します。

評価年度の設定理由

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

市民が安全・
安心に利用で
きる公共施設
の維持補修

成果実績

目標値

達成度

交付金事業の成果目標
及び成果実績



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

本交付金の活用により、十和田市現代美術館及び十和田市馬事公苑で多くの方が安
全・安心に集える施設の提供が実現できました。
令和２年度においても、引き続き安定した財政基盤のもと、施設の修繕を行い、市民

が快適に施設を利用できる環境を確保していくこととします。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

3

活動見込 件 8

11

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

十和田市現代美術館維持
補修の実施

活動実績 件 10 11 11

活動見込 件 10

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

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

11

6 3

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

十和田市馬事公苑施設補
修の実施

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動実績 件 8 6

総事業費 82,759,000 1,500,000 10,201,000

交付金充当額 82,759,000 1,500,000 10,201,000

平成29年度～令和元年度総事業費
94,460,000

0 0 0

基金造成 定期預金 東北労働金庫 十和田支店 10,201,000

交付金事業の担当課室 企画財政部政策財政課

82,759,000 1,500,000 10,201,000

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 企画財政部政策財政課

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

（単位：円）

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。

番号 措置名 交付金事業の名称

3
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

学校給食センター維持運営基金造成事業

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5次横浜町総合振興計画（平成23年度から平成32年度）
基本目標１「学びの輪が育む人づくり」
主要施策２「心身の健やかな成長の支援」
「学校給食の充実：栄養バランスのとれたおいしい給食の提供に努めると
ともに、地元の素材を使用した伝統食を取り入れます。」

主要施策３「施設の整備」
「給食センターについても、学校給食の安心・安全の供給確保のために
学校給食施設の充実を図ります。」

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 横浜町

交付金事業実施場所 横浜町字寺下

交付金事業の概要
本事業は、町の将来を担う児童・生徒の健全育成を推進し、健康増進を図ることを目

的として学校給食センター維持運営費として基金を造成するものです。

事業期間の設定理由 学校給食センター維持運営基金の造成年度による。

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

年間給食数
食/１年

年間給食数

成果実績 食 52,854

目標値 食 55,000

達成度 ％ 96%

交付金事業の成果目標
及び成果実績



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

学校給食センターの維持運営費に充当するための基金を造成することで、学校給食の
安心・安全な供給確保に取り組むことができた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100

年度

給食センターを安定的に運営する
ため、下記に交付金を充当しま
す。
①光熱水費 12ヶ月分
②人件費 12ヶ月分

活動実績 月 12

活動見込 月 12

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

活動指標 単位 令和元年度 年度

総事業費 21,321,000

交付金充当額 21,321,000

基金造成 定期預金 （株）みちのく銀行 21,321,000

交付金事業の担当課室 横浜町役場企画財政課

21,321,000

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 横浜町役場企画財政課

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

（単位：円）

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 単年度での基金造成のため

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 評価年度 令和３年度

公共施設の
維持補修

維持補修に
必要な基金
造成

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

基金造成事業のため３年に１回の評価

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金を公共施設の維持補修経費に充当し、安定した公共施設の維持を図ることが
できました。

番号 措置名 交付金事業の名称

4
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

佐井村公共施設維持補修基金造成事業

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

住民に身近な基礎的自治体としての機能を維持するため、公共施設の維持補修経費に
交付金を充当し、安定した公共施設の維持を図ります。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 佐井村

交付金事業実施場所 佐井村大字佐井

交付金事業の概要
安定した公共施設の運用を図るため維持補修経費に充当する目的で交付金を積み立て

します。



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 総合戦略課

基金造成 積立 ─ 54,285,000

交付金事業の担当課室 総合戦略課

56,191,000 55,223,000 54,285,000

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 56,191,000 55,223,000 54,285,000 H29～R元年度総事業費

交付金充当額 56,191,000 55,223,000 54,285,000 165,699,000

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

86,376 0

達成度 ％ 100% 100% 100%

令和元年度

公共施設改修事業
（H29 設計費）
（H30 工事費）

活動実績 円 3,402 86,376 0

活動見込 円 3,402



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

5 地域活性化措置 東通村電源立地地域対策交付金基金造成事業（事業運営基金）

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

東通村新総合開発振興計画（平成7年策定）
1．良好な環境を育む
(2)一般及び産業廃棄物の処理体制を整え、再資源化に取り組む。
・一般廃棄物の処理体制の強化

2．快適な生活を営む
(1)快適な居住基盤を確立する。
・既存集落での生活を維持するための諸活動サポート体制等の確立

(2)高齢化の進展を踏まえ、村民の健康、福祉を支えるサービス体制の確立を図る。
・ニューメディアなども使用した健康維持及び医療体制の確立

(3)流入人口のニーズに対応するとともに、村民の生活利便を向上するため、中心地において
教育や商業などの整備をはかる。
・官庁、団体などを始めとする官民の業務施設の集約
・教育基盤体制の再編と中高等教育、学外教育、社会人教育などへの対応

事業開始年度 令和元年度 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 東通村

交付金事業実施場所 東通村大字砂子又

交付金事業の概要

東通村公共施設の持続的かつ効率的な運営と福祉の向上のため、下記事業を実施するための基
金を造成しました。
消防活動提供事業、教育関連施設運営事業、小・中学校少人数教育導入事業、住民検診委託事

業、高齢者予防接種委託事業、一般廃棄物運搬委託事業、小・中学校通学バス運行委託事業、除
雪委託事業

事業期間の設定理由 当該基金の処分予定年度



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

東通村の公共施
設の持続的かつ
効率的な運営と
福祉の向上

成果実績 ％

目標値 ％

達成度 ％

評価年度の設定理由

基金事業終了後速やかに評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

・小・中学校の教員の人件費に交付金を充当することにより、少人数学級や個に応じた学習指導
など質の高い教育活動を円滑に行い、学力向上はもとより、スポーツ・文化活動においても個性
の伸長を図ることができた。
・スクールバスの運行に交付金を充当し、通学バスを安全かつ継続的に運行することが可能とな
り、児童生徒の登下校の安全確保をすることができた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

教職員の活動量
（職員12人×12ヶ月）

活動実績 人 144

活動見込 人 144

活動指標 単位 令和元年度

活動指標 単位 令和元年度

スクールバス運行月数

活動実績 月 12

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動見込 月 12

達成度 ％ 100.0%



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

総事業費 251,719,000 251,046,000 239,844,000 3年分合計

うち経済産業省分 251,719,000 251,046,000 239,844,000 742,609,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 251,719,000 251,046,000 239,844,000 742,609,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の担当課室 東通村経営企画課

交付金事業の評価課室 東通村経営企画課

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 － 239,844,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

（単位：円）

基金造成事業のため３年に１回の評価

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金を公共施設の経常的経費に充当し、安定した公共施設の維持運営を図ること
ができました。

番号 措置名 交付金事業の名称

6 地域活性化措置 佐井村公共施設維持運営基金造成事業

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

住民に身近な基礎的自治体としての機能を維持するため、公共施設の経常的経費に交
付金を充当し、安定した公共施設の維持運営を図ります。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 佐井村

交付金事業実施場所 佐井村大字佐井

交付金事業の概要
公共施設を維持運営し、経常的に発生する経費に充当する目的で交付金を積み立てし

ます。

100

達成度 ％

評価年度の設定理由

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 単年度での基金造成のため

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 評価年度 令和３年度

公共施設の
維持運営

維持運営に
必要な基金
造成

成果実績 ％

目標値 ％



うち文部科学省分

うち経済産業省分

活動見込 人月 24 24 24

達成度

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 H29年度 H30年度 R元年度

業務に従事する用務員の雇用
量（用務員数（人）×勤務月
数（月））

活動実績 人月 24 24 24

％ 100 100 100

総事業費 2,977,000 2,957,000 2,886,000 H29～R元年度総事業費

交付金充当額 2,977,000 2,957,000 2,886,000 8,820,000

基金造成 積立 ─ 2,886,000

交付金事業の担当課室 総合戦略課

2,977,000 2,957,000 2,886,000

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 総合戦略課



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

（単位：円）

％

事業期間の設定理由 単年度での基金造成のため

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 評価年度 令和2年度

公共施設の
維持運営

評価年度の設定理由

基金造成事業のため3年に1回の評価

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金を公共施設の経常的経費に充当し、安定した公共施設の維持運営を図ることが
できました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

維持運営に
必要な基金
造成

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度

番号 措置名 交付金事業の名称

7 地域活性化措置 風間浦村電源立地地域対策事業基金造成事業

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

住民に身近な基礎的自治体としての機能を維持するため、公共施設の経常的経費に交付
金を充当し、安定した公共施設の維持運営を図ります。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 風間浦村

交付金事業実施場所 風間浦村大字易国間

交付金事業の概要 公共用施設を維持運営し経常的に発生する経費に充当する目的で交付金を積立します。



うち文部科学省分

うち経済産業省分

61,263,000

61,263,000

60,251,000

交付金事業の担当課室 企画政策課

交付金事業の評価課室 企画政策課

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 ―

交付金充当額

総事業費

交付金事業の総事業費等 R元年度H29年度

交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金事業の契約の概要

60,251,000

60,251,000

60,251,000

備考

H29～R元年度総事業費

184,116,000

62,602,000

62,602,000

62,602,000

H30年度

61,263,000

R元年度

228

228

100

H30年度

216

216

100

H29年度

216

216

100

単位

人月

人月

％

活動実績

活動見込

達成度

活動指標

業務に従事する消防士の雇用
量（消防士数（人）×勤務日
数（月））
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