
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

小学校教育用コンピュータ等整備事
業

共和町 30,888,000 22,000,000



Ⅱ．事業評価個表（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3年度

「全国学力・学
習状況調査」に
おける全国との
平均対比率
100％以上

「全国学力・学
習状況調査」に
おける全国との
平均対比率（共
和町平均／全国
平均×100）
（％）

達成度 ％ 0.0%

成果実績 ％

目標値 ％ 100

交付金事業の概要

平成25年度に整備した町内3小学校におけるコンピュータ教室のパソコン端末及びサーバー等関連
機器について、パソコン端末に登載されている基本ソフト（ＯＳ）がWindows7であり、令和2年1月
をもってサポート期間が終了しセキュリティ面でのサポートの提供が不可となること、また、各種
機器の耐用年数の経過により故障等の恐れもあることから、更新を行います。

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

交付金事業に関する主要政策・施策

第8次共和町総合計画（2019年度～2028年度）
第2章　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
施策の内容③　ＩＣＴ等の教育環境整備
基本目標：文部科学省が提示の「2018年度以降の学校におけるＩＣＴ環境の整備方針」に基づき、
新学習指導要領の完全実施に向けた環境整備を行い、確かな学力の定着に向けたＩＣＴを活用した
授業の展開、また、ＩＣＴを活用した情報教育の推進のため、教育環境及び教育体制の充実を図る
ものです。

成果目標：「全国学力・学習状況調査」における全国との平均対比率100％以上
　　　　　（共和町平均／全国平均×100）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

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 共和町国富ほか2カ所

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
小学校教育用コンピュータ等整備事業



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
納品が9月であったため、令和2年4月実施の「全国学力・学習状況調査」の結果に
より評価を実施する。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月実施の「全国学力・学習状
況調査」が中止となったため、令和3年5月実施の「全国学力・学習状況調査」の結
果により評価を実施する。

交付金事業の定性的な成果及び評価等
今年度はICTの整備により、ICTを活用した授業展開また情報教育の推進が図られ、
児童の確かな学力の定着につながりました。
来年度はICTを活用した多様な授業展開、またICTを活用した授業数を増やし、児童
の学力や学習意欲のさらなる向上を目指します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 令和元年度

交付金事業の総事業
費等

令和元年度 年度 年度 備　考

達成度 ％ 100.0%

交付金事業の活動指
標及び活動実績 活動見込 台 71購入台数（台）

活動実績 台 71

交付金充当額 22,000,000
総事業費 31,334,040

うち経済産業省分 22,000,000
うち文部科学省分

教育用コンピュータ更新 指名競争入札 株式会社　川端文化堂（倶知安町） 30,888,000
交付金事業の担当課室 教育委員会　管理課総務係

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

交付金事業の評価課室 教育委員会　管理課総務係



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

共和歯科診療所整備事業 共和町 71,600,000 71,600,000 総事業費 149,072,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

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
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
　(2)医療
　・最も身近な医療機関として町民が安心して受診できる診療所の維持、充実に努めるととも
に、町内外の関係機関と連携し、広域医療体制の充実に努めます。

成果目標：歯科診療所稼働率　100％（令和2年度）
　　　　　実診療日÷診療予定日×100

歯科診療所稼
働率　100％

歯科診療所稼
働率　実診療
日÷診療予定

日×100
（％）

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％ 0.0%

交付金事業の概要

　築40年が経過する共和歯科診療所建設工事（診療所167.69㎡）及び周辺の外構工事を行いま
す。バリアフリー化や待合室・診察室を広くすることで、患者さんの身体的な負担が軽減すると
ともに、医療スタッフの作業効率の向上が図られ、町が取り組んでいる歯科予防の推進が期待さ
れます。

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3年度

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 岩内郡共和町南幌似

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
共和歯科診療所整備事業



交付金事業の総事業
費等

令和元年度 令和　年度 令和　年度

交付金事業の成果目
標及び成果実績

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

評価年度の設定理由
新築後の年間の実績を評価するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等
　老朽化した共和歯科診療所を建設・整備したことにより、今までよりも診察室が広くなり、玄関やトイ
レがバリアフリーとなったことで、高齢者や障がいのある方にも通院しやすい環境となりました。診療効
率が上がることも期待され、患者の体への負担軽減や診療ニーズに応える医療体制が整ったことで、町民
の早期治療や健康維持に寄与することが期待できます。

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 活動見込 箇所 1診療所整備数（箇所）

活動実績 箇所 1
活動指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和　年度

交付金充当額 71,600,000
総事業費 149,072,000

うち経済産業省分 71,600,000
うち文部科学省分



4,950,000

交付金事業の担当課室 企画振興課

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

建築主体工事

電気設備工事

草別・拓成特定共同企業体
株式会社草別組（岩内町）
拓成工業株式会社（共和町）

97,559,000

14,025,000株式会社共和電工（共和町）

株式会社マルコー設備（岩内町）

株式会社谷口工務店（共和町）

23,595,000

8,943,000

指名競争入札

機械設備工事

外構工事

合計 149,072,000

建設工事監理業務委託 株式会社　創建社（札幌市）

交付金事業の評価課室 保健福祉課



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

共和歯科診療所備品整備事業 共和町 24,824,000 24,824,000 総事業費 26,763,000



Ⅱ．事業評価個表（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3年度

歯科診療所稼
働率　100％

歯科診療所稼
働率　実診療
日÷診療予定

日×100
（％） 達成度 ％ 0.0%

評価年度の設定理由
新築後の年間の実績を評価するため

成果実績 ％

目標値 ％ 100

交付金事業の概要

　共和歯科診療所は築40年が経過しているが、購入し30年以上が経過している備品もあり、老朽
化による故障や耐用年数の超過により修理用の部品がないなどで年々買い換えが増えており、診
療がストップしてしまうなど支障がでてきています。歯科診療所の建設に伴い、故障が続いてい
る備品の更新と、歯周病の治療がより充実できるよう新規の備品を購入し、患者さんの身体的な
負担を軽減するとともに、医療スタッフの作業効率の向上を図ることで、町が取り組んでいる歯
科予防の推進が期待されます。（医療用備品19点、施設用備品22点の整備）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

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
共和歯科診療所備品整備事業

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

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
　(2)医療
　・最も身近な医療機関として町民が安心して受診できる診療所の維持、充実に努めるととも
に、町内外の関係機関と連携し、広域医療体制の充実に努めます。

成果目標：歯科診療所稼働率　100％（令和2年度）
　　　　　実診療日÷診療予定日×100



交付金事業の成果目
標及び成果実績 交付金事業の定性的な成果及び評価等

　老朽化した共和歯科診療所の医療機器及び施設用備品を新規購入したことにより、治療効率が上がり、
また、歯科医師の専門性をいかした診療等が行える等、患者の体への負担軽減や診療ニーズに応える医療
体制が整ったことで、町民の早期治療や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
無

活動指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和  年度

交付金事業の総事業
費等

令和元年度 平成  年度 平成  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 活動見込 台 41備品整備数（台）

活動実績 台 41

交付金充当額 24,824,000
総事業費 26,763,000

うち経済産業省分 24,824,000
うち文部科学省分

医療用備品購入 株式会社石田歯科商会（室蘭市） 25,245,000

交付金事業の担当課室 企画振興課

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

施設用備品購入

指名競争入札

有限会社浅賀（岩内町） 1,518,000

合計 26,763,000

交付金事業の評価課室 保健福祉課



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

消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型整備事
業

共和町 14,000,000 14,000,000 総事業費 27,170,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）
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 共和町小沢

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
消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型整備事業

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、「消防ポンプ自
動車ＣＤ－Ⅰ型」(1台）への更新を実施します。（仕様：令和元年式シャシ、ダブルキャビン、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴ
ﾝｼﾞﾝ、4輪駆動、オートマチック、ポンプ性能Ａ-2級以上、標準艤装、取付品及び取付装置、積載品及び
付属品、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（令和元年度）
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 評価年度 令和元年度

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
（件） 達成度 ％ 100.0%

無

　本交付金の活用により、「消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車CD-Ⅰ型」(1台）（仕様：令和元年式ｼｬｼ、ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾋﾞﾝ、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞ
ﾝ、4輪駆動、ｵｰﾄﾏﾁｯｸ、ﾎﾟﾝﾌﾟ性能A-2級以上、標準艤装、取付品及び取付装置、積載品及び付属品、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



交付金事業の総事業

交付金充当額

うち経済産業省分 14,000,000
交付金事業の契約の概要

消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型購入 指名競争入札 北海道ﾄﾞﾗｲｹﾐｶﾙ株式会社（札幌市） 27,170,000円
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
14,000,000

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

単位 令和 元年度 令和  年度

総事業費 27,170,000
令和元年度 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

消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型
整備数（台）

達成度 ％ 100.0% 0.0% 0.0%

活動見込 台 1

令和　年度
活動実績 台 1



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 6,780,887 6,000,000 総事業費6,780,887



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

地域活性化措置

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 令和元年度

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 ％ 100%

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 30,032
目標値 人 30,000

交付金事業の概要

地域の活性化を図るため、第39回「共和かかし祭」を8月24日・25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、地域の活性化を推進します。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

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 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」



臨時職員人件費 雇用 臨時職員1名 422,085

ラジオスポット放送 随意契約（少額）
(株)ＨＢＣビジョン（札幌
市） 432,000

随意契約（技術提案） 岩橋印刷(株)（札幌市） 302,400

イベントポスター作成 随意契約（技術提案）
(株)総北海札幌支社（札幌
市） 353,160

交付金事業の成果目
標及び成果実績

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、町民主体によるイベントを実施し、住民意識の高揚と地域の連帯感の醸成
につなげることが出来ました。また、マスメディアを活用して広く「共和かかし祭」を周知するこ
とにより、札幌圏からバスツアーでの来場など、町の観光資源や特産品「らいでんブランド」のPR
とあわせて、共和町の知名度アップや地域振興が図られました。来場者については、約30,000人の
来場となりました。次年度は、さらに多くの方に来場にしてもらえるよう、マスメディアやイン
ターネット、チラシを活用して、町内外に広くPRし、集客の増加を目指すとともに、内容の充実を
図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

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

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指
標及び活動実績

3,500
活動見込 枚 3,500 3,500 3,500

イベントＰＲ用うちわの
配布（枚）

活動実績 枚 3,500 3,500

交付金充当額 6,000,000 6,000,000 6,000,000
総事業費 6,521,735 6,581,140 6,780,887

うち経済産業省分 6,000,000 6,000,000 6,000,000
うち文部科学省分

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

PR用うちわ作成



駐車場交通誘導警備委託 随意契約（特命）
協和総合管理(株)倶知安営業所
（倶知安町） 513,216

イベントパンフレット作成 随意契約（技術提案）
(株)総北海札幌支社（札幌
市） 324,000

イベントリース物件賃貸借 随意契約（少額）
片桐機械(株)岩内支店（岩内
町） 366,746

交付金事業の担当課室 産業課商工観光室商工観光係

花火打上委託 随意契約（少額） 北海煙火(株)（小樽市） 432,000

キャラクターショー招致委託 随意契約（特命） 東映(株)（東京都） 395,280

芸能人招致委託 随意契約（技術提案） (株)ＳＴＶラジオ（札幌市） 3,240,000

交付金事業の評価課室 産業課商工観光室商工観光係


