
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 交付金充当額 円

交付金事業の成果及び評価

　 　 　 　

　 　 　

　 　 　

交付金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

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

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。

措　　　　　　置　　　　　　名 交　　付　　金　　事　　業　　名

　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

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。

392,746,000 371,700,000

・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。

無

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

・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。

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



Ⅱ．事業評価個表

番号

2

伊方町

伊方町内

事業量等、詳細は別紙に記載。

総事業費 円 交付金充当額 円

交付金事業の成果及び評価 　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に必要な措置が構じられた。

　　

　　

　 　 　 　

　 　 　

　 　 　

交付金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

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

契約金額

措　　　　　　置　　　　　　名 交　　付　　金　　事　　業　　名

　公共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 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、「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の耐震診断や耐震補強工事を実施。また、町の災害避難所の拠点である伊
方町民会館を改修し、その機能を充実させた。

別紙に記載

無

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

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。

107,632,200 107,000,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方



Ⅱ．事業評価個表

番号

3

伊方町

伊方町内

事業量等、詳細は別紙に記載。

総事業費 交付金充当額

交付金事業の成果及び評価

　　

　 　 　 　

　 　 　

　 　 　

交付金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

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

措　　　　　　置　　　　　　名 交　　付　　金　　事　　業　　名

契約の相手方 契約金額

　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

交付金事業実施場所

交付金事業の概要 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の更新を実施。

別紙に記載

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

60,511,000 50,700,000

　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。

契約の目的 契約の方法



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

【緊急避難道路整備事業】 　

1 町道灘線道路改良工事 　道路改良　L=140.4m W=4.0(5.0)m
制限付一般
競争入札 飛田建設(有) 58,862,000

2 町道湊浦河内線道路改良工事 　道路改良　L=91.9m W=4.0(5.0)m
制限付一般
競争入札 田中建設（有） 15,817,000

3 町道奥石見線道路防災工事 　道路防災　L=117.6m
制限付一般
競争入札 （有）堀保組 28,370,000

4 町道宇和海線道路改良工事 　道路改良　L=70.0m
制限付一般
競争入札 竹場建設(有) 40,486,000

5 町道塩成港線道路改良工事 　道路改良　L=120.0m W=4.0(5.0)m
制限付一般
競争入札 堀田建設(株)伊方支店 55,989,000

6 町道神崎国道線道路改良工事 　道路改良　L=95.0m W=4.0(5.0)m
制限付一般
競争入札 (有)三崎建設 74,490,000

7 町道田部高茂線道路改良工事 　道路改良　L=125.3m W=4.0(5.0)m
制限付一般
競争入札 藤川建設(有) 61,018,000

8 町道宇和海線道路防災工事 　道路防災　L=54.2m
制限付一般
競争入札 藤川建設（有） 57,714,000

392,746,000

【災害避難所指定施設耐震補強等整備事業】 　

1 中之浜集会所耐震補強改修工事 　耐震補強工事
制限付一般
競争入札 (有)宇都宮組 10,497,000

2 奥集会所耐震補強改修工事 　耐震補強工事
制限付一般
競争入札 山岡建設 7,272,000

3 大成集会所耐震補強改修工事 　耐震補強工事
制限付一般
競争入札 井上建設(有) 16,131,000

4 足成集会所耐震補強改修工事 　耐震補強工事
制限付一般
競争入札 愛光産業 4,114,000

5 大久集会所耐震補強改修工事 　耐震補強工事
制限付一般
競争入札 愛光産業 5,464,200

6 佐田集会所耐震補強改修工事 　耐震補強工事
制限付一般
競争入札 堀田建設(株)伊方支店 13,040,000

7 井野浦集会所耐震補強改修工事 　耐震補強工事
制限付一般
競争入札 堀田建設(株)伊方支店 11,920,000

8 二名津集会所耐震補強改修工事 　耐震補強工事
制限付一般
競争入札 (有)浜本建設 21,965,000

9 小中浦集会所維持補修工事 　維持補修工事
制限付一般
競争入札 (有)宇都宮組 6,128,000

10 与侈集会所維持補修工事 　維持補修工事
制限付一般
競争入札 (有)増田建材 5,419,000

11 河内集会所耐震補強策定業務委託 　耐震補強改修設計
指名競争入
札 （株）大建設計工務 1,413,000

12 塩成集会所建設に伴う地質調査業務委託 　地質調査
制限付一般
競争入札 松山地下開発(株) 1,329,000

13 塩成集会所実施設計業務委託 　設計業務
制限付一般
競争入札 （株）綜企画設計松山支店 2,940,000

107,632,200

1 第３分団２部（中浦）消防ポンプ格納庫新築工事  ＲＣ平屋建て　Ａ=52.53㎡ 指名競争入札 （有）宇都宮組 15,487,000

2 第９分団１部（大久）消防ポンプ格納庫新築工事  ＲＣ２階建て　Ａ=85.83㎡ 指名競争入札 藤川建設(有) 19,477,500

3 第12分団２部（大佐田）消防ポンプ格納庫新築工事  ＲＣ２階建て　Ａ=50.00㎡ 指名競争入札 （有）浜本建設 18,060,000

4 小型動力ポンプ積載車１台 　10分団１部（平磯）消防ポンプ積載車 指名競争入札 （株）岩本商会宇和島営業所 2,667,000

5 小型動力ポンプ３台 　7-1（大江）、9-1（大久）、10-4（松） 指名競争入札 （株）岩本商会宇和島営業所 4,819,500

60,511,000

別紙

【消防施設等整備事業】

合　　　計

合　　　計

合　　　計


