
Ⅰ．事業評価総括表 

（単位：円）    

番号 措置名 交付金等事業の名称 交付金等事業者名又は 交付金等事業 交付金等充当額 備考

間接交付金事業者名 に要した経費

1
公共用施設に係る整
備及び維持補修措置

緊急避難道路整備事業 伊方町 208,312,000 187,012,433

2
公共用施設に係る整
備及び維持補修措置

災害避難所指定施設耐震補強等整備事業 伊方町 81,469,320 81,393,920

3
公共用施設に係る整
備及び維持補修措置

消防施設等整備事業 伊方町 56,677,800 51,500,070

4 福祉対策措置 市立八幡浜総合病院医療機器整備事業 八幡浜市 1,199,945,880 423,662,400

1,546,405,000 743,568,823合計

 



 Ⅱ．事業評価個表                                             

 （単位：円） 

番号
1

208,312,000 交付金等充当額 187,012,433

交付金等事業の成果及び評価

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
町道湊浦河内線道路改良工事 制限付一般競争入札 田中建設(有) 42,039,000
町道宇和海線道路改良工事 制限付一般競争入札 藤川建設(有) 66,543,000
町道田部高茂線道路改良工事 制限付一般競争入札 藤川建設(有) 56,160,000
町道宇和海線道路防災工事 制限付一般競争入札 藤川建設(有) 43,570,000

予定無し

伊方町内
　伊方町では、各集落へのアクセスは迂回路のない単線形状が大半を占め、唯一のアク
セス道路も幅員が狭く見通しも悪い状況にあり、加えて構造物の老朽化も進んでおり原
子力発電所の立地に伴う緊急輸送路の確保及び災害時の集落の孤立に対し町民の不安は
絶えない状況にある。このような状況を改善するため、町民の日常生活の安心安全の確
保を目的として、交通路の整備を実施。

交付金事業名
緊急避難道路整備事業

措置名
公共用施設に係る整備及び維持補修措置

伊方町交付金等事業者名又は間接交付金事業者名
交付金等事業実施場所

交付金等事業の概要

総事業費
・災害に強い道路を構築することにより、主要施設へのアクセスが向上し、有事に備え
た日常生活の安心・安全が確保された。
・地域間交流の充実が図られ、点在する集落の一本化及び町内連携軸の強化が図られ
た。
・円滑な交通流を確保することにより、農業などの過重労働の低減が図られ、生産性の
向上が図られた。

本事業に来年度以降も交付金等を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

交付金等事業の成果の再評価を行う場合の予定年度

無

　町民の日常生活の安心安全の確保のため、今後も本交付金を活用し、継続して事業実施する予定。

交付金等事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無



番号
2

81,469,320 交付金等充当額 81,393,920

交付金等事業の成果及び評価

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
河内集会所耐震補強改修工事 制限付一般競争入札 井上建設(有) 6,912,000
豊之浦集会所維持補修工事 制限付一般競争入札 愛光産業 8,109,720
塩成集会所新築工事 制限付一般競争入札 堀田建設(株)伊方支店 58,931,000
塩成集会所工事監理業務委託 制限付一般競争入札 (株)綜企画設計松山支店 2,041,200
仁田之浜集会所建設に伴う地質調
査業務委託

制限付一般競争入札 松山地下開発(株) 1,663,000

仁田之浜集会所実施設計業務委託 制限付一般競争入札 (株)鳳建築設計事務所 3,812,400

予定無し

伊方町内

　伊方町総合計画の基本理念の一つである「安心・安全で快適に暮らせるまちづくり」
を図るため、また、「伊方町地域防災計画」において避難所に指定されている各地区の
集会所について、災害時において避難所としての機能が十分発揮できるよう、必要な維
持補修や耐震補強工事を実施。また、老朽化の著しい集会所については建て替えを実
施。

交付金事業名
災害避難所指定施設耐震補強等整備事業

措置名
公共用施設に係る整備及び維持補修措置

伊方町交付金等事業者名又は間接交付金事業者名
交付金等事業実施場所

交付金等事業の概要

総事業費
町民に災害時の安全な避難場所を提供することができるよう、必要な措置が講じられ
た。

本事業に来年度以降も交付金等を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

交付金等事業の成果の再評価を行う場合の予定年度

無

　町民に災害時の安全な避難場所を提供するために、今後も本交付金で事業を継続し、診断の結果、基準に満たないものについて
は、耐震補強工事や建て替えを行う。また、災害避難場所としての機能を充実させるための地区集会所の維持修繕など、必要な措置
を実施する予定。

交付金等事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無



番号
3

56,677,800 交付金等充当額 51,500,070

交付金等事業の成果及び評価

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
第１分団２部（中之浜）消
防ポンプ格納庫新築工事

制限付一般競争入札 井上建設（有） 17,499,000

第３分団４部（豊之浦）消
防ポンプ格納庫新築工事

制限付一般競争入札 （有）宇都宮組 18,295,200

第８分団１部（塩成）消防
ポンプ格納庫新築工事

制限付一般競争入札 （有）緒方工務店 19,242,000

小型動力ポンプ購入事業 指名競争入札 （株）岩本商会宇和島営業所 1,641,600

予定無し

伊方町内

　地域におけるきめ細かい防災体制づくりの強化に向けて各地区の消防活動の強化を図るた
め、老朽化した消防ポンプ格納庫の建て替え及び可搬型ポンプ積載車等を更新。

交付金事業名
消防施設等整備事業

措置名
公共用施設に係る整備及び維持補修措置

伊方町交付金等事業者名又は間接交付金事業者名
交付金等事業実施場所

交付金等事業の概要

総事業費

　災害発生時に出動する際、老朽化した消防車両やポンプを使用することの不安が解消され、
効率的な消防活動ができるとともに、地域住民の消防団活動に対する信頼性向上につながっ
た。

本事業に来年度以降も交付金等を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

交付金等事業の成果の再評価を行う場合の予定年度

無

　災害時の迅速な対応のため、本交付金を活用し、老朽化した施設や設備を順次更新する予定。

交付金等事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

 



番号 措置名
4 福祉対策措置

1,199,945,880 交付金等充当額 423,662,400

交付金等事業の成果及び評価

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
売買
1.5T磁気共鳴診断装置他一式の購入

指名競争入札
宇和島市御幸町1丁目2番13号
株式会社サンメディカル

236,520,000

売買
全身用X線CT診断装置他一式の購入

指名競争入札
松山市立花6丁目1番1号
株式会社エヒメ医療器

344,628,000

売買
ME機器関連一式の購入

指名競争入札
砥部町重光241番地3
株式会社カワニシ松山支店

37,800,000

売買
過酸化水素プラズマガス滅菌装置一式の購入

指名競争入札
宇和島市御幸町1丁目2番13号
株式会社サンメディカル

14,558,400

売買
画像読取装置他一式の購入

指名競争入札
松山市来住町1180番地1
株式会社キタムラメディカル松山営業所

77,220,000

売買
X線骨密度測定装置一式の購入

指名競争入札
宇和島市御幸町1丁目2番13号
株式会社サンメディカル

6,750,000

売買
臨床用ポリグラフの購入

指名競争入札
砥部町重光241番地3
株式会社カワニシ松山支店

11,340,000

売買
全身麻酔装置他一式の購入

指名競争入札
松山市立花6丁目1番1号
株式会社エヒメ医療器

31,536,000

売買
手術室無影灯一式の購入

指名競争入札
松山市越智3丁目4番22号
株式会社シーメック松山営業所

37,800,000

売買
シーリングペンダント一式の購入

指名競争入札
松山市越智3丁目4番22号
株式会社シーメック松山営業所

14,040,000

売買
電動油圧手術台一式の購入

指名競争入札
松山市立花6丁目1番1号
株式会社エヒメ医療器

19,980,000

交付金事業名
市立八幡浜総合病院医療機器整備事業

交付金等事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

　救急救命医療（初期被ばく医療を含む）に関する医療機器の整備・充実を図ったことによ
り、災害拠点病院並びに救急告示病院として、災害等発生時における地域住民の救命医療に
大きな役割を果たすだけでなく、立地地域及び隣接地域の住民の心理的不安の解消の一助と
なっている。
　また、将来に亘って地域医療を支える病院の機器整備を行なったことにより、原子力発電
施設立地地域及び隣接地域の住民の安心・安全に寄与し、定住を支える効果が見込まれる。
　さらに、高次の救急医療等の医療機器を整備したことにより、地域住民に対して高度で良
質な医療サービスを提供することで、質の高い生活の維持を図り、自治体としての責任を果
たすことができる。

交付金等事業実施場所

交付金等事業の概要

総事業費

市立八幡浜総合病院（愛媛県八幡浜市大平1番耕地638番地）
病院改築事業のⅠ期新築工事に合わせて、初期被ばく医療を含む救急救命医療に関する医療
機器を中心に整備した。

交付金等事業者名又は間接交付金事業者名 八幡浜市

 



契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
売買
リハビリ関連機器一式の購入

指名競争入札
宇和島市御幸町1丁目2番13号
株式会社サンメディカル

15,228,000

売買
ベットパンウォッシャーの購入

指名競争入札
松山市立花6丁目1番1号
株式会社エヒメ医療器

4,320,000

売買
移動型LED診療用照明器の購入

随意契約
松山市立花6丁目1番1号
株式会社エヒメ医療器

378,000

売買
調剤機器及び調剤支援システム一式の購入

指名競争入札
大洲市田口字白方前甲71番地
株式会社よんやく大洲支店

145,800,000

売買
薬用保冷庫及び与薬カート一式の購入

指名競争入札
西予市宇和町伊賀上70番2
四国アルフレッサ株式会社南予支店

5,670,000

売買
電動ベッド関連一式の購入

指名競争入札
松山市立花6丁目1番1号
株式会社エヒメ医療器

11,016,000

売買
解剖室関連機器一式の購入

指名競争入札
宇和島市御幸町1丁目2番13号
株式会社サンメディカル

1,641,600

売買
中央材料滅菌機器一式の購入

指名競争入札
松山市立花6丁目1番1号
株式会社エヒメ医療器

77,220,000

売買
心電図診断情報システムの購入

指名競争入札
宇和島市堀端町1番47号
宇和島器械有限会社

11,124,000

売買
超音波凝固切開装置の購入

指名競争入札
松山市立花6丁目1番1号
株式会社エヒメ医療器

4,827,600

売買
無散瞳眼底カメラ一式の購入

指名競争入札
松山市南江戸三丁目1番60号
株式会社アーガス・ビー・エム・シー

2,808,000

売買
自動視野計一式の購入

指名競争入札
松山市南江戸三丁目1番60号
株式会社アーガス・ビー・エム・シー

4,860,000

売買
鋼製小物一式の購入

指名競争入札
松山市立花6丁目1番1号
株式会社エヒメ医療器

16,632,000

売買
医療備品関係一式の購入

指名競争入札
松山市立花6丁目1番1号
株式会社エヒメ医療器

11,556,000

売買
什器関係一式の購入

指名競争入札
八幡浜市1526番地145
株式会社丸越

49,539,600

売買
家電関係一式の購入

指名競争入札
八幡浜市保内町宮内1番耕地334番地1
有限会社ナカタ電器保内店

1,381,320

売買
給食用食器の購入

指名競争入札
松山市久万ノ台1194番地
シンセイフードサービス株式会社

3,771,360

予定無し

本事業に来年度以降も交付金等を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

交付金等事業の成果の再評価を行う場合の予定年度

無

平成28年度に病院改築事業のⅡ期新築工事に合わせて、初期被ばく医療を含む救急救命医療に関する医療機器を中心に整備する。

交付金等事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

 


