
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２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２年度）

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 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦

交付金事業の概要

木造平屋建A=77.22㎡、実施設計1式、工事監理1式、建設工事1式

放課後児童健全育成事業の充実による子どもの健全育成及び地域住民の福祉向上を図るた
め、伊方小学校敷地内に学童クラブを新設します。

1 福祉対策措置 いかた学童クラブ新設工事

備　考

1
福祉対策
措置

いかた学童クラブ新設工事 伊方町 28,930,000 25,000,000

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

番号 措置名 交付金事業の名称

（単位：円）



評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

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３年度

利用児童の
保護者満足
度80％以上
（回答保護
者数30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4月から使用開始を予定しており、利用状況等を考慮し評価する必要があるた
め、令和3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

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[1]保健・医療・福祉～絆で創る、健康長寿と町民総活躍のまちづくり
　　　施策1-3 結婚・出産・子育てへの支援の充実
　　　　4　放課後児童の居場所づくり
　　　　　　放課後児童健全育成事業
　　　　　※就労等のために日中家庭に保護者がいない世帯の小学生の仲間づくりと
　　　　　　健全育成を図ります。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度



交付金事業の担当課室 保健福祉課　こども政策室

交付金事業の評価課室 保健福祉課　こども政策室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

いかた学童クラブ新設工事
（請負）

プロポーザル方式
（随意契約）

井上建設有限会社 28,930,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 25,000,000
うち文部科学省分 0

総事業費 28,930,000 28,930,000

うち経済産業省分 25,000,000

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

達成度 % 100.0%
伊方学童クラブ新設

活動実績 件 1
活動見込 件 1



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２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２年度）

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 愛媛県西宇和郡伊方町仁田之浜

交付金事業の概要
道路新設計画延長　L=0.09km　測量1式　設計1式　用地調査1式
　緊急車両等の進入路及び災害時の避難路の確保による地域住民の生活環境の向上を図るた
め、人家が密集する仁田之浜地区での道路新設に必要な測量調査設計業務を委託します。

仁田之浜地区内道路測量調査設計委託業務

交付金充当額 備　考

1

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営等措置

仁田之浜地区内道路測量調
査設計委託業務

伊方町 12,153,000 10,000,000

（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

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



評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

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７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

　本事業は令和５年度に完成予定であり、利用満足度を考慮し評価する必要があるため、令
和７年度早期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

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
　　　　　※具体的施策には記載していませんが、本事業により、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２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度



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 12,153,000

交付金事業の契約の概要

総事業費 3,251,000 27,501,000 12,153,000 12,153,000

うち経済産業省分 2,900,000 22,000,000 10,000,000

交付金充当額 2,900,000 22,000,000 10,000,000
うち文部科学省分 0 0 0

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 1
達成度 % 100.0% 66.7% 100.0%

令和２年度

測量調査設計委託業務
活動実績 件 1 2 1
活動見込 件 1



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２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２年度）

（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

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

三崎保健福祉センター高圧受電設備更新工事

交付金充当額 備　考

1

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営等措置

三崎保健福祉センター高圧
受電設備更新工事

伊方町 11,149,380 10,000,000

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 愛媛県西宇和郡伊方町三崎

交付金事業の概要
・受変電設備取替１式（引込設備、受変電設備）
　設備異常の未然防止及び福祉サービスの円滑な提供による地域住民の福祉向上に資する
ため、三崎保健福祉センターの老朽化した高圧受電設備を更新します。



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[1]保健・医療・福祉　～絆で創る、健康長寿と町民総活躍のまちづくり
　　　施策1-1 健康増進活動の推進
　　　 　　2　生涯にわたる保健事業の実施
　　　　　※具体的施策には記載していませんが、本事業により、設備のトラ
　　　　　　ブルを未然に防ぐことで、各主要事業（予防接種・健康診断等）
　　　　　　を円滑に遂行します。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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

設備異常の
未然防止及
び福祉サー
ビスの円滑
な提供によ
る地域住民
の福祉向上

―

成果実績 ―

目標値 ―

達成度 ―

評価年度の設定理由

　本設備が更新されることで効果があると考えるため、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

本事業により、設備のトラブルを未然に防ぐことができました。それによって、保健事業
を円滑に遂行することができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



1
達成度 % 100.0%

令和２年度

受変電設備更新工事
活動実績 式 1
活動見込 式

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

総事業費 11,149,380 11,149,380

うち経済産業省分 10,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 10,000,000
うち文部科学省分 0

交付金事業の担当課室 保健福祉課　中央保健センター

交付金事業の評価課室 保健福祉課　中央保健センター

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

三崎保健福祉センター高圧
受電設備更新工事

制限付一般競争入札 有限会社中村電気商会 11,149,380



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２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。

9,980,000 9,980,000

交付金充当額 備　考

1

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営等措置

伊方町国民健康保険診療所
医療機器整備事業

伊方町 5,698,000 5,000,000

（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

2
地域活性
化措置

地域医療共同教育研究・診
療事業

伊方町



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

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[1]保健・医療・福祉　～絆で創る、健康長寿と町民総活躍のまち
　　　　　　　 づくり
　　　施策1-2 医療体制の充実
　　　　1 地域医療の充実
　　　　　※地域医療を支える診療所の医療機器等の整備・充実により、高度
　　　　　　で良質な医療サービスを提供します。

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 愛媛県西宇和郡伊方町三机

交付金事業の概要

医用画像診断装置（ＰＡＣＳシステム：ワークステーション１式、コンソール１式、クラ
イアントシステム１式）

　医療機器の整備及び適切な医療サービスの提供による地域住民の福祉向上を図るため、
瀬戸診療所の老朽化した医療機器を更新します。

1
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

伊方町国民健康保険診療所医療機器整備事業

番号 措置名 交付金事業の名称



評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

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

診察時の適切
な画像提示に
より、高度で
良質な医療
サービスの提
供による地域
住民の福祉向
上

―

成果実績 ―

目標値 ―

達成度 ―

評価年度の設定理由

　設備が更新されることで効果があると考えるため、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

本事業により、受診患者の病状の正確な早期診断ができるようになり、これにより高度で
良質な医療サービスを住民に提供することで、医療の向上が図れました。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度



交付金事業の担当課室 町民課　医療対策室

交付金事業の評価課室 町民課　医療対策室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

伊方町国民健康保険診療所
医療機器整備事業（売買）

制限付き一般競争入札 小西医療器株式会社 5,698,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 1,400,000 6,000,000 5,000,000
うち文部科学省分 0 0 0

総事業費 1,723,540 7,172,000 5,698,000 5,698,000

うち経済産業省分 1,400,000 6,000,000 5,000,000

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 1
達成度 % 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

購入医療機器数
活動実績 式 1 2 1
活動見込 式 1



番号 措置名 交付金事業の名称

2 地域活性化措置 地域医療共同教育研究・診療事業

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 愛媛県西宇和郡伊方町三机

交付金事業の概要

医師の人件費（10名）8か月分
　安定的な医師確保及び質の高い医療サービスの提供による地域住民の福祉向上を図るた
め、瀬戸診療所内に招致する愛媛大学地域サテライトセンターで同大学教職員として地域
医療教育・研究に従事する医師が、当町会計年度任用職員を兼業して同診療所において診
療に従事するのに必要な人件費に交付金を充当します。

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[1]保健・医療・福祉～絆で創る、健康長寿と町民総活躍のまちづくり
　　　施策1-2 医療体制の充実
　　　　1　地域医療の充実
　　　　　　国保直営診療所管理運営事業
　　　　　※無医地区をつくらず、町民の健康維持と地域医療の充実を図ります。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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

医師の確保
により、町
民の健康維
持と地域医
療の充実に
よる地域住
民の福祉向
上

―

成果実績 ―

目標値 ―

達成度 ―

評価年度の設定理由
　事業完了により効果があると考えるため、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

本事業により、安定的な医師確保が可能となり、身近な診療所で質の高い、安心・安全な
医療を提供することができ、住民から信頼される診療所としての役割を果たすことができ
ました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



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

医師人件費充当月
活動実績 月 8
活動見込 月 8
達成度 % 100.0%

交付金事業の総事業費
等

令和２年度 年度 年度 備　考

総事業費 9,980,000 9,980,000
交付金充当額 9,980,000
うち文部科学省分 0

地域医療共同教育研究・診
療事業

雇用 医師10名 9,980,000

交付金事業の担当課室 町民課　医療対策室

交付金事業の評価課室 町民課　医療対策室

うち経済産業省分 9,980,000
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



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２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２年度）

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 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦

交付金事業の概要
冷凍冷蔵庫改修工事（冷蔵庫 1基、冷凍庫 1基） 1式
　加工原料の効率的な保存と省エネ化の促進による農業の振興を図るため、老朽化が進行
し冷凍冷蔵能力の低下が著しい農水産物加工施設倉庫の冷凍冷蔵庫を更新します。

1 企業導入・産業活性化措置 伊方町農水産物処理加工施設倉庫冷凍冷蔵庫更新事業

交付金充当額 備　考

1

企業導
入・産業
活性化措
置

伊方町農水産物処理加工施
設倉庫冷凍冷蔵庫更新事業

伊方町 25,366,000 21,000,000

（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

番号 措置名 交付金事業の名称



評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

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

冷凍庫・冷
蔵庫の更新
及び施設運
営の安定化
による農業
の振興

―

成果実績 ―

目標値 ―

達成度 ―

評価年度の設定理由
事業完了により効果があると考えるため、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

本事業により、加工原料の効率的な保存と省エネ化によるコスト削減により、農業の振興
を図ることができました。

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5-1 農業の振興
　　　　3　競争力の高い銘柄産地の育成
　　　　　※冷凍庫・冷蔵庫を更新し、施設運営の安定化を図ります。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度



交付金事業の担当課室 農林水産課　農林水産室

交付金事業の評価課室 農林水産課　農林水産室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

伊方町農水産物処理加工施
設倉庫冷凍冷蔵庫更新事業
（請負）

制限付き一般競争入札 伊方電気工事株式会社 25,366,000

うち経済産業省分 21,000,000
交付金事業の契約の概要

うち文部科学省分 0

達成度 % 100.0%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位

交付金充当額 21,000,000
総事業費 25,366,000 25,366,000

交付金事業の総事業費
等

令和２年度 備　考

冷凍冷蔵庫更新台数
活動実績 2
活動見込 基 2

令和２年度



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２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２年度）

（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

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

伊方スポーツセンター維持修繕工事

交付金充当額 備　考

1

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営等措置

伊方スポーツセンター維持
修繕工事

伊方町 4,103,000 3,032,175

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 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦

交付金事業の概要

自動火災報知設備更新工事　１式、外壁漏水修繕工事　１式

　施設及び設備改修による町民の健康増進等に資するため、老朽化した伊方スポーツセン
ターにおいて自動火災報知機設備更新工事及び外壁漏水修繕工事を行います。



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]教育・スポーツ・文化～「ふるさと愛いっぱい」の人材
　　　　　　　（人財）が育つまちづくり
　　　施策2-2 生涯学習・生涯スポーツの活性化
　　　　2　生涯スポーツ活動の普及
　　　　　※老朽化施設を順次改修し、スポーツを通じて町民の健康管理、
　　　　　　体力の維持・増進を図ります。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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

施設・設備
改修等で安
定的な運営
を維持する
ことによ
る、地域住
民の体力の
維持・増進

－

成果実績 －

目標値 －

達成度 －

評価年度の設定理由
　事業完了により効果があると考えるため、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

本事業により、伊方スポーツセンターの環境整備を行うことで、安全で快適な施設運営が
可能となります。それによって、スポーツを通じての、町民の健康管理、体力の維持・増
進が図られました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



維持補修対象施設数

活動実績 施設 1

活動見込 施設 1

達成度 % 100.0%

総事業費 4,103,000 4,103,000

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

うち経済産業省分 3,032,175
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,032,175
うち文部科学省分 0

交付金事業の担当課室 教育委員会事務局　スポーツ推進室

交付金事業の評価課室 教育委員会事務局　スポーツ推進室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

伊方スポーツセンター外壁
漏水修繕工事（請負）

制限付き一般競争入札 有限会社宇都宮組 1,683,000

伊方スポーツセンター自火
報設備更新工事（請負）

制限付き一般競争入札 株式会社四電工 2,420,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２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２年度）

（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

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 伊方町電源立地地域対策交付金事業（鳥津漁港燃油施設新設事業）

交付金充当額 備　考

1

企業導
入・産業
活性化措
置

伊方町電源立地地域対策交
付金事業（鳥津漁港燃油施
設新設事業）

伊方町 11,647,000 11,000,000
間接事業に要
する経費
27,478,000

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 愛媛県西宇和郡伊方町二見乙

交付金事業の概要
タンク室、計量機室、電気設備、給油設備、タンク　一式（施設整備補助金）
　漁港施設の安全性確保及び延命化による漁業振興を図るため、老朽化した燃油施設を安
全な場所へ移設・新設します。



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5-2　水産業の振興
　　　　1 漁港に適した機能の拡充
　　　　　※施設の劣化や返上による性能の低下防止により、維持・更新費の縮
　　　　　　減、漁港施設の延命化を図り、漁獲量の減少、魚価低迷で漁業経営
　　　　　　が困窮している中、魚介類の価値を向上させ漁業経営の安定を図る
　　　　　　ための事業に対して、補助金を交付します。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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

施設整備の
補助を通じ
た漁港設備
の長寿命化
により漁業
振興を図
る。

―

成果実績 ―

目標値 ―

達成度 ―

評価年度の設定理由
事業完了により効果があると考えるため、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

本事業により、施設整備の補助を通じた漁港設備の長寿命化や、漁船の効率的な給油が可
能になり、漁業振興を図ることができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



平成30年度 令和元年度

0補助金の採択件数
活動実績 件 1 0 1
活動見込 件 1 1
達成度 ％ 100.0% - 100.0%

令和２年度

総事業費 11,543,000 0 11,647,000 11,647,000

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

うち経済産業省分 11,540,000 0 11,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 11,540,000 0 11,000,000
うち文部科学省分 0 0 0

交付金事業の担当課室 農林水産課　農林水産室

交付金事業の評価課室 農林水産課　農林水産室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

伊方町電源立地地域対策交
付金

補助 八幡浜漁業協同組合 11,647,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２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２年度）

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 愛媛県西宇和郡伊方町平礒ほか２件

交付金事業の概要
簡易水洗トイレ　３基（W=1,405㎜、L=1,440㎜、H=2,478㎜）
　労働環境整備による労働力確保及び農業振興を図るため、集落から遠方となる山間部の
圃場に簡易水洗トイレを整備します。

企業導入・産業活性化措置 労働環境整備事業

交付金充当額 備　考

1

企業導
入・産業
活性化措
置

労働環境整備事業 伊方町 5,291,000 5,000,000

（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

番号 措置名 交付金事業の名称

1



評価年度の設定理由

　アルバイター確保実績により評価する必要があるため、令和4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

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

２６人（Ｒ
１実績２１
人から５人
増）

Ｒ３女性ア
ルバイター
確保数

成果実績

目標値 人 26

達成度

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5-1　農業の振興
　　　　2　農業基盤の整備
　　　　　※具体的施策には記載していませんが、労働力の確保等、農業の振興
　　　　　　に寄与する事業として実施します。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度



交付金事業の担当課室 産業課　農林水産室

交付金事業の評価課室 産業課　農林水産室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

労働環境整備事業（請負） 一般競争入札 福田水道工事店 5,291,000

うち経済産業省分 5,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 5,000,000
うち文部科学省分 0

達成度 % 100.0%

総事業費 5,291,000

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

簡易水洗トイレ整備台数
活動実績 基 3
活動見込 基 3



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２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２年度）

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 愛媛県西宇和郡伊方町九町

交付金事業の概要

超音波画像診断装置　１式、デジタルＸ線透視診断装置　１式、長時間心電用データレコー
ダ　１式、多機能心電計　１式、電子内視鏡　１式、
血球計数装置 1式、臨床化学分析装置　１式
　医療機器の整備及び適切な医療サービスの提供による地域住民の福祉向上を図るため、九
町診療所の老朽化した医療機器を更新等します。

1
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

伊方町国民健康保険九町診療所医療機器整備事業

交付金充当額 備　考

1

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営等措置

伊方町国民健康保険九町診
療所医療機器整備事業

伊方町 56,430,000 46,000,000

（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

番号 措置名 交付金事業の名称



評価年度の設定理由
設備が更新されることで効果があると考えるため、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

本事業により、医療機器等を整備・充実を図ることができました。それにより、地域住民に
とって、住み慣れた地域で高度で良質な医療サービスを提供でき、地域住民の福祉向上を図
れました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

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

診察時の迅速
かつ正確な検
査結果の取
得、病気の早
期発見等、高
度で良質な医
療サービスの
提供による地
域住民の福祉
向上

―

成果実績 ―

目標値 ―

達成度 ―

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[1]保健・医療・福祉　～絆で創る、健康長寿と町民総活躍のまち
　　　　　　　 づくり
　　　施策1-2 医療体制の充実
　　　　1 地域医療の充実
　　　　　※地域医療を支える診療所の医療機器等の整備・充実により、高度
　　　　　　で良質な医療サービスを提供します。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度



交付金事業の担当課室 町民課　医療対策室

交付金事業の評価課室 町民課　医療対策室

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

伊方町国民健康保険九町診
療所医療機器整備事業（売
買）

制限付き一般競争入札 有限会社大洲医療器械 56,430,000

うち経済産業省分 46,000,000 6,000,000 1,400,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 46,000,000 6,000,000 1,400,000
うち文部科学省分 0 0 0

達成度 % 100.0% 100.0% 100.0%

令和２年度

総事業費 56,430,000 7,172,000 1,723,540 56,430,000

交付金事業の総事業費
等

令和２年度 令和元年度 平成３０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購入医療機器数
活動実績 式 1 2 7
活動見込 式 1 7



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２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。

（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

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営等措置

伊方町電源立地地域対策交
付金鳥津道路新設基金造成
事業

伊方町 56,770,000 56,770,000



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

1
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

伊方町電源立地地域対策交付金鳥津道路新設基金造成事業

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 愛媛県西宇和郡伊方町鳥津

交付金事業の概要
　鳥津地区における生活道路及び災害時の避難路の確保による地域住民の生活環境の向上を
図るため、鳥津道路新設事業に要する経費に充当するための基金を造成します。鳥津道路新
設事業、L=700M、W=4.0～5.0M、R6～9fy



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
　　　　1　幹線への接続道路の整備
　　　　　※災害時の避難道路を整備し、地区の生活環境の向上と日常生活の
　　　　　　安全と安心を高めます。

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

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１０年度

鳥津地区に
おける生活
道路及び災
害時の避難
路の確保に
よる地域住
民の生活環
境の向上

成果実績 ー

目標値 ー

達成度 －

評価年度の設定理由
　工事の完了予定が令和９年度のため、令和１０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



令和２年度

基金造成数
活動実績 件 1
活動見込 件 1
達成度 ％ 100.0%

総事業費 56,770,000 56,770,000

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

うち経済産業省分 56,770,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 56,770,000
うち文部科学省分 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
基金造成 積立 - 56,770,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２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。

（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

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営等措置

伊方町電源立地地域対策交
付金伊方町道路新設改良工
事基金造成事業

伊方町 477,212,000 477,212,000



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

1
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

伊方町電源立地地域対策交付金伊方町道路新設改良工事基金造成事業

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 愛媛県西宇和郡伊方町三崎ほか３件

交付金事業の概要

生活道路及び災害時の避難路の新設・改良等による地域住民の生活環境の向上及び安心・安
全の確保を図るため、伊方町道路新設改良工事に要する経費に充当するための基金を造成し
ます。
①三崎地区内１号線道路新設工事、L=220M、W=3.0～4.0M、R4・5fy
②仁田之浜地区内１号線道路新設工事、L=250M、W=3.0～4.0M、R3～5fy
③町道塩成港線道路改良、L=250M、W=4.0～5.0M、R3～5fy
④町道湊浦奥線道路改良、L=250M、W=5.5～7.0M、R4～6fy



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
　　　　　※具体的施策には記載していませんが、本事業により、通行の安全
　　　　　　確保、事故の未然防止、災害時の避難道路の確保等、福祉の向上
　　　　　　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

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７年度

生活道路及
び災害時の
避難路の新
設・改良等
による地域
住民の生活
環境の向上
及び安心・
安全の確保

成果実績 －

目標値 －

達成度 －

評価年度の設定理由
　工事の完了予定が令和６年度のため、令和７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



令和２年度

基金造成数
活動実績 件 1
活動見込 件 1
達成度 ％ 100.0%

総事業費 477,212,000 477,212,000

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

うち経済産業省分 477,212,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 477,212,000
うち文部科学省分 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
基金造成 積立 ― 477,212,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元・２年度（繰越））

（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。
Ⅱ．事業評価個表（令和元・２年度（繰越））

三崎港周辺観光施設整備工事
公共用施設に係る整備、維持補修又は維
持運営等措置

伊方町

交付金事業実施場所 愛媛県西宇和郡伊方町三崎

交付金事業の概要

整備面積　約5,500㎡
展望デッキ整備工事、わくわく広場整備工事、おまつり広場整備工事、植栽整備工事、モニュメント・オブ
ジェ整備工事、駐車場整備工事、その他周辺整備工事
　四国最西端の観光交流拠点施設「佐田岬はなはな」の集客能力強化による地域の魅力向上を図ることを目
的として、屋外周辺施設を整備します。

番号

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

番号

備　考

1 182,682,000 170,000,000

交付金事業者名
又は間接交付金

事業者名

伊方町

交付金事業の名称措置名

交付金事業の名称

三崎港周辺観光施設整備工
事

措置名

公共用施設に係る整
備、維持補修又は維持
運営等措置

1







別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元・２年度（繰越））

　（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・２年度（繰越））

（単位：円）

番号
交付金事業に要

した経費
交付金充当額

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

伊方町

交付金事業の名称

伊方町観光交流拠点施設運
営支援業務

措置名

地域活性化措置

1 地域活性化措置 伊方町観光交流拠点施設運営支援業務

備　考

1 14,910,500 14,000,000

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[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
　　　2　観光施設の整備・機能拡充
　　　　観光施設グレードアップ事業
　　　　・各種専門家を中心とした検討組織の運営支援をコンサル業者に委託し、より専門
　　　　　的、実践的な調査分析、企画立案を行うことで、来場者数の増加、満足度の向上を
　　　　　図る。
目標：年間来場者数　155,000人　→　186,000人

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）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 伊方町

交付金事業実施場所 愛媛県西宇和郡伊方町三崎

交付金事業の概要

検討会の企画・調整・運営業務、ＰＲ資料・動画の作成業務
　四国最西端の観光交流拠点施設「佐田岬はなはな」の集客能力強化による地域の魅力向上を
図ることを目的として、コンサル業者に検討組織の運営支援を委託し、施設の運営体制及び誘
客促進施策を策定します。

事業期間の設定理由





別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元・２年度（繰越））

　（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・２年度（繰越））

（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

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

三崎地区内1号線測量調査設計委託業務

交付金充当額 備　考

1

公共用施
設に係る
整備、維
持補修又
は維持運
営等措置

三崎地区内1号線測量調査
設計委託業務

伊方町 17,709,000 14,000,000

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 愛媛県西宇和郡伊方町三崎

交付金事業の概要
道路新設計画延長　L=0.2km　測量業務1式　調査業務1式　設計業務1式
　災害時の避難路の確保による地域住民の生活環境の向上を図るため、地区指定一時避難
場所である三崎農道への接続道路新設に必要な測量設計調査業務を委託します。



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。
　目標：地区指定一時避難場所になっている三崎農道への接続道路1本を新設し、
　　　　災害時等の緊急車両の搬入等を可能にすることで、地域住民の日常生活
　　　　における安全と安心を図ります。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和２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7年度

⼯事終了後
の住⺠満⾜
度80％以上
（回答数20
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6年度に完成予定のため、令和7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



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

三崎地区内1号線測量調査
設計委託業務（請負）

制限付一般競争入札 共立工営株式会社 17,709,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 14,000,000 2,900,000 50,000,000
うち文部科学省分 0 0 0

総事業費 17,709,000 3,251,000 60,658,000 17,709,000

うち経済産業省分 14,000,000 2,900,000 50,000,000

交付金事業の総事業費
等

令和元年度 平成30年度 平成29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 令和元年度 平成30年度

1 1
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

平成29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




