
別紙

Ⅰ．事業評価総括表
（単位：円）

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
要した費用

交付金充当額 備考

1 地域活性化措置 東通村消防活動提供事業 東通村 251,228,951 250,034,000

2 地域活性化措置 東通村教育関連施設運営事業 東通村 41,391,932 40,000,000

3 地域活性化措置 東通小・中学校少人数教育導入事業 東通村 44,836,132 40,000,000



Ⅱ．事業評価個表

番号

1

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約金額

事業運営（人件費） 251,228,951

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の相手方

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし。

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

交付金事業の成果及び評価

　東通消防署には水槽付消防ポンプ車を始めとして計８台の消防車輌を、北・南両分遣所には高規格救
急車を配備し、平成２７年度の活動状況は、火災件数６件、救急出動２０９回に及んでいる。また、消
防と密接に関係のある諸団体との合同訓練の実施や消防・避難訓練、救命講習等を実施し、地域住民の
知識の普及・啓発にも貢献している。これらの消火、救命活動に万全の体制で従事すべく消防職員は
日々訓練に励んでおり、地域防災の要としての志気も高く、消防活動運営費に交付金を充当したことに
より、円滑な事業運営に寄与することができた。

　東通消防署は、東通村の防災の要として欠くことのできないものであり、平成２８年度以降も引き続き本交付金を活用し、救急救助活動等を
行い、地域住民の民生安定及び及び福祉の向上を図るものである。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 　特に予定なし。

交付金事業の概要
　火災を予防・警戒及び鎮圧し、村民の生命、身体及び財産を火災から保護する「警防活動」、火災又
は地震等の災害による被害から救出する「救助活動」、災害等による傷病者を搬送する「救急活動」等
を行う東通消防署の消防活動運営費（消防職員４４名分の人件費）として実施。

　○東通消防署の事業運営費（消防職員の人件費）
　　・平成２７年４月分～平成２８年３月分

総事業費

251,228,951

250,034,000

措　　置　　名

地域活性化措置

交付金事業実施場所

東通村

東通消防署及び北分遣所・南分遣所（東通村大字砂子又字沢内５番地３５他２箇所）

交　付　金　事　業　名

東通村消防活動提供事業

(0)

(250,034,000)

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

番号

2

交付金充当額(円）

うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の概要 （東通小・中学校）
　東通小学校において学校の教育環境整備を行っている臨時用務員１名分、及び東通中学校において学
校の教育環境整備を行っている用務員１名分の人件費として実施。
　○東通村立東通小学校の事業運営費（臨時用務員の賃金）：平成２７年４月分～平成２８年３月分
　○東通村立東通中学校の事業運営費（用務員の人件費）　：平成２７年４月分～平成２８年３月分

（東通村学校給食センター）
　東通小・中学校計２校に対して学校給食を提供するための事務職員等２名分及び調理業務を行ってい
る臨時調理員７名分の人件費として実施。
　○東通村学校給食センターの事業運営費（事務職員等の人件費・賃金）：
　　平成２７年４月分～平成２８年３月分

（東通村体育館）
　東通村におけるスポーツ・文化行事等の活動拠点施設である東通村体育館の管理・運営に従事する臨
時事務員１名分の人件費として実施。
　○東通村体育館の事業運営費（臨時事務員の賃金）：平成２７年４月分～平成２８年３月分

（東通歴史民俗資料館）
　東通村歴史民俗資料館において、収蔵物の収集・保管・展示、見学者の案内及び施設の保全整備を
行っている学芸員１名分の人件費として実施。
　○東通村歴史民俗資料館の事業運営費（学芸員の人件費）：平成２７年４月分～平成２８年３月分

地域活性化措置 東通村教育関連施設運営事業

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 東通小学校、東通中学校、東通村体育館、東通村歴史民俗資料館、東通村学校給食センター

措　　置　　名 交　付　金　事　業　名

総事業費(円）

41,391,932

40,000,000

(0)

(40,000,000)

（東通村歴史民俗資料館）
　本事業の実施により、東通村歴史民俗資料館の効果的な運営を実施することができ、収蔵物の収集・
保管・展示を円滑に行い、来館者３００名に対する村の歴史・文化を学ぶ場の提供に寄与することがで
きた。

交付金事業の成果及び評価 （東通小・中学校）
　本事業の実施により、東通小学校の児童２９９名、東通中学校の生徒１７８名に対して、安全で安心
かつ快適な教育環境を提供することができ、生徒達が「知・徳・体」の調和がとれ個を生かし逞しく未
来に夢を持って「生きる力」を育むための人間形成が図られた。



契約の目的 契約の方法 契約金額(円）

事業運営（人件費・賃金） 41,391,932

　特に予定なし。

契約の相手方

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし。

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

（東通小・中学校）
　本事業の実施は、東通小・中学校の児童・生徒のより豊かで快適な教育環境の維持と健全育成に寄与することから、平成２８年度以降も引き
続き本交付金を活用し、事業の円滑化を図るものである。

（東通村学校給食センター）
　本事業の実施は、児童・生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、村民の食生活の改善に寄与することから、平成２８年度以降も引き続き本交
付金を活用し、事業の円滑化を図るものである。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

（東通村体育館）
　村民の体育の振興とレクリエーション、その他健康で文化的な行事等の用に供する施設の管理・運営
に従事する臨時事務員１名分の人件費に交付金を充当したことにより、円滑な事業運営に寄与し、平成
２７年度の利用者数は２６，７０３名を数え、村民の健康増進及び福祉の向上に寄与することができ
た。

（東通村体育館）
　東通村体育館は、村民がスポーツに親しむ機会並びにその他文化的な行事の用に供するための施設であり、村民の健康増進及び福祉の向上に
寄与することから、平成２８年度以降も引き続き本交付金を活用し、事業の円滑化を図るものである。

（東通村歴史民俗資料館）
　東通村歴史民俗資料館は、村の歴史、芸術、民俗等の文化的資料の収集・保管・展示を行うための施設であり、貴重な資料の保存のほか、村
民及び来館者への歴史・文化を学ぶ機会の創出などに寄与することから、平成２８年度以降も引き続き本交付金を活用し、事業の円滑化を図る
ものである。

（東通村学校給食センター）
　本事業の実施により、平成２７年度においては、東通小・中学校計２校の発育期にある児童生徒４７
７名に対して、東通小学校１９８日、東通中学校１９０日の間、安心・安全な食材を使用したバランス
の取れた学校給食を安定的かつ円滑に提供することができ、食生活の合理化、栄養の改善及び健康増進
並びに学校給食の普及と健全育成に寄与することができた。



Ⅱ．事業評価個表

番号

3

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

契約の目的 契約の方法 契約金額

事業運営（人件費） 44,836,132

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 　特に予定なし。

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし。

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　本事業の実施は、複雑かつ多様化する社会の教育的要請に応えるとともに、学習指導、生徒指導や進路指導等により確かな学力を培い、ひい
ては個性の伸長に寄与するため、村の教育の根幹をなす事業として位置付けており、平成２８年度以降も引き続き本交付金を活用し、事業の円
滑化を図るものである。

東通村

措　　置　　名 交　付　金　事　業　名

40,000,000

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の相手方

交付金事業の概要
　東通小学校及び東通中学校において、より個に応じた学習指導など教育環境の充実を図ることを目的
に少人数学級等に対応する村費負担教職員１２名分の人件費として実施。

　○東通小学校及び東通中学校の事業運営費（村費負担教職員（常勤講師）の人件費）
　　・平成２７年４月分～平成２８年３月分

総事業費

44,836,132 (0)

(40,000,000)

交付金事業の成果及び評価

　本事業の実施により、一人一人の子どもが、各教科及び総合的な学習の時間等に主体的に取り組み、
確かな学力を身に付けることができるよう、言語活動の充実を図りながら、一人一人の能力・適正に応
じた指導と学習習慣の育成を行うため、村独自の学級編成による少人数学級、ＴＴ（ティーム・ティー
チング）指導、習熟度学習、小学校の英語教育や専科指導など、個に応じた学習指導を展開し、児童生
徒４７７名は安心しながら、のびのびと質の高い教育活動を享受することができ、学力の向上はもとよ
り、スポーツ及び文化活動においても個性の伸長に大きく寄与することができた。

交付金事業実施場所 東通村立東通小学校及び東通中学校（東通村大字砂子又字沢内９番地４）

地域活性化措置 東通小・中学校少人数教育導入事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名



別紙

Ⅰ．事業評価総括表
（単位：円）

1 地域活性化措置
東通小・中学校通学バス運行
委託事業

東通村 187,494,696 101,632,000

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 備考



Ⅱ．事業評価個表

株式会社尻屋観光 17,016,264

東通小･中学校スクールバス６号車運行業務委託 指名競争入札 下北交通株式会社 12,721,644

東通小･中学校スクールバス７号車運行業務委託 指名競争入札 株式会社尻屋観光 10,083,204

東通小･中学校スクールバス４号車運行業務委託 指名競争入札 株式会社尻屋観光 12,553,056

東通小･中学校スクールバス５号車運行業務委託 指名競争入札 下北交通株式会社 10,881,324

11,384,064

契約の相手方 契約金額（単位：円）

東通小･中学校スクールバス１号車運行業務委託 指名競争入札 下北交通株式会社 13,635,540

東通小･中学校スクールバス８号車運行業務委託 指名競争入札 下北交通株式会社 16,984,404

東通小･中学校スクールバス３号車運行業務委託 指名競争入札 株式会社尻屋観光 12,981,384

東通小･中学校スクールバス９号車運行業務委託 指名競争入札

総事業費（単位：円） 187,494,696

交付金充当額

交付金事業の成果及び評価
　本事業の実施により、児童・生徒の登下校の安全確保が図られ、当村における教育機会均等並びに教育
水準の向上に寄与し、平成２７年度においては、東通小学校２１６日、東通中学校２７４日運行し、児
童・生徒延べ約１０３，０００名がスクールバスを利用した。

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

東通小･中学校スクールバス２号車運行業務委託 指名競争入札 下北交通株式会社

番号 措置名 交付金事業名

1 地域活性化措置 東通小・中学校通学バス運行委託事業

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 村内一円

交付金事業の概要

　遠距離通学を余儀なくされている東通小学校及び東通中学校の児童生徒の通学を容易にし、登下校の安
全確保を図るため、スクールバス運行を行うための委託費として実施。
　○東通小・中学校スクールバス運行業務委託
　　　平成２７年４月～平成２８年３月分

101,632,000

　うち文部科学省分 （0）

　うち経済産業省分 (101,632,000)



成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

  特に予定なし。

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

  本事業の実施は、児童・生徒の通学を容易にするとともに、登下校の安全確保を図り、ひいては教育機会均等並びに教育水準の向上
に寄与することから、平成２８年度以降も引き続き本交付金を活用し、事業の円滑化を図るものである。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度  特に予定なし。

株式会社尻屋観光 14,430,636

東通小･中学校スクールバス13号車運行業務委託 指名競争入札 下北交通株式会社 14,184,072

東通小･中学校スクールバス14号車運行業務委託 指名競争入札 株式会社尻屋観光 10,457,748

東通小･中学校スクールバス10号車運行業務委託 指名競争入札 下北交通株式会社 15,524,028

東通小･中学校スクールバス11号車運行業務委託 指名競争入札 下北交通株式会社 14,657,328

東通小･中学校スクールバス12号車運行業務委託 指名競争入札



別紙

Ⅰ．事業評価総括表
（単位：円）

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 備考

1 地域活性化措置
東通村一般廃棄物収集運搬委
託事業

東通村 36,936,000 36,936,000



Ⅱ．事業評価個表

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 村内一円

交付金事業の概要

　東通村の一般家庭から排出される一般廃棄物を村内各所の収集ステーションより収集・運搬し、一般廃
棄物等処理施設に搬入を行うための委託費として実施。
　
　○一般廃棄物収集運搬業務委託（可燃ごみ：週２回、不燃ごみ：月２回、粗大ごみ：月１回 等）
　　平成２７年４月～平成２８年３月分

36,936,000

　うち文部科学省分 （0）

　うち経済産業省分 (36,936,000)

番号 措置名 交付金事業名

1 地域活性化措置 東通村一般廃棄物収集運搬委託事業

総事業費（単位：円） 36,936,000

交付金充当額

交付金事業の成果及び評価

　本事業の実施により、村内２７９ヶ所の収集ステーションより効率的かつ安定的に一般廃棄物を収集・
運搬することができ、村民の衛生的な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与し、さらには資源ゴミの
分別を行うことによって資源のリサイクルにも寄与することができた。

　○平成２７年度収集実績
　　可燃ゴミ １，２６５，６８０ｔ、不燃ゴミ１４４，３５０ｔ、粗大ゴミ４，３４０ｔ、
　　資源ゴミ等 ６５，９４０ｔ、　計 １，４８０，３１０ｔ

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

一般廃棄物収集運搬業務委託
（２号　可燃、不燃、粗大）

指名競争入札 株式会社快清 12,312,000

契約の相手方 契約金額（単位：円）

一般廃棄物収集運搬業務委託
（１号　資源、可燃、不燃、粗大）

指名競争入札 株式会社東通環境開発 12,744,000

一般廃棄物収集運搬業務委託
（３号　可燃、不燃、粗大）

指名競争入札 有限会社中里塵芥社 11,880,000



成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

  特に予定なし。

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

  本事業の実施は、村民の衛生的な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することから、平成２８年度以降も引き続き本交付金を
活用し、事業の円滑化を図るものである。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度  特に予定なし。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表
（単位：円）

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 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

東通村診療所備品更新事業 東通村 43,848,000 43,362,000



Ⅱ．事業評価個表

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 東通村診療所

交付金事業の概要
　東通村の医療の中核を担う東通村診療所は、平成１２年４月の開所から１５年を経ており、医療機器の
経年劣化による不具合等が頻発していることから、安定した医療サービスの提供と地域住民の更なる健康
維持を図るため、医療機器の更新を行った。

43,362,000

　うち文部科学省分 （0）

　うち経済産業省分 (43,362,000)

番号 措置名 交付金事業名

1
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

東通村診療所備品更新事業

総事業費（単位：円） 43,848,000

交付金充当額

交付金事業の成果及び評価
　本事業の実施により、全身用X線CT装置、上部消化管ビデオスコープ、大腸ビデオスコープ、内視鏡洗
滌消毒装置各１台の更新を行い、検査、診療業務の維持・向上が図られ、悪性新生物等の早期発見・治療
に寄与することができた。

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

内視鏡ビデオスコープ購入 指名競争入札 (株)加賀医療器 10,584,000

契約の相手方 契約金額（単位：円）

全身用X線CT装置購入 指名競争入札 コセキ(株)青森営業所 33,264,000

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし



別紙

Ⅰ．事業評価総括表
（単位：円）

1
公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

野牛川海浜湖沼公園整備事業 東通村 9,396,000 9,396,000

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 備考



Ⅱ．事業評価個表

契約の相手方 契約金額（単位：円）

野牛川海浜湖沼公園園路設計業務委託 指名競争入札

　平成２８年度においても交付金を活用し、野牛川海浜湖沼公園の整備工事を実施し、本村の観光拠点として整備していくこととした
い。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

番号 措置名 交付金事業名

1
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

野牛川海浜湖沼公園整備事業

　本事業の実施により、野牛川海浜湖沼公園園路整備に係る地質調査、測量、設計業務が完了し、平成２
８年度の園路整備工事等を実施できる環境が整備された。

(株)コサカ技研 9,396,000

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

なし

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

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 東通村大字野牛地内

交付金事業の概要
　国定公園尻屋崎とむつ市の間に位置し、新たな観光ゾーンとして整備を進めている野牛川海浜湖沼公園
内に、来園者が自然に間近にふれ親しむことができる園路を整備するための地質調査、測量、設計業務委
託に交付金を充当した。

9,396,000

　うち文部科学省分 （0）

　うち経済産業省分 (9,396,000)

総事業費（単位：円） 9,396,000

交付金充当額

交付金事業の成果及び評価



別紙

Ⅰ．事業評価総括表
（単位：円）

1 地域活性化措置 東通村除雪委託事業 東通村 98,226,000 48,500,000

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 備考



Ⅱ．事業評価個表

  特に予定なし。

ひとみの里周辺除雪委託 指名競争入札 有限会社南川工業 10,983,600

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

南地区１号除雪委託 指名競争入札 リバー建設株式会社 12,690,000

南地区２号除雪委託 指名競争入札 野村建設株式会社 19,666,800

北地区２号除雪委託 指名競争入札 有限会社東陽建設 14,234,400

中地区除雪委託 指名競争入札 川端管工土木株式会社 7,873,200

契約の相手方 契約金額（単位：円）

幹線道路除雪委託 指名競争入札 株式会社川村建設 22,928,400

総事業費（単位：円） 98,226,000

交付金充当額

交付金事業の成果及び評価
　冬期間の村道・生活道路延長約１４０．０２５㎞の除雪委託費に交付金を充当したことにより、冬期間
における降雪を原因とする交通事故の防止及び村民の安全・安心な道路交通が確保でき、経済活動の停滞
防止に寄与した。

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

北地区１号除雪委託 指名競争入札 野村建設株式会社 9,849,600

番号 措置名 交付金事業名

1 地域活性化措置 東通村除雪委託事業

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 村内一円

交付金事業の概要

　東通村における道路交通を確保し、村民の生活安定と産業の停滞防止を図ることを目的に幹線道路・生
活道路（延長約１４０．０２５㎞）の除雪を行うための委託費として実施。

　○東通村除雪委託事業（村道・生活道路延長約１４０．０２５㎞）
　　・平成２７年１０月２９日～平成２８年３月３１日

80,023,000

　うち文部科学省分 （0）

　うち経済産業省分 (80,023,000)



本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度  特に予定なし。
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