
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（平成３０年度）
（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

交付金事業に要
した経費

91,619,045 70,000,0001
地域活性
化措置

幌延町立診療所運営事業 幌延町

番号 備　考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置 幌延町立診療所運営事業

番号

1
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 幌延町

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５次幌延町総合計画　後期基本計画（平成２６年度～平成３１年度）
　　基本目標３　健やかに安心して暮らせるまちづくり（保健・医療・福祉の向上）
　　　第１節　保健事業と医療体制の確保
　　　　３　医療体制の確保
　　　　　①　地域医療の充実
　　　　　　・地域で安心して医療が受けられるよう、複雑化・多様化する医療ニ
　　　　　　　ーズに対応し、町民の健康を保持するための持続的な医療体制の
　　　　　　　構築を図ります。

目標：公的医療機関の設置数　３カ所（平成３０年度目標）

　幌延町立診療所の診療所長１名、栄養士１名、看護師１１名、事務職員２名の人件費（平成３
０年４月１日～平成３１年３月３１日）１２ヶ月分
　地域において必要な医療の提供、診療体制の確保・維持を図ることにより、町民の健康を保持
するため電源立地地域対策交付金を活用します。

平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度事業開始年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 幌延町１条北ほか１件

交付金事業の概要



公的医療機関
の設置数
（カ所）

3

3

100.0%

評価年度 平成３０年度

成果実績

目標値

活動指標

人月

人月

% 94.4% 0.0% 0.0%

診療所長・栄養士・看護師・
事務職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

170

180

成果目標 成果指標

年度年度

達成度

カ所

カ所

%

達成度

交付金事業の活動指標
及び活動実績

平成３０年度単位

活動実績

活動見込

交付金事業の成果目標
及び成果実績

評価年度の設定理由
事業完了時に評価を実施するため。

　本交付金の活用により、平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日の１２ヶ月において、幌
延町立診療所の診療所長１名、栄養士１名、看護師１１名及び事務職員２名を確保しました。
　これにより、町内唯一の有床医療施設である町立診療所において、十分な医療体制を確保で
き、第５次幌延町総合計画に掲げた「公的医療機関の設置数３カ所」に寄与しました。また、平
成３０年度患者数17,658名（外来15,077名・入院2,581名）に対して、適切な医療サービスを提
供することができました。
　本事業は、町民の健康を保持するため、診療体制の確保・維持を図ることが必要であることか
ら、平成３１年度以降も引き続き本交付金により実施し、地域住民の福祉の向上を図っていく予
定です。

無

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

単位

公的医療機関
の設置数
（３カ所）



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

幌延町立診療所

幌延町産業振興課企画振興グル―プ

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用

診療所長　１名
栄養士　　１名
看護師　１１名
事務職員　２名

91,619,045

70,000,000

70,000,000

91,619,045

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費
等

平成３０年度 年度 年度 備　考

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（平成３０年度）
（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名
交付金事業に要

した経費

11,384,002 10,000,0001
地域活性
化措置

幌延町保健センター運営事業 幌延町

番号 備　考交付金充当額



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

交付金事業実施場所 幌延町字幌延

交付金事業の概要

　幌延町保健センターの保健師１名及び栄養士１名の人件費（平成３０年４月１日～平成３１年
３月３１日）１２ヶ月分
　町民の健康づくりを総合的に推進するため、地域に必要な相談・支援体制を確保・維持するた
め電源立地地域交付金を活用します。

平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度事業開始年度

事業期間の設定理由

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

交付金事業に関係する主要政策・施策：
　第５次幌延町総合計画　後期基本計画（平成２６年度～平成３１年度）
　　基本目標３　健やかに安心して暮らせるまちづくり（保健・医療・福祉の向上）
　　　第１節　保健事業と医療体制の確保
　　　　１　保健事業の推進
　　　　　①　母子保健事業の推進
　　　　　　・妊娠・出産から子育てまで母と子の健康を確保できるよう、母子保健
　　　　　　　事業を推進するとともに、育児不安を軽減するため子育て情報の提供
　　　　　　　と親子が交流できる場の確保などの子育て支援の充実に努めます。
　　　　２　健康づくりの推進
　　　　　①　健康づくりの普及啓発
　　　　　②　健康づくり活動の推進
　　　　　　・町民の自主的な健康づくり活動を進めるため、健康手帳の交付や町広
　　　　　　　報誌や告知端末機などによる啓発活動と情報提供を推進します。

目標：乳幼児健診受診率　１００％（平成３０年度目標）
      乳幼児健診受診率：受診者数÷受診対象者×100

番号

1
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 幌延町

措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置 幌延町保健センター運営事業



交付金事業の活動指標
及び活動実績

平成３０年度単位

活動実績

活動見込

交付金事業の成果目標
及び成果実績

評価年度の設定理由
事業完了時に評価を実施するため。

　本交付金の活用により、平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日の１２ヶ月において、幌
延町保健センターの保健師１名及び栄養士１名を確保しました。
　これにより、町民の健康づくりを総合的に推進するための体制を確保することができました。
【乳幼児健診受診率：受診対象者116名の内116名の受診（4ヶ月10名、7ヶ月17名、10ヶ月19名、
13ヶ月22名、1歳半19名、3歳29名）】
　本事業は、地域に必要な健康づくり体制を確保・維持するため、平成３１年度以降も引き続き
本交付金により実施し、地域住民の福祉の向上を図っていく予定です。

無

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

単位

乳幼児健診受
診率　100％

成果目標 成果指標

年度年度

達成度

%

%

%

達成度 100.0% 0.0% 0.0%

保健師・栄養士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

24

24

乳幼児健診受
診率：受診者
数÷受診対象

者×100

100

100

100.0%

評価年度 平成３０年度

成果実績

目標値

活動指標

人月

人月

%



総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費
等

平成３０年度 年度 年度 備　考

11,384,002

10,000,000

10,000,000

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

幌延町保健福祉課

幌延町産業振興課企画振興グル―プ

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 保健師１名・栄養士１名 11,384,002



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（平成３０年度）
（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

交付金事業に要
した経費

39,447,865 30,000,0001
地域活性
化措置

幌延町認定こども園・幌延町立
へき地保育所運営事業

幌延町

番号 備　考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置 幌延町認定こども園・幌延町立へき地保育所運営事業

番号

1
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 幌延町

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５次幌延町総合計画　後期基本計画（平成２６年度～平成３１年度）
　　基本目標３　健やかに安心して暮らせるまちづくり（保健・医療・福祉の向上）
　　　第３節　児童福祉とひとり親家庭の支援
　　　　１　保育サービスの確保
　　　　　①　へき地保育所の運営
　　　　　③　認定こども園の運営
　　　　　　・子育て環境の変化により多様化する保育ニーズに対応したサービス提
              供のため、０歳児の受入や入所していない子どもと親への施設開放等
              により、保育サービスの充実に努めます。

目標：保育所入所待機児童数　０人（平成３０年度目標）

　幌延町認定こども園・幌延町立へき地保育所の保育士９名の人件費（平成３０年４月１日～平
成３１年３月３１日）１２ヶ月分
　保育を必要とする乳児、幼児又はその他児童の福祉増進を図り、地域に必要な保育体制を確
保・維持するため電源立地地域対策交付金を活用します。

平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度事業開始年度

事業期間の設定理由

交付金事業実施場所 幌延町栄町ほか１件

交付金事業の概要



要保育児の入
所率：入所者
数÷入所対象

者×100
（％）

100

100

100.0%

評価年度 平成３０年度

成果実績

目標値

活動指標

人月

人月

% 100.0% 0.0% 0.0%

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

108

108

成果目標 成果指標

年度年度

達成度

%

%

%

達成度

交付金事業の活動指標
及び活動実績

平成３０年度単位

活動実績

活動見込

交付金事業の成果目標
及び成果実績

評価年度の設定理由
事業完了時に評価を実施するため。

　本交付金の活用により、平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日の１２ヶ月において、幌
延町認定こども園・幌延町立へき地保育所の保育士９名を確保しました。
　これにより、子供を安心して預けられる環境が確保されたことから、幌延町認定こども園こど
も園９０名、幌延町立へき地保育所８名の児童を受け入れし、町内における待機児童ゼロを継続
して達成することができました。
　本事業は、地域に必要な保育体制を確保・維持するため、平成３１年度以降も引き続き本交付
金により実施し、地域住民の福祉の向上を図っていく予定です。

無

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

単位

要保育児の入
所率

（100％）



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

幌延町保健福祉課

幌延町産業振興課企画振興グル―プ

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 保育士　９名 39,447,865

30,000,000

30,000,000

39,447,865

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費
等

平成３０年度 年度 年度 備　考

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分


