
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

　（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。
Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 伊方町地域活性化イベント事業

1
地域活性
化措置

伊方町地域活性化イベント
事業

伊方町 5,954,429 5,397,391

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 伊方町
交付金事業実施場所 伊方町湊浦

交付金事業の概要

　伊方町において、「みかんと杜氏の里」のイメージアップによる地酒等特産品の販路拡
大及び地域の魅力向上を図ることを目的として、きなはいや伊方まつり２０１９を実施し
ます。
　・杜氏の里の酒まつりと食の祭典　・和太鼓の演奏　・きなはいや伊方おどり
　・きなはいや市場　・花火大会　・活魚のつかみどり　・こどもすもう伊方場
　所　・ふれあい広場他きなはいや伊方まつり2019に係る経費
　（イベント用仮設・設備費、宣伝費、イベント費他）

（単位：円）



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：
　伊方町第２次総合計画
　　基本目標[５]産業振興～農・漁・商工・観光が一体となる、産業全体が成長
　　　　　　　　するまちづくり
　　　施策5-3 観光・ツーリズム・商工業の振興
　　　　3 観光イベントの拡充
　　　　　観光まちづくりイベント実施事業
　　　　　・伊方町の個性と観光資源を活かした観光まちづくりイベントを開催
　　　　　　することにより、観光交流人口の拡充と伊方町の知名度アップを図
　　　　　　ります。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度
事業期間の設定理由



令和元年7月28日にきなはいや伊方まつり2019を開催し、来場者数も直近に開催した平成29
年度の31,500人を上回る、32,000人となり、地域の魅力向上及び観光交流人口の拡充と伊
方町の知名度アップを図ることができました。

5

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

観客動員数
30,000人以
上

観客動員数

成果実績 人 32,000

目標値 人 30,000

達成度 ％ 107.0%

評価年度の設定理由
事業完了後、速やかに評価できるため、同年度にて評価を実施します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

0

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

5
達成度 ％ 100.0% 0.0% 100.0%

令和元年度

交付対象の催し物・企画
の数

活動実績 件 5 0 5
活動見込 件

うち文部科学省分 0 0

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 5,090,301 0 5,954,429 5,954,429

うち経済産業省分 5,000,000 0 5,397,391

交付金充当額 5,000,000 0 5,397,391



交付金事業の担当課室 産業課観光商工室
交付金事業の評価課室 産業課観光商工室

新聞等宣伝広告 指名競争 セーラー広告㈱ 923,643

保険料 随意契約
損害保険ジャパン
日本興亜㈱

59,140

誘導委託 指名競争 愛媛綜合警備保障㈱ 1,228,608

活魚のつかみどり 随意契約 八幡浜漁協 40,000
検査料 随意契約 ㈱ビー・エム・エル 4,320
広報用ポスター作成等 随意契約 ㈱豊予社 41,040

ポロシャツ 随意契約 ㈱豊予社 43,848
横幕、ステージ看板 随意契約 ㈱八代サイン工房 38,880
会場仮設 指名競争 四国運送㈱ 3,132,000

23,328
のぼり６種 随意契約 ㈱豊予社 62,640
パンフレット 随意契約 ㈱豊予社 32,400

 チラシ（活魚のつかみどり）随意契約 ㈱豊予社
こどもすもう消耗品 随意契約  伊方町商工業協同組合 228,657

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
ＣＡＴＶ 随意契約 八西ＣＡＴＶ 54,000
イベント消耗品 随意契約  伊方町商工業協同組合 38,448
イベント消耗品 随意契約 ㈱丸越 3,477

交付金事業の契約の概要





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：
　伊方町第2次総合計画
　　基本目標[3]住環境・社会基盤～定住の希望を叶える、快適・安心・安全な
　　　　　　　 まちづくり
　　　施策3-1 道路・河川の整備、交通環境の充実
　　　　2　地区内生活道路の整備
　　　　　※災害時等の緊急車両の搬入、地域住民の生活環境の利便性、福祉の
　　　　　　向上を図ります。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和4年度

⼯事終了後
の住⺠満⾜
度80％以上
（回答数15
名以上）

目標達成
率：満足と
回答した数
÷回答数×

100

成果実績

目標値 ％ 80

達成度

評価年度の設定理由
令和3年度に完成予定のため、令和4年に再評価を実施します。

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
無



1
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

測量調査設計委託業務
活動実績 件 1 1 1
活動見込 件 1

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

1

総事業費 60,658,000 3,251,000 9,792,000 9,792,000

うち経済産業省分 50,000,000 2,900,000 8,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 50,000,000 2,900,000 8,000,000
うち文部科学省分 0 0 0

交付金事業の担当課室 建設課　地域整備室
交付金事業の評価課室 建設課　地域整備室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

仁田之浜地区内道路測量調
査設計委託業務（請負）

制限付一般競争入札 南海測量設計株式会社 9,792,000





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：
　伊方町第２次総合計画
　　基本目標[2]「ふるさと愛いっぱい」の人材（人財）が育つまちづくり
　　　施策2-1 学校教育の充実
　　　　3 教育設備・施設の充実
　　　　　※コンピューターや校内LAN等のIT設備を更新し、高度情報社会に必
　　　　　　要な「情報活用能力」を育成します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

更新完了後
のICTを活用
する授業へ
の教育環境
満足度80％
以上（回答
生徒数32名
以上）

目標達成
率：満足と
回答した数
÷回答数×

100

成果実績

目標値 ％ 80

達成度

評価年度の設定理由

　事業実施後、利用状況等を考慮し評価する必要があるため、令和２年度に評価を実施し
ます。

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
無



37
達成度 ％ 100.0% 0.0% 100.0%

令和元年度

更新台数
（ホスト用PC含む）

活動実績 台 86 0 37
活動見込 台 86

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

0

総事業費 18,576,000 0 7,678,000 7,678,000
交付金充当額 14,000,000 0 6,000,000
うち文部科学省分 0 0 0

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

情報教育等機器備品更新事
業（売買）

制限付一般競争入札 株式会社　ほうきょう 7,678,000

うち経済産業省分 14,000,000 0 6,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 教育委員会事務局　学校教育室
交付金事業の評価課室 教育委員会事務局　学校教育室





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：
　伊方町第２次総合計画
　　基本目標[2]「ふるさと愛いっぱい」の人材（人財）が育つまちづくり
　　　施策2-1 学校教育の充実
　　　　3 教育設備・施設の充実
　　　　　※コンピューターや校内LAN等のIT設備を更新し、高度情報社会に必
　　　　　　要な「情報活用能力」を育成します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和２年度

購入完了後
のICTを活用
する授業へ
の教育環境
満足度80％
以上（回答
生徒数148名
以上）

目標達成
率：満足と
回答した数
÷回答数×

100

成果実績

目標値 ％ 80

達成度

評価年度の設定理由

　事業実施後、利用状況等を考慮し評価する必要があるため、令和２年度に評価を実施し
ます。

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
無



173
達成度 ％ 100.0% 0.0% 100.0%

令和元年度

整備台数
活動実績 台 86 0 173
活動見込 台 86

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

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

0

総事業費 18,576,000 0 18,810,000 18,810,000
交付金充当額 14,000,000 0 14,000,000
うち文部科学省分 0 0 0

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

情報教育等機器備品購入事
業（売買）

制限付一般競争入札 株式会社　ほうきょう 18,810,000

うち経済産業省分 14,000,000 0 14,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 教育委員会事務局　学校教育室
交付金事業の評価課室 教育委員会事務局　学校教育室




















