


















別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

Ⅱ．事業評価個表（令和２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

番号 措置名 交付金事業の名称
1 福祉対策措置 動物運搬車整備事業

交付金充当額 備　考

1 福祉対策措置 動物運搬車整備事業 愛媛県 5,491,900 5,368,000

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

【主要政策・施策】
　愛媛県動物愛護管理推進計画

【目標】動物運搬車を活用し、県内各地でのふれいあい教室やしつけ方教室および適正飼養の啓発イベント等を広く開催し、県民への
動物の適正飼養等に関する啓発機会を増やすとともに、犬猫の移動譲渡会を拡充することで、譲渡数の増加に繋げ、殺処分される動物
を減らし、もって県民と動物のよりよい関係を構築する。

　　　　動物愛護啓発事業への参加者数　目標値：5,000人以上（R3） 　実績値：2,345人（H30）

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 愛媛県
交付金事業実施場所 愛媛県松山市東川町（愛媛県動物愛護センター）

交付金事業の概要

県内各地での譲渡会の開催や、正しい動物との接し方や飼い方を広めるため、動物愛護教室やふれあい教室の充実を図り、不幸な動物
が生まれることを防ぐなど、地域における人と動物のより良い関係（ペットを飼っている人も飼っていない人も安心して暮らせる環境
づくり）を築き、住民福祉の向上を目指します。
　整備する機器：動物運搬車　１台

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

動物愛護啓発事業
への参加者数
5,000人以上

動物愛護啓発事業
への参加者数

成果実績 人
目標値 人 5,000
達成度

評価年度の設定理由

交付金を活用した機器整備が令和２年度であるため、３年度の実績を踏まえ、年間の評価を４年度に実施します。

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



達成度 100.0%
取得した機器の台数

活動実績 式 1
活動見込 式 1

交付金事業の総事業費等 令和２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 令和２年度

総事業費 5,491,900

うち経済産業省分 5,368,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 5,368,000

うち文部科学省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
物品購入【動物運搬車】 （一般）入札 愛媛日産自動車(株) 5,368,000

その他【リサイクル料】
その他【重量税】
その他【自賠責保険料】

随意契約（少額）
随意契約（少額）
随意契約（少額）

（公財）自動車リサイクル促進センター
（一社）愛媛県自動車整備振興会

全国共済農業協同組合連合会

9,100
32,800
36,560

その他【販売諸費用（課税分）】 随意契約（少額） 愛媛日産自動車(株) 41,900
その他【預り法定費用（非課税分）】 随意契約（少額） 愛媛日産自動車(株) 3,540

交付金事業の担当課室 保健福祉部健康衛生局薬務衛生課

交付金事業の評価課室 保健福祉部健康衛生局薬務衛生課







別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

Ⅱ．事業評価個表（令和２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

番号 措置名 交付金事業の名称
1 企業導入・産業活性化措置 産業技術専門校機器整備事業

交付金充当額 備　考

1
企業導入・産
業活性化措置

産業技術専門校機器整備事業 愛媛県 20,391,800 20,391,800

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

【主要政策・施策】
第六次愛媛県長期計画　愛媛の未来づくりプラン
　基本政策１　活き活きとした愛顔あふれる「えひめ」づくり
　　政策②　産業を担う人づくり
　　　施策４　若年者の就職支援と産業人材力の強化
【目標】若年者が能力を発揮して、いきいきとした職業人生を歩めるようにしたい
　　　　主な取組み１　若年者の就職支援
　　　　　労働者一人ひとりの職業能力の向上を図ることにより、基幹産業の中核的な役割を担う人材や新たな成長産業
　　　　に必要とされる人材を育成・確保し、経済成長の源泉である産業人材力を強化します。
　　　　　　産業技術専門校における就職率　目標値：87.6％以上（R4）

事業開始年度 令和２年度 事業終了年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 愛媛県

交付金事業実施場所
今治市桜井団地（愛媛県立愛媛中央産業技術専門校）
宇和島市柿原（愛媛県立宇和島産業技術専門校）

交付金事業の概要

　県立産業技術専門校では、学卒者、離職者、在職者等を対象に公共職業訓練を行っており、産業界における技術革新、情報化の急激
な進展に伴い、技術の高度化、多能化がいっそう求められています。
　こうした状況を踏まえ、企業のニーズに応じた訓練体制の整備に必要な機器を整備することにより、地域の産業界から必要とされる
中核的な人材を育成します。
　(整備する機器)愛媛中央校：ポータブルスポット溶接機　１式、レーザー加工機　１式、アパレルCADシステム　11台
   　　　       宇和島校:仕上げ鉋盤　１台

事業期間の設定理由



















成果目標 成果指標 評価年度 令和４年度

10千㎥

県内製材品の出荷
量（H26～H30平
均：420千ｍ3）か
らの増加量

成果実績

目標値

達成度

千㎥

千㎥ 10

交付金事業の担当課室 農林水産部森林局林業政策課

交付金事業の評価課室 農林水産部森林局林業政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
物品購入（林業用種苗品種判別装置） （一般）入札 (株)愛媛洋行 8,415,000

物品購入（強度試験データ収集処理システム）

物品購入（木材試験体測定機器）
（一般）入札

オープンカウンター
(株)日進機械　松山支店
(株)日進機械　松山支店

1,628,000
1,551,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 307,044 8,184,000 11,594,000 11,594,000

うち文部科学省分

総事業費 307,044 8,184,000 11,594,000 11,594,000

うち経済産業省分 307,044 8,184,000 11,594,000 11,594,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

2

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

3
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

取得した機器の台数
活動実績 式 1 2 3
活動見込 式 1

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

1品種
優良種苗（無花粉
スギ)の新品種開
発数

成果実績 品種

目標値 品種 1

達成度 ％

評価年度の設定理由

交付金を活用した機器整備が令和２年度であるため、３年度の実績を踏まえ、年間の評価を４年度に実施します。
交付金事業の定性的な成果及び評価等









交付金事業の担当課室 農林水産部農政企画局農政課農地・担い手対策室

交付金事業の評価課室 農林水産部農政企画局農政課農地・担い手対策室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
空調設備設置工事 一般競争入札 越智電機産業株式会社 2,750,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 2,201,040 11,047,950 2,750,000 2,750,000

うち文部科学省分

総事業費 2,201,040 11,153,930 2,750,000 2,750,000

うち経済産業省分 2,201,040 11,047,950 2,750,000 2,750,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

3

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

2
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

取得した機器の台数
活動実績 式 1 3 2
活動見込 式 1

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

90%以上

食堂を利用する学
生等へのアンケー
トの満足度（回答
数90名以上）

成果実績 ％

目標値 ％ 90

達成度

評価年度の設定理由
交付金を活用した機器整備が令和２年度であるため、３年度の実績を踏まえ４年度に評価します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等























別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和１・２年度（繰越））

Ⅱ．事業評価個表（令和１・２年度（繰越））

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

【主要政策・施策】
第六次愛媛県長期計画　愛媛の未来づくりプラン
　基本政策１　活き活きとした愛顔あふれる「えひめ」づくり
　　政策②　産業を担う人づくり
　　　施策４　若年者の就職支援と産業人材力の強化
【目標】若年者が能力を発揮して、いきいきとした職業人生を歩めるようにしたい
　　　　主な取組み１　若年者の就職支援
　　　　　労働者一人ひとりの職業能力の向上を図ることにより、基幹産業の中核的な役割を担う人材や新たな成長産業
　　　　に必要とされる人材を育成・確保し、経済成長の源泉である産業人材力を強化します。
　　　　　　産業技術専門校における就職率　目標値：87.6％以上（R4）　実績値：82.4％（H29）

事業開始年度 令和元年度 事業終了年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 愛媛県

交付金事業実施場所
愛媛県新居浜市大生院（愛媛県立新居浜産業技術専門校）
愛媛県今治市桜井団地（愛媛県立愛媛中央産業技術専門校）

交付金事業の概要

県立産業技術専門校では、学卒者、離職者、在職者等を対象に公共職業訓練を行っており、産業界における技術革新、情報化の急激な
進展に伴い、技術の高度化、多能化がいっそう求められています。
こうした状況を踏まえ、企業のニーズに応じた訓練体制の整備に必要な機器を整備することにより、地域の産業界から必要とされる中
核的な人材を育成します。
　整備する機器：プログラマブルコントローラー　11式（新居浜校）　　AutoCADシステム　１式（愛媛中央校）

1 企業導入・産業活性化措置 産業技術専門校機器整備事業

交付金充当額 備　考

1
企業導入・産
業活性化措置

産業技術専門校機器整備事業 愛媛県 9,129,200 9,129,200

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

番号 措置名 交付金事業の名称





別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和１・２年度（繰越））

（単位：円）

Ⅱ．事業評価個表（令和１・２年度（繰越））

交付金事業に要した経費

3,084,510 3,084,5101

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

農業大学校教育機器等整備事業 愛媛県

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

措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補修又は維
持運営等措置

農業大学校教育機器等整備事業

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 愛媛県
愛媛県松山市下伊台町（愛媛県立農業大学校）

交付金事業の概要
優れた新規就農者の確保・育成に資するため、時代の変化に応じた教育内容の更新や教育機器の整備など教育体制の充実を行うために
必要な機器を整備します。
　整備する機器：大講義室ＡＶ機器改修　１式　電子黒板機能付きプロジェクター　１式

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

【主要施策・施策】
○第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」（平成23年度～平成33年度）
≪基本政策１≫活き活きとした愛顔あふれる「えひめ」づくり
　政策③　農林水産業の振興
　　施策６　力強い農林水産業を支える担い手の確保
【目標】
　農林水産業の担い手の力をもっと伸ばしたい
○えひめ農業振興基本方針2016（平成28年度～平成32年度）
【第３】愛顔あふれる農業・農村を実現するために（県域版）
（１）より多くの多様な担い手を確保・育成していくために
【目標】
　①多様な担い手を確保・育成します
　・愛媛県立農業大学校を、より魅力的で人気のある学校にします。
　　農業あるいは農業関係の仕事に従事する割合を増やし、魅力的で人気のある学校にします。そのため、６次産業化やブランディン
　　グ、経営・販売戦略といったカリキュラムの充実や、それに対応した指導体制の見直しなどの改革に取り組みます。
　　また、教育内容等をもっと知ってもらうため、農業大学校のＰＲをしっかりと行います。

令和元年度 事業終了年度 令和２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



物品購入
【大講義室ＡＶ機器】

（一般）入札 四国通建(株) 1,765,500

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

農林水産部農政企画局農政課農地・担い手対策室

農林水産部農政企画局農政課農地・担い手対策室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

物品購入
【電子黒板機能付きプロジェクター】

オープンカウンター アカマツ(株) 1,319,010

3,084,510

3,084,510

3,084,510

3,084,510

852,120

852,120

2,201,040

2,201,040

852,120 2,201,040 3,084,510 3,084,510

卒業生の就農率：３年度
就農者数÷同年度卒業生
数×100

55

評価年度 令和４年度

達成度

活動指標
式
式

100.0% 100.0% 100.0%
取得した機器の台数

成果実績
目標値

1 1 2
1

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等

成果目標 成果指標

令和元年度平成30年度

達成度

％
％

1 2

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

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

平成29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
交付金を活用した機器整備が令和２年度であるため、３年度の実績を踏まえ、年間の評価を４年度に実施します。

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

卒業生の就農率
55%





交付金事業の担当課室 八幡浜市市民福祉部　子育て支援課

交付金事業の評価課室 八幡浜市市民福祉部　子育て支援課

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 保育士等 29,373,500

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 36,394,000 17,887,000 25,460,000 25,460,000

うち文部科学省分

総事業費 42,647,400 22,411,500 29,373,500 29,373,500

うち経済産業省分 36,394,000 17,887,000 25,460,000 25,460,000

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和２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30年度 令和元年度

70

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

98
達成度 ％ 100 100 100

令和２年度

保育士等の雇用量
(雇用人数（人）×雇用期間（月））

活動実績 人月 135 70 98
活動見込 人月 135

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３年度

保内保育所における延
長保育利用児童受入率
100%

延長保育利用者数÷延
長保育利用希望者数×
100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100

評価年度の設定理由

毎年度のＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

交付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、保内保育所保育士の人件費（保育士等14名）７か月分を確保し、安定した保育所運営を行うことができまし
た。
近年、女性の高学歴化、社会進出に加えて、家庭の育児機能の変化、地域社会の変容などにともない、低年齢児保育や延長保育など、
地域住民の保育ニーズは年々高まり、また多様化しています。次年度以降も、保育所機能の充実および保育所運営の円滑化により、地
域住民の要望に応えられるサービスの提供をおこなうことで、市の基本計画の一つである「安心・希望に満ちた温かなまちづくり」の
実現を図っていきます。





Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

活動指標

交付金事業の活動指標及び活動実績

単位

訓練用人形を用
いたシミュレー
ション訓練を1月
当たり10回実施
します。

交付金事業実施場所 松山市末町

交付金事業の概要

100.0%

訓練用人形整備台数

2

２年度単位

活動実績

活動見込

評価年度の設定理由

　救急訓練用人形を活用してレベルの高い訓練を実施することで、湯山救急出張所隊員の資質向上を図ることを目的とするものですが、評価
年度については訓練用人形を購入する令和２年度としたものです。

番号

1

救急訓練用人形
を用いた1ヶ月あ
たりのシミュ
レーション訓練
回数

10

10

100

評価年度 令和２年度

成果実績

目標値

減水区間等の山間部から最も近くに位置し、当該区間すべてを管轄とする松山市東消防署湯山救急出張所の救急隊員の技術向上を図るために
「訓練用シミュレーター人形一式及び分娩介助シミュレーター人形一式」を整備するものです。

救急訓練用人形整備事業

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

　第６次松山市総合計画後期基本計画（平成３０年度～令和４年度）
　「人が集い　笑顔広がる　幸せ実感都市　まつやま」の実現
　　　基本目標２　生活に安らぎのあるまち
　　　政策２　安全に暮らせる環境をつくる
　　　施策１　消防・救急・救助体制の整備

交付金事業の成果目標及び成果実績

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 松山市

事業期間の設定理由

達成度

回

回

％

無

　救急訓練用人形を活用してレベルの高い訓練を実施することで、湯山救急出張所隊員の資質向上を図ることができました。（令和２年度中
の一カ月あたりの湯山救急出張所隊員の救急訓練用人形を使用した訓練　10回）

令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度事業開始年度

成果目標 成果指標

2

達成度 ％

台

台

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

措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補修又は維持
運営等措置













Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置

人

人

単位 評価年度 令和３年度

60.2%

440,000

265,079

100.0% 100.0% 100.0%

別子山地域バス運行便数
便数×運行日数

2,190 2,196 2,190

2,190

達成度 ％

便年

便年

令和２年度令和元年度

2,196 2,190
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

評価年度の設定理由

第5次新居浜市長期総合計画最終年度及び事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施

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

交付金事業実施場所 新居浜市内

交付金事業の概要

活動指標

令和２年度

番号

1

成果実績

目標値

別子山地域と新居浜市街地との交流を活性化し、地域住民の利便性の向上、別子山地域の振興と福祉向上を図るため、定期バス
を運行します。
別子山地域～新居浜市街地（46.5km）、３往復（6便）365日

別子山地域バス運行事業

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

第５次新居浜市長期総合計画（平成23年度～令和２年度）
【政策】持続発展が可能な、活力ある産業活動の実現
【施策】運輸交通体系の整備
【目標】公共交通の拡充整備

交付金事業の成果目標及び成果
実績

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新居浜市

別子山地域バスは、別子山地域と新居浜市街地を結ぶ唯一の公共交通であり、別子山地域住民の利便性確保、福祉の向上及び市
街地との一体性を図ることを目的として運行しております。令和２年度の乗車人数は4,660人となっており、コロナ禍や別子山
地域の児童や生徒の転出など利用回数が減少したため、前年比（R2年度）△1,873人となりました。
今後は、同バスの広報強化に努めるとともに観光情報と併せた情報発信を行うなど、利用客の増加を図ってまいります。

成果目標

公共交通（バス・デマ
ンドタクシー）の利用
者数
440,000人

成果指標

公共交通（バス・デマ
ンドタクシー）の利用
者数

令和２年度事業開始年度

事業期間の設定理由

達成度

事業終了（予定）年度

％







Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

評価年度の設定理由

毎年度のＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施

当該施設の修繕を行うことで、利用者の利便性が向上しました。
なお、令和3年4月21日～5月31日において、新型コロナウイルス感染症蔓延防止措置に伴い、公民館が全館休館となりました。そのため、実
績は目標を大きく下回る結果となっています。
また、西条市ホームページ等で電源立地地域対策交付金を活用した事業について、電源立地地域住民に概要を周知し、理解が得られました。

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

加茂公民館利用
者数の増加

交付金事業実施場所 西条市荒川

交付金事業の概要

令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度事業開始年度

成果目標 成果指標

事業期間の設定理由

達成度

人

人

％

番号

1

令和３年４月～
５月の利用者数

73

827

8.8%

評価年度 令和３年度

成果実績

目標値

施設完成から45年以上が経過している加茂公民館の修繕を行います。
当該施設は加茂地区の災害時指定避難場所であり、地域住民の集会やイベント開催の場所としても幅広く利用されています。しかし、老朽化
による床の腐食のため転倒の危険性が高く、熱中症対策も十分でないことから災害発生時を含めて安全に利用できる施設として修繕が望まれ
ています。
当該施設の修繕事業実施により、地域住民の安全な施設利用と利便性の向上が確保され、公民館の利用が拡大することでコミュニティの活性
化に繋がるものと考えます。
加茂公民館施設修繕事業
調理室・会議室の床の修繕及び老朽化による改修、和室・研修室エアコン整備、公民館から体育館への通路舗装工事

加茂公民館施設修繕事業

交付金事業の成果目標及び成果実績

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 西条市

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

第2期西条市総合計画（平成27年度～令和６年度）
基本計画　第５章　豊かな心を育む教育文化のまちづくり
　第４節　社会教育の充実
　　　　（１）地域づくり、人づくりを目指した社会教育を推進します
　　　　　　　　市民1人あたりの公民館利用回数を増加します
                       基準値（H30） ６回 　目標値（R６） ７回
　　　　　　　　　　（H30年度総利用者数　656,214人÷地域内人口　109,235人）
　　参考：加茂公民館の令和元年度４～５月の利用実績　707人

措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補修又は維持
運営等措置

















別紙
Ⅰ　事業評価総括表（令和２年度）

交付金事業に要した経
費

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

（単位：円）

1 東温市 4,191,000 4,191,000
総事業費
4,191,000

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維
持運営等措置

措置名 交付金事業の名称

土谷集会所改修事業





交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

東温市総務部総務課

東温市総務部総務課

4,191,000

令和２年度

4,191,000

4,191,000

4,191,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
土谷集会所改修工事 指名競争入札 有限会社　吉川建設

交付金事業の契約の概要

4,191,000 4,191,000

4,191,000

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業の総事業費等
備　考

（令和２年度）

総事業費





Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

契約の目的
人件費

交付金事業の評価課室

交付金事業の担当課室

10,250,000

6,833,000

6,833,000

9,320,000

9,320,000

番号

1
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 久万高原町

―

―

―

達成度

第２次久万高原町総合計画（平成28年度～令和７年度）
　第３編　基本計画
　　第４章　自然豊かで安心・安全な暮らしづくり（都市基盤・環境）
　　　第１節　自然・生活環境
　　　　２生活環境
住民への啓発活動を通じて、ごみの発生抑制及び分別排出、減量化（リデュース）、再利用（リユース）、再生利用（リサイクル）に対する意
識向上を図ります。
長期的かつ安定的な廃棄物の処理体制を確保し、廃棄物の適正処理と資源化を両立した循環型社会の形成を図り、快適で潤いのある生活空間を
提供します。

7,961,551 10,023,392 11,582,684 11,582,684

100.0% 100.0%％

久万高原町環境整備課

久万高原町まちづくり営業課

措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置 久万高原町塵芥処理事業

契約の方法 契約の相手方 契約金額
雇用 環境衛生センター職員　６名 11,582,684

10,250,000

10,250,000

10,250,000

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

備　考（令和２年度）

100.0%
施設稼働日数　309日

309 309 309
309

―

評価年度 令和３年度

成果実績

目標値

活動指標
日
日

久万高原町露峰乙

交付金事業の概要
久万高原町住民の生活環境の向上に資するため、ごみの適切な処理体制確立を図ることで、快適な生活環境の確保に努めます。
事業内容：久万高原町塵芥処理施設管理運営（人件費　４名（５カ月分）、５名（７カ月分））

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等

令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度事業開始年度

成果目標 成果指標

令和２年度令和元年度

事業期間の設定理由

達成度

日

日

％

309 309

平成30年度 令和元年度 令和２年度

交付金事業の成果目標及び成果実績

交付金事業の活動指標及び活動実績

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

平成30年度単位
活動実績
活動見込

評価年度の設定理由
毎年度のＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施

本事業の実施により、長期的かつ安定的な廃棄物の処理体制を確保することができ、令和２年度には可燃ごみ1,892ｔ、不燃ごみ122ｔを処理
し、廃棄物の適正処理と資源化を両立した循環型社会の形成が図られ、快適で潤いのある生活空間を提供することができました。今後において
も、町内全住民に快適でうるおいのある生活空間を提供していくため、長期的かつ安定的なごみ処理の体制の確保に努めます。

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

快適で潤いのある生活
空間の向上

交付金事業実施場所













Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置

肱川地域に散在する集落を結ぶ生活道路である市道の維持管理をし、地域住民の安心安全な生活を確保するため、現場作業員３名の人件費に
充てさせていただき、市道48路線について整備を行いました。整備の際には、当交付金による事業であることを看板で掲示し、通行する地域
住民等への周知に努めました。

令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度事業開始年度

成果目標 成果指標

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

番号

1

－

－

－

－

評価年度 令和３年度

成果実績

目標値

令和２年７月１日～令和３年２月28日の期間、道路整備員3名分の人件費に充てさせていただき、市道の清掃や支障木の伐採等、安心安全な
生活道の確保に努めます。

地域環境対策事業

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

第２次大洲市総合計画（平成29年度～令和８年度）
　　第３編　基本計画
　　　基本目標４　快適きらめくまちづくり
　　　　施策17　交通・情報基盤の整備
　　　　　４主要施策
　　　　　主要施策１：道路整備の充実
　　　　　　③身近な道路整備の充実
　　　　　　「市道改良率　34％（H27）→36％（H33）」
　　　　　　「市道舗装率　77％（H27）→80％（H33）」
　　　　　　　・道路や橋梁の計画的な整備、適切な維持管理、長寿命化に努めます。
　　目標：道路の適切な維持管理の実施割合　100％

交付金事業の成果目標及び成果実績

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大洲市

肱川地区は山間部に位置しており、自然の環境により市道の状況が大きく左右されるため、事業期間については、通常実施している清掃のほ
か、特に多くなる夏場の雑草、大雨等による法面の雪崩、大雪による倒木等の被害に対して迅速に対応できるよう、自然災害等の多い期間に
おいて重点的に実施する設定としています。

事業期間の設定理由

達成度

％

％

％

無

単位

安心安全な生活道
の確保

交付金事業実施場所 大洲市肱川町

交付金事業の概要

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施します。






