
Ⅱ．事業評価個表 

 

番号 措置名
1 公共用施設に係る整備及び維持補修措置

130,000,000 交付金充当額 130,000,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

平成30年度

交付金事業の名称
道路安全対策事業（県道整備）

交付金事業の契約の概要

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

交付金事業者名又は間接交付金事業者名
交付金事業実施場所

交付金事業の概要

総事業費

伊方町、八幡浜市、大洲市、西予市
・舗装補修　　　34路線　総延長L=  3,293m
・安全施設整備　11路線　総延長L= 25,174m

愛媛県

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度
無

交付金事業の成果目標

　伊方原子力発電所周辺地域（４市町：伊方町、八幡浜市、大洲市、西予
市）において、県道の防災対策や避難誘導支援対策を総合的に実施し、事
故や災害発生時の円滑な避難・救援活動を可能とするため、「原子力発電
施設立地地域共生交付金」を活用し、県民の安全・安心を確保する。

交付金事業の成果指標

　平成28年度実施箇所において、管理瑕疵による事故件数をゼロ件にする
ことを指標とし、日常における県管理道路の安全かつ円滑な利用確保を行
うとともに、事故発生時の緊急時の際にも、円滑な避難・救済活動が可能
となるよう備える。

交付金事業の成果及び評価

　Ｈ28年度は34路線、総延長L=3,293mの舗装補修と、11路線、総延長
L=25,174mの安全施設整備を実施したことにより、Ｈ28年度事業実施箇所に
おいて、指標に掲げていた管理瑕疵による事故件数をゼロ件を達成しまし
た。引き続き次年度も整備計画に基づき事業を実施し、日常における県管
理道路の安全かつ円滑な利用確保を行い、事故発生時の緊急時の際におけ
る円滑な避難・救済活動にも備えることとし、Ｈ30年度に改めて達成度合
いを評価予定です。

別紙のとおり

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 契約の方法 契約の相手方 契約金額

種別 仕様 数量 (円)

舗装補修 1路線

(原道安第31号の1他) 1.0式

舗装補修 1路線

(原道安第32号の1) 1.0式

安全施設整備 2路線

(原道安第33号の1他) 1.0式

舗装補修 4路線

(原道安第24号の1他) 1.0式

安全施設整備 3路線

(原道安第28号の1他) 1.0式

舗装補修 9路線

(原道安第1号の1他) 1.0式

舗装補修 11路線

(原道安第3号の1他) 1.0式

舗装補修 2路線

(原道安第35号の1他) 1.0式

舗装補修 1路線

(原道安第36号の1他) 1.0式

舗装補修 1路線

(原道安第37号の1) 1.0式

舗装補修 1路線

(原道安第38号の1) 1.0式

舗装補修 1路線

(原道安第39号の1) 1.0式

舗装補修 1路線

(原道安第41号の1) 1.0式

舗装補修 1路線

(原道安第42号の1) 1.0式

安全施設整備 3路線

(原道安第43号の1他) 1.0式

安全施設整備 1路線

(原道安第44号の1) 1.0式

安全施設整備 2路線

(原道安第47号の1他) 1.0式

指名競争入札 鳳洋道路興業(株)

協和道路(株) 3,200,000

130,000,000合　　計

17 指名競争入札 鳳洋道路興業(株) 4,000,000

(西予市)
安全施設整備工事

15

9 指名競争入札

4,000,000

(西予市)
舗装補修工事

16 指名競争入札 港産業(株) 1,000,000

10 指名競争入札

18,000,000

(大洲市)
舗装補修工事

11 指名競争入札 協和道路(株) 3,200,000

8 指名競争入札 協和道路(株) 3,271,000

4,490,000

6 指名競争入札 (株)西田興産 24,000,000

建商(株) 6,039,000

7 指名競争入札 愛媛舗道(株)

6,490,000

4 指名競争入札 建商(株)
(八幡浜市)
舗装補修工事

5 指名競争入札

12 指名競争入札 鹿島道路(株)

2

10,000,0001 指名競争入札

(株)愛亀

10,000,000

契約の目的

16,000,000

3 指名競争入札 瀬戸内ライン工業(株)

(伊方町)
舗装補修工事

(伊方町)
安全施設整備工事

指名競争入札 3,000,000

(株)愛亀

(株)愛媛ミラー 7,000,000
(八幡浜市)
安全施設整備工事

14 指名競争入札 協和道路(株) 6,310,000

13 指名競争入札 協和道路(株)



 

番号

2

伊方町

伊方町内

総事業費 円 交付金充当額 円

交付金事業の成果目標

交付金事業の成果指標

交付金事業の成果及び評価

交付金事業の契約の概要

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

79,977,727 76,000,000

　本事業により老朽化した消防団の活動拠点を整備する事で、より徹底した予防消防活動を行う事が可能となります。その
ため本事業の成果指標として、過去３年の町内の火災発生件数の平均5.6件（平成25年度6件、平成26年度6件、平成27年度5
件）を下回る事を指標とします。

　本事業で老朽化した消防ポンプ格納庫を整備し、消防団の予防消防活動がより活発に行われたことにより、事業完了後の
火災発生件数は0件であり指標に掲げた5.6件を下回っております。また、災害発生時に出動する際、老朽化した施設を使用
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りま
した。

消防ポンプ格納庫４件の建て替え。（事業量等、詳細は別紙に記載。）

交付金事業実施場所

交付金事業の概要

無

措　　　　　　置　　　　　　名 交　付　金　事　業　名 の　名　称

　公共施設に係る整備及び維持補修措置 消防施設等整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の相手方

交付金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

別紙に記載

契約の目的 契約の方法

　本事業で整備を行う消防ポンプ格納庫は、自治消防を担う伊方町消防団の活動拠点となります。火災現場においては初期
消火の成功の可否が非常に重要ですが、さらに重要な対策は予防消防であり、この点については地域に根差した消防団が日
頃より地道な活動を行っております。その消防団の活動拠点となる消防ポンプ格納庫の内、老朽化したものの整備を行う事
で、より機能的な予防消防活動が行えることが見込まれます。

契約金額

 



 

番号

3

伊方町

伊方町内

総事業費 円 交付金充当額 円

交付金事業の成果目標

交付金事業の成果指標

交付金事業の成果及び評価

　 　 　

交付金事業の契約の概要

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成30年度

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

別紙に記載

167,182,000 150,000,000

無

交付金事業の概要

  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ります。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します。

・道路改良１路線　L=133.2m　W=4.0(5.0)m

・道路新設１路線　L=167.0m　W=3.0(4.0)m

　道路改良を行う町道宇和海線においては総延長14,382.4ｍの内、133.2ｍ（0.93％）の改良を行う事を指標とします。ま
た、道路新設を行う豊之浦地区内１号線においては、豊之浦地区住民約380名の生活道の確保を指標とします。

　Ｈ28年度は133.2m（0.93％）の道路改良並びに道路新設167.0ｍによる豊之浦地区約380名の生活道確保を達成しました。
これにより、当該区間において災害に強い道路が構築され、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・安全が確保されました。引き続き次年度も整備計画に基づき事業を実施し、地域間交流の充実、点在する集落の一本化
及び町内連携軸の強化、また、円滑な交通流の確保による農業などの過重労働の低減と生産性の向上を図ることとし、Ｈ30
年度に改めて達成度合いを評価予定です。

措　　　　　　置　　　　　　名 交　付　金　事　業　名 の　名　称

　公共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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

交付金事業実施場所

 



 

事　　　業　　　名 事業内容

1 伊方東分団（亀浦）消防ポンプ格納庫新築工事 ＲＣ２階建（A=39.8㎡）
制限付一般
競争入札 ㈲宇都宮組 16,997,600

2 九町分団（畑・須賀）消防ポンプ格納庫新築工事 ＲＣ２階建（A=53.92㎡）
制限付一般
競争入札 井上建設㈲ 26,320,418

3 二見分団（大成）消防ポンプ格納庫新築工事 ＲＣ２階建（A=43.3㎡）
制限付一般
競争入札 愛光産業 18,108,360

4 二見分団（鳥津）消防ポンプ格納庫新築工事 ＲＣ２階建（A=43.3㎡）
制限付一般
競争入札 山岡建設 18,551,349

79,977,727

【緊急避難道路整備事業】 　

1 町道宇和海線道路改良工事 道路改良（L=133.2m　W=4.0(5.0)m）
制限付一般
競争入札 藤川建設㈲ 104,216,000

2 豊之浦地区内１号線道路新設工事 道路新設（L=167.0m　W=3.0(4.0)m）
制限付一般
競争入札 ㈲堀保組 62,966,000

167,182,000

別紙

【消防施設等整備事業】

合　　　計

合　　　計

契約の目的

No 契約の方法 契約の相手方 契約金額（円）

 



番号 措置名
4 福祉対策措置

365,689,188 交付金等充当額 11,490,000

交付金等事業の成果及び評価

　高度先進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
スの提供が可能となり、安心で質の高い生活の維持確保につながり、原子力発電施設立
地地域及び隣接地域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

　高度先進医療機器を中心に整備することにより、高度先進医療サービス体制の充実を
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

　高度先進医療機器を整備することにより、地域住民に対して高度で良質な医療サービ
スの提供が可能となり、安心で質の高い生活の維持確保につながることはもちろん、原
子力発電施設立地地域及び隣接地域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なうことにより、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。
　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
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

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

交付金等事業の契約の概要

 



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
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

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

―

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

 


