
（様式７－２）

石川県知事　馳　浩　殿

住所 七尾市袖ケ江町イ部２５番地
氏名 七尾市長　　茶　谷　義　隆

電源立地地域対策交付金の運用について（通達）１２．の規定による基金の事業評価報告書
発企政 第11号
令和4年5月2日

　電源立地地域対策交付金で造成した別記１．の基金について、電源立地地域対策交付金の運用について（通達）１２．（２）の規定に基づ
き、当該基金事業の成果の評価について、別紙のとおり報告します。
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１．基金の名称 中島文化センター改修積立基金
２．基金の対象施設（又は事業） 中島文化センター
３．基金造成に係る交付決定状況

（単位：円）

（備考）造成年度が２以上ある場合は、必要に応じ欄を設けること。
（注）用紙の大きさは、日本産業規格に定めるＡ４とし、横位置とすること。

1,000,000

令和元年度 令和元年6月28日 企第404号 令和元年10月21日 企第727号 1,000,000 1,000,000

平成３０年度 平成30年6月28日 企第485号 平成30年11月27日 企第941号 1,000,000

1,000,000

平成２９年度 平成29年6月30日 企第449号 平成29年12月5日 企第907号 1,000,000 1,000,000

平成２８年度 平成28年6月29日 企第479号 平成28年12月6日 企第1061号 1,000,000

1,000,000

平成２７年度 平成27年6月29日 企第462号 平成28年1月12日 企第1194号 1,000,000 1,000,000

平成２６年度 平成26年6月23日 企第517号 平成26年11月19日 企第1255号 1,000,000

1,000,000

平成２５年度 平成25年6月28日 企第449号 平成25年11月1日 企第966号 1,000,000 1,000,000

平成２４年度 平成24年6月29日 企第467号 平成24年10月10日 企第828号 1,000,000

1,000,000

平成２３年度 平成23年6月29日 企第617号 平成24年1月22日 企第1333号 1,000,000 1,000,000

平成２２年度 平成22年6月25日 企第631号 平成23年2月28日 企第1818号 1,000,000

1,000,000

平成２１年度 平成21年6月26日 企第665号 平成22年2月16日 企第1722号 1,000,000 1,000,000

平成２０年度 平成20年6月30日 企第1012号 平成21年3月12日 企第2038号の1 1,000,000

平成１７年度 平成17年8月26日 企第1188号 平成18年4月3日 企第2429号 20,000,000 1,000,000

1,000,000

平成１９年度 平成19年8月9日 企第963号 平成20年3月12日 企第2093号 1,000,000 1,000,000

平成１８年度 平成18年9月25日 企第1293号 平成19年4月13日 企第2368号 20,000,000

別記

年　度

平成１６年度 平成16年9月17日 資第195号 平成16年12月20日 資第291号

基　金 交付決定 交付金の額の確定
造　成

交付決定年月日
交付決定通知

文書番号
確定年月日

確定通知
文書番号

確定額 うち基金造成額

1,000,000 1,000,000
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別紙

１．事業評価総括表
（単位：円）

（備考）事業が２以上ある場合は、必要に応じ欄を設けること。

5
中島文化センター屋上モルタル補修
工事

七尾市
令和2年12月15日か
ら令和3年3月30日ま
で

385,000 102,953

4
令和２年度　中島文化センター女子
トイレ洋式化工事

七尾市
令和2年10月29日か
ら令和3年3月19日ま
で

4,540,800 4,540,800

3
七尾市中島文化センター消防設備改
修工事

七尾市
令和2年4月27日から
令和2年7月20日まで 414,700 414,700

2 中島文化センター舞台袖幕交換工事 七尾市
平成27年6月11日か
ら平成27年10月9日
まで

3,186,000 1,258,400

1 中島文化センター屋上防水改修工事 七尾市
平成27年5月25日か
ら平成27年8月28日
まで

9,741,600 9,741,600

事業評価報告書

番号 事業名 事業主体
開始・完了

年月日
総事業費 うち基金充当額 備考
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２．事業評価個表
（単位：円）

基金事業の担当課室 七尾市教育委員会スポーツ・文化課
基金事業の評価課室 七尾市総務部企画財政課

基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

工事 一般入札 ナナオ土建（株） 9,741,600

うち経済産業省分 9,741,000
うち文部科学省分
基金充当額 9,741,600
総事業費 9,741,600

基金事業の総事業費等 平成27年度 年度 年度 年度 年度 備考

屋上防水工事
基金事業の活動指標及

び活動実績

活動指標

達成度 100%
活動見込 式 1

年度 年度 年度
活動実績 式 1

単位 平成27年度 年度

事業期間の設定理由

基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

評価年度の設定理由
基金事業終了年度の翌年度に評価を実施

基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、屋上防水工事を実施し、当施設の機能の低下を防止するとともに、利用者の利便性を向上す
ることができました。引き続き、地域の文化資源として演劇の価値を高め、「演劇のまち」七尾の魅力を創出すると
ともに、演劇文化の次世代への継承を図っていきます。

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

基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

事業開始年度 事業終了（予定）年度

1 中島文化センター屋上防水改修工事 七尾市 七尾市中島町

基金事業の概要
屋上防水改修工事（A=955㎡）に本交付金を活用することで、老朽化等による当施設の機能の低下を防止するととも
に、利用者の利便性を向上させ、演劇文化の振興に努めます。

番号 事業名 事業主体 基金事業実施場所
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（単位：円）

基金事業の担当課室 七尾市教育委員会スポーツ・文化課
基金事業の評価課室 七尾市総務部企画財政課

基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

工事 随意契約 （株）エス・シー・アライアンス 3,186,000

うち経済産業省分 1,258,400
うち文部科学省分
基金充当額 1,258,400
総事業費 3,186,000

基金事業の総事業費等 平成27年度 年度 年度 年度 年度 備考

舞台袖幕交換工事
基金事業の活動指標及

び活動実績

活動指標

達成度 100%
活動見込 式 1

年度 年度 年度
活動実績 式 1

単位 平成27年度 年度

事業期間の設定理由

基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

評価年度の設定理由
基金事業終了年度の翌年度に評価を実施

基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、舞台袖幕交換工事を実施し、当施設の機能の低下を防止するとともに、利用者の利便性を向
上することができました。引き続き、地域の文化資源として演劇の価値を高め、「演劇のまち」七尾の魅力を創出す
るとともに、演劇文化の次世代への継承を図っていきます。

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

基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

事業開始年度 事業終了（予定）年度

2 中島文化センター舞台袖幕交換工事 七尾市 七尾市中島町

基金事業の概要
舞台袖幕交換工事（N＝1箇所）に本交付金を活用することで、老朽化等による当施設の機能の低下を防止するととも
に、利用者の利便性を向上させ、演劇文化の振興に努めます。

番号 事業名 事業主体 基金事業実施場所
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（単位：円）

基金事業の担当課室 七尾市教育委員会スポーツ・文化課
基金事業の評価課室 七尾市総務部企画財政課

基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

工事 随意契約 (株）北陸綜合防災センター 414,700

うち経済産業省分 414,700
うち文部科学省分
基金充当額 414,700
総事業費 414,700

基金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 年度 年度 備考

消防施設改修工事
基金事業の活動指標及

び活動実績

活動指標

達成度 100%
活動見込 式 1

年度 年度 年度
活動実績 式 1

単位 令和２年度 年度

事業期間の設定理由

基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

評価年度の設定理由
基金事業終了年度の翌年度に評価を実施

基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、消防設備改修工事を実施し、当施設の機能の低下を防止するとともに、利用者の利便性を向
上することができました。引き続き、地域の文化資源として演劇の価値を高め、「演劇のまち」七尾の魅力を創出す
るとともに、演劇文化の次世代への継承を図っていきます。

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

基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２次七尾市総合計画（令和元年度～令和１０年度）
　Ⅳ．恵まれた自然環境や輝かしい歴史・文化を守り伝えるまち
　　Ⅳ-２．歴史・文化の継承
　　（４）優れた芸術・演劇文化に触れる機会の充実
　　　②演劇文化の振興
　　　　能登演劇堂をはじめとした様々な場所での公演やワークショップなどの教育普及事業の実施により、地域の
　　　　文化資源として演劇の価値を高め、「演劇のまち」七尾の魅力を創出するとともに、演劇文化の振興に携わ
　　　　る幅広い人材を育成し、次世代への継承を図ります。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

3
七尾市中島文化センター
消防設備改修工事

七尾市 七尾市中島町

基金事業の概要
消防設備改修工事（N＝1箇所）に本交付金を活用することで、老朽化等による当施設の機能の低下を防止するととも
に、利用者の利便性を向上させ、演劇文化の振興に努めます。

番号 事業名 事業主体 基金事業実施場所
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（単位：円）

基金事業の担当課室 七尾市教育委員会スポーツ・文化課
基金事業の評価課室 七尾市総務部企画財政課

基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

工事 一般入札 （株）シラヤマ 4,540,800

うち経済産業省分 4,540,800
うち文部科学省分
基金充当額 4,540,800
総事業費 4,540,800

基金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 年度 年度 備考

女子トイレ洋式化
工事

基金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

達成度 100%
活動見込 式 1

年度 年度 年度
活動実績 式 1

単位 令和２年度 年度

事業期間の設定理由

基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

評価年度の設定理由
基金事業終了年度の翌年度に評価を実施

基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、女子トイレ洋式化工事を実施し、当施設の機能の低下を防止するとともに、利用者の利便性
を向上することができました。引き続き、地域の文化資源として演劇の価値を高め、「演劇のまち」七尾の魅力を創
出するとともに、演劇文化の次世代への継承を図っていきます。

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

基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２次七尾市総合計画（令和元年度～令和１０年度）
　Ⅳ．恵まれた自然環境や輝かしい歴史・文化を守り伝えるまち
　　Ⅳ-２．歴史・文化の継承
　　（４）優れた芸術・演劇文化に触れる機会の充実
　　　②演劇文化の振興
　　　　能登演劇堂をはじめとした様々な場所での公演やワークショップなどの教育普及事業の実施により、地域の
　　　　文化資源として演劇の価値を高め、「演劇のまち」七尾の魅力を創出するとともに、演劇文化の振興に携わ
　　　　る幅広い人材を育成し、次世代への継承を図ります。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

4
令和２年度　中島文化センター女子
トイレ洋式化工事

七尾市 七尾市中島町

基金事業の概要
女子トイレ洋式化工事（N=9組）に本交付金を活用することで、老朽化等による当施設の機能の低下を防止するとと
もに、利用者の利便性を向上させ、演劇文化の振興に努めます。

番号 事業名 事業主体 基金事業実施場所
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（単位：円）

基金事業の担当課室 七尾市教育委員会スポーツ・文化課
基金事業の評価課室 七尾市総務部企画財政課

基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

工事 随意契約 （有）坂口総合建材 385,000

うち経済産業省分 102,953
うち文部科学省分
基金充当額 102,953
総事業費 385,000

基金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 年度 年度 備考

屋上モルタル補修
工事

基金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標

達成度 100%
活動見込 式 1

年度 年度 年度
活動実績 式 1

単位 令和２年度 年度

事業期間の設定理由

基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

評価年度の設定理由
基金事業終了年度の翌年度に評価を実施

基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、屋上モルタル補修工事を実施し、当施設の機能の低下を防止するとともに、利用者の利便性
を向上することができました。引き続き、地域の文化資源として演劇の価値を高め、「演劇のまち」七尾の魅力を創
出するとともに、演劇文化の次世代への継承を図っていきます。

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

基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２次七尾市総合計画（令和元年度～令和１０年度）
　Ⅳ．恵まれた自然環境や輝かしい歴史・文化を守り伝えるまち
　　Ⅳ-２．歴史・文化の継承
　　（４）優れた芸術・演劇文化に触れる機会の充実
　　　②演劇文化の振興
　　　　能登演劇堂をはじめとした様々な場所での公演やワークショップなどの教育普及事業の実施により、地域の
　　　　文化資源として演劇の価値を高め、「演劇のまち」七尾の魅力を創出するとともに、演劇文化の振興に携わ
　　　　る幅広い人材を育成し、次世代への継承を図ります。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

5
中島文化センター屋上モルタル補修
工事

七尾市 七尾市中島町

基金事業の概要
屋上モルタル補修工事（A=35㎡）に本交付金を活用することで、老朽化等による当施設の機能の低下を防止するとと
もに、利用者の利便性を向上させ、演劇文化の振興に努めます。

番号 事業名 事業主体 基金事業実施場所
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