
別紙

Ⅰ．事業評価総括表
（単位：円）

合　　　　　計

公共用施設に係る整備及び維持補修措置

456,966,188

2 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

交付金等事業の名称
交付金等充当

額
交付金等事業
に要した経費

交付金等事業者
名又は間接交付
金事業者名

291,607,434

365,689,188 237,051,256

番号

1 災害避難所指定施設耐震補強等整備事業 伊方町 91,277,000 54,556,178

備考措置名



Ⅱ．事業評価個表

番号

1

伊方町

伊方町内

事業量等、詳細は別紙に記載。

総事業費 円 交付金等充当額 円

交付金等事業の成果目標

交付金等事業の成果指標

交付金等事業の成果及び評価

交付金等事業の契約の概要

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

　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、災害時に避難所
として活用する各地区の集会所について、有事の際に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。

　川永田コミュニティセンターは伊方町地域防災計画における自主避難所に指定されているが、老朽化により災害時の使用
に懸念のあるため維持補修により川永田地区住民の自主避難所（255㎡127人分）を確保、及び耐震性に問題があり避難所と
して指定されていない三崎中央集会所を建て替える事により、三崎地区住民の自主避難所（307㎡153人分）を確保する。

　川永田地区住民の自主避難所として老朽化により使用に懸念のあった川永田コミュニティセンターを改修し、255㎡127人
分の避難所スペースを確保した。また、耐震性に問題があり自主避難所にも指定されていなかった三崎中央集会所を建て替
える事により307㎡153人分の避難所スペースを確保した。

契約金額

措　　　置　　　名 交付金等事業の名称

　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

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

別紙に記載

無

交付金等事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 特に予定なし

91,277,000 54,556,178

契約の目的 契約の方法 契約の相手方



No 事　　　業　　　名 事業内容 契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額（円）

【災害避難所指定施設耐震補強等整備事業】 　

1 三崎中央集会所新築工事
集会所新築
ＲＣ２階建　延床面積 306.96㎡ 三崎中央集会所新築工事（請負）

制限付
一般競争入札

堀田建設㈱
伊方支店 80,480,000

2
川永田コミュニティセンター
維持補修工事

屋根、内外部、電気・給排水設備改修、
外部ｽﾛｰﾌﾟ設置

川永田コミュニティセンター
維持補修工事（請負）

制限付
一般競争入札 ㈲宇都宮組 10,797,000

91,277,000

別紙

合　　　計



 

 

番号 措置名
2 福祉対策措置

365,689,188 交付金等充当額 237,051,256

交付金等事業の成果及び評価

　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あ
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ようになった。
　上記のとおりの成果があり、下記のとおりの結果となった。
　①１日平均入院患者数151.7人
　②１日平均外来患者数383.3人
　③入院単価44,180円
　④外来単価10,601円

交付金等事業の概要 病院改築事業のⅡ期新築工事に合わせて、高度先進医療機器を中心に整備した。
総事業費

交付金等事業の成果目標

　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、救急救命医療
に対する病院機能の充実を図り、原子力発電施設立地地域及び隣接地域における中核病
院としての役割を果たすことを目指す。

交付金等事業の成果指標

　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・充実を図ること
は、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
の一助となることが見込まれる。
　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うことにより、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、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。
　上記の指標をもとに機器整備を行ない、下記の年間目標を目指す。
　①1日平均入院患者数175.0人
　②1日平均外来患者数370.0人
　③入院単価42,000円
　④外来単価10,000円

交付金等事業の名称
市立八幡浜総合病院医療機器整備事業

交付金等事業者名又は間接交付金事業者名 八幡浜市
交付金等事業実施場所 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）



 

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

売買
膀胱鏡ビデオシステム関係一式の購入

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

12,420,000

売買
内視鏡システム他一式の購入

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

17,064,000

売買
読影システム一式の購入

随意契約
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

3,780,000

売買
一般X線撮影装置他一式の購入

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

15,012,000

売買
体外衝撃波結石破砕装置一式の購入

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

52,056,000

売買
透析機器関係一式の購入

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

89,640,000

売買
尿化学分析装置の購入

随意契約
伊予市下三谷1番地6
アルフレッサ篠原化学株式会社愛媛支店

442,800

売買
自動血球計数CRP測定装置一式の購入

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

3,996,000

売買
ME機器関係一式の購入

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

13,629,600

売買
小型シリンジポンプの購入

随意契約
砥部町重光241番地3
株式会社カワニシ松山支店

252,288

売買
輸液ポンプ一式の購入

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

4,212,000

売買
シリンジポンプの購入

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

648,000

売買
内視鏡手術システム一式の購入

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

14,364,000

売買
血圧脈波検査装置、超音波診断装置一式の購入

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

3,326,400

売買
超音波画像診断装置一式の購入

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

5,940,000

売買
電子麻酔記録装置一式の購入

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

918,000

売買
尿流量測定装置一式の購入

指名競争入札
宇和島市寿町2丁目4-5
株式会社シーメック宇和島出張所

2,255,040

売買
手術顕微鏡OPMI pico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

3,726,000

売買
血液浄化装置一式の購入

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

6,318,000

交付金等事業の契約の概要



 
 

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

売買
人間ドック機器（眼科）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

3,348,000

売買
眼科機器一式の購入

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

3,726,000

売買
オージオメータ一式の購入

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

1,274,400

売買
耳鼻咽喉科機器一式の購入

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

12,474,000

売買
自動高圧滅菌器の購入

随意契約
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

410,400

売買
自動高圧滅菌器の購入

随意契約
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

410,400

売買
小型自動散薬分包機の購入

随意契約
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

540,000

売買
実験台一式の購入

指名競争入札
大洲市北只402番地7
株式会社三和医科器械大洲営業所

7,452,000

売買
薬用保冷庫関係一式の購入

指名競争入札
伊予市下三谷1番地6
アルフレッサ篠原化学株式会社愛媛支店

885,600

売買
薬用冷蔵庫関係一式の購入

指名競争入札
伊予市下三谷1番地6
アルフレッサ篠原化学株式会社愛媛支店

1,701,540

売買
体重計関係一式の購入

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

1,836,000

売買
口腔内放射線装置の購入

随意契約
松山市千舟町8丁目67-8
株式会社玉井歯科商店

540,000

売買
歯科用椅子の購入

随意契約
松山市千舟町8丁目67-8
株式会社玉井歯科商店

168,480

売買
診察台関係一式の購入

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

2,268,000

売買
ベッド関係一式の購入

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

27,216,000

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

5,810,400

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

39,096,000

交付金等事業の契約の概要



 
 

 

 

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

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

2,211,840

売買
ME機器管理システム

随意契約
高松市番町一丁目10番地2
株式会社富士通四国インフォテック

4,320,000

―

交付金等事業の契約の概要

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無
無
交付金等事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
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