
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（平成３０年度）
（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。

交付金事業に要
した経費

6,581,140 6,000,000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

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



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

措置名 交付金事業の名称

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」

番号

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 共和町

町内外からの来場者数
（人）

29,000

30,000

96.7%

評価年度 平成３０年度

成果実績

目標値

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７次共和町総合計画（平成２１年度～平成３０年度）
４.人と自然が共に生きる元気なまち～産業振興～
４－５観光
④観光振興に向けた企画・イベントの充実
　・郷土色豊かな「共和かかし祭」の充実

目標：来場者数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する。

交付金事業実施場所 北海道岩内郡共和町南幌似

交付金事業の概要

地域の活性化を図るため、第３８回「共和かかし祭」を８月１８日・１９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。

平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０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

％

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

本交付金の活用により、ＪＡ青年部・女性部、商工会、共和高校生のボランティア協力
など、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。しかし、２日目は行事の大半が雨の中での実施となったこ
ともあり、来場者については、約２９，０００人となりました。
　次年度は、来場者３０，０００人の達成に向けて、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することにより集客の増加を目指すとともに、内容の充実を図ります。

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

来場者
３０，０００
（人）



432,000

キャラクターショー招致委託 請負
東映(株)
東京都中央区銀座３丁目２番１７
号

395,280

イベントポスター作成 請負
(株)北海道総合出版
札幌市中央区北１条西１６丁目１
番地２７

324,000

芸能人招致委託 請負
(株)Ｊプロモーション
札幌市中央区南１１条西１３丁目
２－３７カレラ1113-501号

3,240,000

イベントパンフレット作成 請負
(株)北海道総合出版
札幌市中央区北１条西１６丁目１
番地２７

307,800

ＰＲ用うちわ作成 請負
(株)北海道総合出版
札幌市中央区北１条西１６丁目１
番地２７

321,300

ラジオスポット放送 請負 (株)ＳＴＶラジオ
札幌市中央区北１条西８丁目 405,000

臨時職員人件費 雇用 臨時職員１名 426,134

駐車場交通誘導警備委託 請負 協和総合管理(株)倶知安営業所
虻田郡倶知安町北３条東９丁目 362,880

花火打上委託 請負 北海煙火(株)
小樽市望洋台１丁目５番９号

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

産業課商工観光係

産業課商工観光係

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

イベントリース物件賃貸借 賃貸借 片桐機械(株)岩内支店
岩内町字大浜４７６－１９ 366,746

6,000,000

100.0% 100.0% 100.0%

イベントPR用うちわの配布
3,500枚

3,500 3,500 3,500

3,500

備　考

達成度

活動指標

人

人

％

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等

30年度29年度

3,500 3,500

年度 年度

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

28年度単位

活動実績

活動見込

平成３０年度

6,581,140

6,000,000



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

児童公園施設整備事業 共和町 63,504,000 56,344,000



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

　本交付金を活用し、児童用コンビネーション遊具1基、幼児・児童用コンビネー
ション遊具1基、ブランコ1基、シェルター1基を更新したことにより、幼児から小
学生までの子ども達が、安心して利用することができる充実した公園を整備する
ことができました。併せて、鉄製構造部材を用いた遊具に更新したことにより、
安全性、耐久性の向上を図ることができました。
　次年度から供用開始するにあたり、多くの方々に利用して頂けるよう、広報・
周知に努めるとともに、安全に、安心して利用できるよう、利用にあたっての
ルールやマナーについて十分な啓発を実施します。

評価年度の設定理由
供用開始が平成31年度からとなるため。

成果実績 人

目標値 人 0

交付金事業の定性的な成果及び評価等

事業期間の設定理由
成果目標 成果指標 単位 評価年度 平成31年度

遊具が原因と
なって発生し
た怪我人の人

数０人

老朽化した児
童公園の設備

の更新
（箇所）

達成度 ％ 0.0%

交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業の概要

老朽化した児童公園の設備の更新を行います。
・児童（6歳～12歳）用コンビネーション遊具1基
・幼児・児童（3歳～12歳）用コンビネーション遊具1基
・ブランコ1基
・シェルター（四阿）1基

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7次共和町総合計画（平成21年度～平成30年度）
2.共に創ろう、笑顔あふれる元気なまち
2-3児童福祉、子育て支援
①子育て環境の整備
・児童遊園地にある遊具の定期的な点検、整備
・児童の健全な遊び場の確保

目標：遊具が原因となって発生した怪我人の人数0人
　
　老朽化した児童公園の設備の更新を行うことにより住民が安心で安全な利用が
できるようになり、児童の健全な遊び場の確保、児童の健全育成を一層推進して
いきます。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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
児童公園施設整備事業

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の成果目標
及び成果実績



活動指標 単位 年度 年度 平成30年度

交付金事業の総事業費
等

年度 年度 平成30年度 備　考

達成度 基 0.0% 0.0% 100.0%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

4
活動見込 基

うち文部科学省分

4公園施設の更新数（基）
活動実績 基

交付金充当額 56,344,000
総事業費 63,504,000

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

うち経済産業省分 56,344,000

交付金事業の評価課室 住民生活課

児童公園施設整備 請負
三陽建設工業株式会社

（共和町老古美49番地の1） 63,504,000

交付金事業の担当課室 住民生活課



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

スクールバス整備事業 共和町 86,832,000 74,000,000



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

評価年度の設定理由
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

成果実績 件 0
目標値 件 0

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本事業を活用し、老朽化したスクールバスを更新したことにより、児童生徒の登
下校が安全で効率的なものとなり、本町の教育体制の充実が図られるとともに、保
護者の送迎時の負担が軽減され、子育て環境の充実が図られました。
　今後も安全な運行のため、運転手への安全教育等の実施により意識の高揚を図る
と共に、学校を通じて児童生徒へ乗車ルールやマナー指導等を行い、教育環境のさ
らなる充実を図ります。

交付金事業の概要
　教育環境の向上と通学の安全性の確保のため、老朽化したスクールバスを3台更
新します。（62人乗り、12列、全長11,990ｍｍ、全高3,460ｍｍ、全幅2,490ｍｍ、
トランクスペース配備）

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7次共和町総合計画（平成21年度～平成30年度）
　2.郷土を愛し、豊かな心を育む元気なまち
　3-3義務教育（小・中学校）
　③教育環境の整備・充実
　・耐用年数、損耗の程度や走行距離等による計画的なスクールバスの
    更新を行います。

目標：事故、運行遅延等の発生件数0件（平成30年度）
　
老朽化したスクールバスを更新することにより、故障の発生が減少し安全性能も高
まることから、事故、運行遅延等の発生件数0件を目指します。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

交付金事業の成果目
標及び成果実績

交付金事業の成果目
標及び成果実績

事業期間の設定理由
成果目標 成果指標 単位 評価年度 平成30年度

事故、運行遅
延等の発生件

数　0件

事故、運行遅延
等の発生件数

（件） 達成度 ％ 100.0%

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 共和町一円

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
スクールバス整備事業

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



活動指標 単位 年度 年度 平成30年度

交付金事業の総事業
費等

年度 年度 30年度 備　考

達成度 ％ 0.0% 0.0% 100.0%

交付金事業の活動指
標及び活動実績

3
活動見込 台 3スクールバス更新台数（台）

活動実績 台

交付金充当額 74,000,000
総事業費 86,832,000

うち経済産業省分 74,000,000
うち文部科学省分

スクールバス更新 指名競争入札 三菱ふそうトラック・バス株式会社
北海道ふそう小樽支店（小樽市） 86,832,000

交付金事業の担当課室 教育委員会　学校給食センター

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　学校給食センター


