
別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （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 地域活性化措置
地域資源利用魅力向上事業

「共和かかし祭」
共和町 0 0 総事業費　0



Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

交付金事業の評価課室 産業課商工観光室商工観光係
交付金事業の担当課室 産業課商工観光室商工観光係

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

うち経済産業省分 6,000,000 0 0
うち文部科学省分

活動実績 枚 3,500 0

交付金充当額 6,000,000 0 0
総事業費 6,780,887 0 0

活動指標 単位 令和元年度 令和２年度 令和３年度

交付金事業の総事業
費等

令和元年度 令和２年度 令和３年度 備　考

達成度 ％ 100.0% 0.0% 0.0%

交付金事業の活動指
標及び活動実績

0
活動見込 枚 3,500 3,500 3,500

イベントＰＲ用うちわの
配布（枚）

番号
1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 共和町
交付金事業実施場所 共和町南幌似

措置名
地域活性化措置

交付金事業の名称
地域資源利用魅力向上事業 「共和かかし祭」

交付金事業の定性的な成果及び評価等

地域の活性化を図るため、第40回「共和かかし祭」を8月21日・22日の両日、共和
町憩いの広場（役場庁舎裏）を会場に開催予定でしたが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、中止となりました。

交付金事業の概要

地域の活性化を図るため、第40回「共和かかし祭」を8月21日・22日の両日、共和町
憩いの広場（役場庁舎裏）を会場に開催します(約30,000人来場予定)。
祭実行委員会や関係団体等との連携により、特産品や観光資源のPRを始め、芸能
ショーや花火大会等を実施します。

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
第8次共和町総合計画（令和元年度～令和10年度）
1．大地の恵みとともににぎわいを創造するまち
1－5観光
①観光資源の保全・活用
　・郷土色豊かな「共和かかし祭」の開催

目標:町内外からの来場者数約30,000人
　屋外イベントのため、天候に左右されるが、かかし祭開催2日間で町内外から
　30,000人の来場者を目標とします。

事業開始年度 令和３年度 事業終了（予定）年度 令和３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３年度

町内外からの
来場者数約
30,000人

町内外から
の来場者数
（人） 達成度

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

％ 0%

評価年度の設定理由
PDCAサイクル推進のため事業完了後早期に評価を実施

成果実績 人 0
目標値 人 30,000



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （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

小型動力ポンプ付積載車整備事業 共和町 11,700,000 11,700,000 総事業費 12,595,000



Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）

交付金事業の成果目
標及び成果実績

成果目標 成果指標 評価年度 令和3年度

消防団員の現場
活動における事
故発生件数　0件

消防団員の現場
活動における事
故発生件数

達成度 ％ 100.0%

無

　本交付金の活用により、「小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付積載車」(1台）（仕様：令和3年式ｼｬｼ、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ、ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾋﾞﾝ、
乗車定員6名、4輪駆動、オートマチック　・標準艤装　・小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ（Ｂ－3級）及び付属品　・取付品及び取
付装置　・取付装置、取付品　・特別仕様一式）の整備を実施することが出来ました。このことにより、これまで
以上に消防団員の現場活動における安全性及び機械操作の確実性が向上し、消防力の充実強化と地域住民の安心安
全な暮らしへ寄与することが出来ました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

目標値 件 0

評価年度の設定理由

単位
成果実績 件 0

実施年度に事業の効果を検証し、次年度以降の事業の改善を図るため
交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業の概要

　現在の小型動力ポンプ付積載車は老朽化に伴い消防活動に支障が出る恐れがあるため、「小型動力ポン
プ付積載車」(1台）への更新を実施します。（仕様：令和3年式シャシ、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ、ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾋﾞﾝ、乗
車定員6名、4輪駆動、オートマチック　・標準艤装　・小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ（Ｂ－3級）及び付属品　・取付品
及び取付装置　・取付装置、取付品　・特別仕様一式）

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

交付金事業に関する主要政策・施策
第8次共和町総合計画（令和元年度～令和10年度）
第4章　住み心地の良い安心して暮らせるまち
11　消防
①消防施設の整備、維持管理
・消防ポンプ自動車等の消防車輌の更新、消防水利の整備による、消防力の充実強化
目標：消防団員の現場活動における事故の発生件数0件（令和3年度）
老朽化した消防自動車を更新することにより、安全性能、ポンプ操作性能が高まることから、消防団員の
現場活動における事故の発生件数0件を目指します。

事業開始年度 令和3年度 事業終了（予定）年度 令和3年度
事業期間の設定理由

番号
1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 共和町
交付金事業実施場所 共和町宮丘

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

交付金事業の名称
小型動力ポンプ付積載車整備事業

台 1

令和　年度
活動実績 台 1

単位 令和3年度 令和  年度

総事業費 12,595,000
令和3年度 令和  年度 令和  年度 備　考

交付金事業の活動指
標及び活動実績

活動指標

小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付積載車整備
（1台）

達成度 ％ 100.0% 0.0% 0.0%
活動見込

交付金事業の担当課室 企画振興課　原子力発電係
交付金事業の評価課室 企画振興課　原子力発電係

交付金事業の総事業

交付金充当額

うち経済産業省分 11,700,000
交付金事業の契約の概要

小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付積載車購入 指名競争入札 田井自動車工業株式会社（札幌市） 12,595,000
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち文部科学省分
11,700,000



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （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

特別養護老人ホームボイラー等機械
設備改修事業

共和町 92,700,000 92,700,000 総事業費 94,314,000



Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）

交付金事業の総事業

交付金充当額

うち経済産業省分 92,700,000
交付金事業の契約の概要

機械設備改修工事 指名競争入札
進栄・マルコー特定共同企業体

株式会社進栄（岩内町）
株式会社マルコー設備（岩内町）

94,314,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち文部科学省分
92,700,000

交付金事業の担当課室 保健福祉課　福祉介護係
交付金事業の評価課室 保健福祉課　福祉介護係

単位 令和3年度 令和  年度

総事業費 94,314,000
令和3年度 令和  年度 令和  年度 備　考

交付金事業の活動指
標及び活動実績

活動指標

特別養護老人ホームボイラー
等機械設備改修（式）

達成度 ％ 100.0% 0.0% 0.0%

活動見込 式 1

令和　年度
活動実績 式 1

番号
1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 共和町
交付金事業実施場所 共和町南幌似

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

交付金事業の名称
特別養護老人ホームボイラー等機械設備改修事業

交付金事業の概要

　本町の第8次総合計画では、高齢者の住環境の整備の施策の中で、町内の介護老人福祉施設等の適正な
維持管理が明記されていますが、当該機械設備については、設置後17年が経過し、暖房及び冷房機能の大
幅な低下や配管からの漏水が頻発する等、施設の適正な維持管理が困難な状況になっています。
　このような中、耐用年数を超えたボイラー2基と共に、配管・保温・機器類及び空調設備等の更新を行
い、経済性に優れ安全性に重点を置いた機械設備へ改修することにより、利用者の環境改善・健康維持を
図り、ひいては発電用施設の設置及び運転の円滑化のために、地域の理解を促進します。

特別養護老人ホームボイラー等機械設備改修
・ボイラー2基交換　　・温水循環ポンプ及び膨張タンク交換
・天井裏暖房用温水配管更新　　・雑排水管更新　　・空調設備更新

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8次共和町総合計画（令和元年度～令和10年度）
基本テーマ　第3章　地域とともにつくる笑顔と元気があふれるまち
　(5)高齢者福祉
　・住み慣れた地域に安心して住み続けられるよう高齢者福祉の充実に努めます。

目標：配管からの漏水等故障件数0件(令和3年度）

事業開始年度 令和3年度 事業終了（予定）年度 令和3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 評価年度 令和3年度

配管からの
漏水等故障
件数0件

配管からの
漏水等故障

件数 達成度 ％ 100.0%

無

本交付金を活用し、特別養護老人ホームの配管・保温・機器類及び空調設備等の整備を行ったことにより、施設内
の環境改善が図られました。このことにより利用者の健康維持に寄与することが期待できます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

目標値 件 0

評価年度の設定理由

単位
成果実績 件 0

実施年度に事業の効果を検証し、次年度以降の事業の改善を図るため
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 （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

共和町電源立地交付金公共施設維持
基金造成事業

共和町 32,777,000 32,777,000 総事業費 32,777,000



Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）

交付金事業の担当課室 企画振興課
交付金事業の評価課室 企画振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
基金造成 - 32,777,000積立

交付金事業の契約の概要

総事業費 46,500,000 32,777,000

うち経済産業省分 46,500,000 32,777,000

交付金充当額 46,500,000 32,777,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業
費等

令和2年度 令和3年度 令和4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3年度 令和4年度

達成度 ％ 100.0% 0.0% 0.0%

令和5年度

基金造成額（円）
活動実績 円 32,777,000
活動見込 円 32,777,000

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

公共用施設の
機能維持率

100％

公共用施設の
不具合等修繕
数÷公共用施
設の不具合等
発生件数×

100

成果実績 ％
目標値 ％ 100

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
処分完了予定年度の翌年度に評価を行うため

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

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 共和町電源立地交付金公共施設維持基金造成事業

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

基金事業に関係する主要政策、施策
第8次共和町総合戦略（令和元年度～令和10年度）
2.郷土愛と自立の精神にあふれ心豊かに学び合うまち
 3.義務教育
②学校施設の計画的な整備と適切な維持管理　　ほか

成果目標：公共用施設の機能維持率100％（令和10年度）
　　　　　（公共用施設の不具合等修繕数÷公共用施設の不具合等発生件数×100）

事業開始年度 平成26年度 事業終了（予定）年度 令和10年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 共和町
交付金事業実施場所 岩内郡共和町南幌似

交付金事業の概要
災害や老朽化等により、機能を十分に発揮できなくなる公共用施設の価値回復や機能
維持をすることを目的に共和町公共用施設の維持修繕及び維持補修を実施するための
基金を造成します。

事業期間の設定理由 処分計画表により令和10年度に基金の処分を完了する予定のため

本交付金を活用し、共和町電源立地交付金公共施設維持基金を造成することにより、
長期的・安定的な施設の維持運営に要する経費の資金を確保することが出来ました。
今後も引き続き災害や老朽化等により、機能を十分に発揮できなくなる公共用施設の
価値回復や機能維持をすることを目的とした基金を造成することにより、基金条例に
合致した長期的・安定的な施設運営を行い、地域住民の安心安全及び住民生活の充実
が図ってまいります。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 （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

共和町電源立地交付金公共施設整備
基金造成事業

共和町 75,000,000 75,000,000 総事業費 75,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）

交付金事業の担当課室 企画振興課
交付金事業の評価課室 企画振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
基金造成 - 75,000,000積立

交付金事業の契約の概要

総事業費 75,000,000

うち経済産業省分 75,000,000

交付金充当額 75,000,000
うち文部科学省分

交付金事業の総事業
費等

令和3年度 　令和4年度 　令和5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3年度 令和4年度

達成度 ％ 100.0% 0.0% 0.0%

令和5年度

基金造成額（円）
活動実績 円 75,000,000
活動見込 円 75,000,000

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9年度

公共用施設の
年間入込者数
350,000人

公共用施設の
年間入込者数

（人）

成果実績 人
目標値 人 350000

達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
基金充当予定施設の開設が令和9年度を予定しているため

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

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 共和町電源立地交付金公共施設整備基金造成事業

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

基金事業に関係する主要政策、施策
第8次共和町総合計画（令和元年度～令和10年度）
1.大地の恵みとともににぎわいを創造するまち
 5.観光
④情報発信交流拠点施設としての「道の駅」の整備

成果目標：公共用施設の年間入込者数350,000人(令和9年度）

事業開始年度 令和3年度 事業終了（予定）年度 令和7年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 共和町
交付金事業実施場所 岩内郡共和町南幌似

交付金事業の概要 共和町の公共用施設整備費用に充当する基金を造成します。

事業期間の設定理由 処分計画表により令和7年度に基金の処分を完了する予定のため

本交付金を活用し、共和町電源立地交付金公共施設整備基金を造成することにより、
将来的な公共用施設の整備に要する経費の資金を確保することが出来ました。今後も
引き続き公共用施設整備のための資金確保を目的とした基金を造成することにより、
第8次共和町総合計画に基づいた施設整備を行い、地域住民の安心安全及び住民生活
の充実が図ってまいります。


