




交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金事業の総事業費等
総事業費

交付金充当額
-i-うち-文部科学- 省分
i,_ う-ち-経- 済産業- 省-分 -I 

交付金事業の契約の概要
契約の目的

活動指標

六ヶ所村医療センタ ーの
医療機器5台（式）更新

令和元年度
79,213,680 

68,000,000 
-------.

, ----. " ------------·-.. ---

• 一

68,000,000 

契約の方法

--

単位
活動実績 台（式）
活動見込 台（式）
達成度 ％ 

年度

__ ,.., __ ,. ......... , .. , _____ ,,' .'ー・・,,.,.__ 

疇... -....... --■ ■ -...... ,, • ,, __・"" --■■-.. , ........ , .. -.. --

令和元年度
5 

5 

100 

年度

------_, ______ .. ----------------- ., --

' --'----------------" ------_____ , ____ 

契約の相手方

年度 年度

備考

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 

轟
ンク ー歯科医探 指名競争入札 ササキ株式会社 青森支店 3,332,880 

ンタ ー 宙科シス 指名競争入札 株式会社 シマヤ 3,456,000 テム賠入
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
交付金事業の評価課室 健康課







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 ー者機関等の活用の有無
鉦ヽヽヽヽ

活動指標 単位 令和2年度 令和3年度

交付金事業の活動指標 活動実績 ％ 

及び活動実績 千歳平小学校整備事業
活動見込 ％ 21. 1 78. 9

進捗率
達成度 ％ 

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備 考

総事業費 384,460,000 

交付金充当額 384,460,000 
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--------ー..—一一一ー―一一------—― ----.. ------·---一----------.. -... ---------- --------......... -------....___、_________., ., _____ 

384,460,000 
交ヤ 念之率の契約の概要

契約の目的 契約の方法 I 契約の相手方 契約金額
基金造成 積立 I 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
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交付金事業の活動指標
及び活動実績

交付金事業の総事業費等

総事業費

交付金充当額

ビIぅ
ち文部科学省分
一 ，" ' 一 ，" _.,',,.,. _____ 

ち経済産業省分

交付金事業の契約の概要

契約の目的

活動指標

眼科用治療機器の
導入台数

令和元年度

20,152,000 

17,000,000 
— , "' ,,, _ - '— , —,'' -

—,' ... -"'........ 三......., ,., ___ ., _____________ 

17,000,000 

契約の方法

単位

活動実績 台（式）

活動見込 台（式）

達成度 ％ 

年度

.- ' ' '— , - _,, ■ ` � ■ 9■ 

r---.... , •• ---__ ,. .... --.. ----..... ., .. _,.. -.... -... ー・

令和元年度

2 

2 

100 

年度

--. ー・・ー・・...--.. "一ー・・··-····---·--.一，．，

., ... ,. ., .. _ ..... ·--,. ---...... 冒_..,______ ,, ·--·· 

契約の相手方

年度 年度

備考

契約金額
地域家庭医療センタ ー レーザー光涎固装置購入 指名競争入札 株式会社 加賀医療器 11,275,000 

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 

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













活動指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度

交付金事業の活動指標 活動実績 基 112 

及び活動実績 ャリイカ産卵礁の設置基
活動見込 基 112 112 112 

達成度 ％ 100 

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 

交付金充当額 81,000,000 総事業費
「L---------------------- .. ----.... ---.... ---. ,..,_,.. ...... ---·---.. --.. ---· ■ ·--·.. _____ ,.._ -麟.............. . 一・・・•一■--..... _ ------------·---"ー·—『-----·-----·-----·---- 令和元~3年度
うち文部科学省分 267,003,000円
--—--____ ,_, __ -_, _____ ----------- -------——----------------------· —____ ,_, —-- 一·-----·一,_--·-- ·------·-_,_ -----------_,,_ --.. -... , ............. -----.... --·-·--...... --....... _. 

！うち経済産業省分 81,000,000 

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

人工魚礁設置工事 指名競争入札 附田建設株式会社 85,580,000 

人工魚礁設置工事施工監理業務委託 指名競争入札 株式会社センク2 1青森事務所 1,815,000 

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















活動指標 単位 元年度 2年度 3年度

交付金事業の活動指標 活動実績 ％ 2. 9
及び活動実績 事業進捗率 活動見込 ％ 2. 9

達成度 ％ 100

交付金事業の総事業費等 令和元年度 備考

総事業費 29,920,000 

交付金充当額 28,000,000 令和元年度～令和2年度
-----------__ ................ -----•-•-直·----- ·---... ----------•----.. ____ , __—---···---- __ .. _____ .... ·-·.. ---·-—-----...... _■ .............. , .. 

9i
I
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経
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業
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分

分

総事業費 1,040,058,800円
----.. ----,.,..,. __ ... , .. _ ................ ,. ---.... ----- -------す..-.. ---.. , ... __ ,''-----------.. ,, __ ..... -------------·' ----------·---------·-

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

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

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

契約金額

29,920,000 







活動指標 単位 29年度 30年度 元年度

交付金事業の活動指標 活動実績 ％ 2.3 42.8 54. 9 

及び活動実績 改修進捗率 活動見込 ％ 2. 3 42. 8 54. 9

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 9,482,400 172,706,310 221,601,690 

交付金充当額 8,000,000 150,000,000 215,000,000 平成29~ 令和元年度

戸

I 

------_,_, __________ ---.... -.. -------------ー・'·---------"----.,. _, ___ ,,. .. --·. ···------- .. -----.,_ .... -., __ .. •·--------.. ·--........ -------総事業費
うち文部科学省分 403,790,400円
----. ---... --·-. -----·----.. ------_.,_一雷讐.., ______・■•--_, ___ ............. ·--·---- - -----.... ---·---... ---·-'·--------------. .. ·---.. -·-------·--.... -·.. ., __ ,...,. ----------

うち経済産業省分 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

事硲齢（
者
建
生

築
活
）
福祉センター改修工

指名競争入札 忘田・烏谷部・福岡・小泉・相内建築工事経常達設共同企業体 86,576,030 

事店齢（鼈者気生設
活福

備
祉

）
センタ 改疹工 指名競争入札 新栄電設共同企業体 44,166,190 

涵事齢（機者生械
設活福

備
祉

）
センタ 改珍.L 指名競争入札 涵田・アキラ・店田プラント管工事経常建設共同企業（本 84,267,150 

事高施齢者工生監理活協
業務

祉
委
セ

託
ンタ 改疹工 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
交付金事業の評価課室 福祉課・建設課











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 103,527,720 75,057,840 143,580,800 

交付金充当額 89,000,000 58,900,000 132,000,000 
平成28年度～令和元年度

I 

I 
iうち文部科学-省-分

-- --_, __ ---_,_ --------·--------· ―---________ ,, ___ _________________ ,_ ------------------. -- ,. -------'-- "' — ,''·---------•·••·----

総事業費343,982,360円
■■-・・・・・·-■......... ■ .. ■ •• -■ .... ■-.... ■ ----------賣......_ .. -.. __ .. _,. .... ----.. ----- ...... ■ ■,,_,■ ■ .. ■ ........ ■ ■---,. _____ ,_,,,. ____ ,,. .... ,_ .... ---.-, .... _, _____ ,,_ ---------•-·-----------.,, 一'

うち経済産業省分 89,000,000 58,900,000 132,000,000 

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

尾敷地区配水管更新工事(1
指名競争入札 株式会社高田工業 81,913,700 工区）

尾駁地区配水管更新工事(2
指名競争入札 株式会社鳥谷部建設工業 61,667,100 工区）

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
































	【20191202東北第24号】事業評価（六ヶ所財第375号）
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	【20200630東北第81号】事業評価（六ヶ所財第289号）



