
別紙

Ⅰ．事業評価総括表 

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

東通小、中学校教育用
コンピューター等購入
事業

東通村 125,352,360 125,000,000

（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



Ⅱ．事業評価個表

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 東通小・中学校教育用コンピューター等購入事業

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）

交付金事業の概要
　東通小学校及び東通中学校において、学力向上を目指すとともに教職員業務の効率化を図り、個に応じた
学習指導など教育環境の充実を図るために行ってきたＩＣＴ教育を継続するために教育用コンピューター等の
購入を実施します。

総事業費 125,352,360

交付金充当額 125,000,000

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 125,000,000

交付金事業の成果目標
　子どもたちの情報活用能力の育成、分かりやすく深まる授業の実現、校務の情報化による校務負担軽減等
を一層充実させ、また児童生徒の学力向上と教職員指導環境の一層の効率化を図ります。

交付金事業の成果指標
　東通小学校の児童２９６名、東通中学校の生徒１５７名の情報活用能力の育成、分かりやすく深まる授業の実
現、校務の情報化により東通小学校職員３４名、東通中学校職員２５名の校務負担軽減を図ります。

交付金事業の成果及び評
価

　本事業の実施により、東通小学校の児童２９６名、東通中学校の生徒１５７名の情報活用能力の育成、分かりや
すく深まる授業の実現、校務の情報化により東通小学校職員３４名、東通中学校職員２５名の校務負担軽減等が
益々充実し、児童生徒の学力向上と教職員指導環境の一層の効率化に寄与することができました。

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

東通小学校教育用コンピューター等購入 指名競争入札 ㈱高橋教材 57,024,000

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

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

東通小学校校務支援ソフト等購入 随意契約 ㈱高橋教材 12,960,000

東通中学校教育用コンピューター等購入 指名競争入札 ㈱東京堂 55,368,360



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 

228,899,000

（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 228,899,000



Ⅱ．事業評価個表

総事業費 228,899,000

交付金充当額 228,899,000

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 228,899,000

交付金事業の成果目標 　後年度における各種公共事業の実施の確保を図ります。

交付金事業の成果指標 　後年度における各種公共事業の実施の確保を図ります。

交付金事業の成果及び評
価

　当初の計画どおり東通村電源立地地域対策交付金基金（事業運営基金）の積立てを実施したことで、後年度
における各種公共事業の実施の確保に寄与することができました。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 当該基金を処分した翌年度

基金造成 積立 ― 228,899,000

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

　後年度における消防活動提供事業、教育関連施設運営事業、小・中学校少人数教育導入事業、住民健診委託
事業、高齢者インフルエンザ予防接種委託事業、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、
除雪委託事業の実施にあたり、東通村電源立地地域対策交付金基金（事業運営基金）を積立を実施します。

番号 措置名 交付金事業の名称

1 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 東通村大字砂子又字沢内５番地３４

交付金事業の概要



別紙

Ⅰ．事業評価総括表
（単位：円）

交付金事業に要し
た経費

交付金充当額 備考番号 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

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 172,515,420 110,000,000



Ⅱ．事業評価個表

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 10,828,512

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 9,309,600

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 12,367,404

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 12,644,100

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 11,686,032

番号 措置名 交付金事業の名称

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 東通村一円

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２８年４月～平成２９年３月分

総事業費（単位：円）

交付金充当額 110,000,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 110,000,000

110,000,000

(172,515,420)

交付金事業の成果目標
　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。

交付金事業の成果指標
　遠距離通学を余儀なくされている東通小学校児童約２９０人及び東通中学校生徒約１５０人の通学を容易にし、登下
校の安全確保を図る。

交付金事業の成果及び評価
　本事業の実施により、平成２８年度においては、東通小学校２０９日、東通中学校２７０日運行され、児童・生徒延
べ約１０４，２５０名がスクールバスを利用し、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た。

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額（単位：円）



無

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 11,709,252

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 12,747,996

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 8,522,280

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 株式会社尻屋観光 12,279,492

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 14,527,188

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 13,295,772

株式会社尻屋観光 16,855,452

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 下北交通株式会社 15,753,960

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

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 9,988,380

計 172,515,420

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 該当なし



別紙

Ⅰ．事業評価総括表
（単位：円）

交付金充当額 備考

32,184,000

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

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 32,184,000



Ⅱ．事業評価個表

無

計 32,184,000

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 該当なし

一般廃棄物収集運搬業務委託（２号） 指名競争入札 有限会社相内興業 10,584,000

一般廃棄物収集運搬業務委託（３号） 指名競争入札 有限会社中里塵芥社 9,720,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 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） 指名競争入札 株式会社東通環境開発 11,880,000

交付金事業の成果目標
　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・運搬し、村民の衛生的な生活環境
の保全及び公衆衛生の向上。

交付金事業の成果指標
　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・運搬し、村民約６，８００人の衛
生的な生活環境の保全及び公衆衛生の向上。

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２８年度収集実績
　　可燃ゴミ 1,264,650t、不燃ゴミ 137,960t、粗大ゴミ 11,000t、資源ゴミ等 60,630t　　計 1,474,240t

総事業費（単位：円）
32,184,000

交付金充当額 32,184,000

うち文部科学省分

(32,184,000) うち経済産業省分 32,184,000

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２８年４月～平成２９年３月分

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 東通村一般廃棄物収集運搬委託事業



別紙

Ⅰ．事業評価総括表
（単位：円）

交付金事業に要し
た経費

交付金充当額 備考番号 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

1 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 139,553,000 139,553,000



Ⅱ．事業評価個表

無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 基金処分の翌年度成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

基金造成 積立 － 139,553,000

交付金事業の成果目標 　後年度における各種公共事業の実施の確保。

交付金事業の成果指標 　後年度における各種公共事業の実施確保のための基金造成。

交付金事業の成果及び評価
　当初の計画どおり東通村電源立地地域対策交付金基金（事業運営基金）の積立てを実施したことで、後年度における
各種公共事業の実施の確保に寄与することができた。

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額（単位：円）

総事業費（単位：円）
139,553,000

交付金充当額 139,553,000

うち文部科学省分

(139,553,000) うち経済産業省分 139,553,000

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 東通村大字砂子又字沢内

交付金事業の概要
　後年度における消防活動提供事業、教育関連施設運営事業、小・中学校少人数教育導入事業、住民健診委託事業、高
齢者インフルエンザ予防接種委託事業、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、除雪委託事業の
実施にあたり、東通村電源立地地域対策交付金基金（事業運営基金）を積立てする。

番号 措置名 交付金事業の名称

1 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）
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