
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 地域活性化措置
地域活性化イベント開催支援事業（サ
マーカーニバルin知内実行委員会助成）

知内町 3,000,000 3,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目
標及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度
イベント
参加者数
150人

イベント
参加者数
（人） 達成度 ％ 162.0%

成果実績 人 243
目標値 人 150

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

主要政策・施策：第6次知内町まちづくり総合計画（平成28年度～令和7年度）
　　基本計画Ⅲ．まちの資源を生かして賑わいをつくる　（交流）
　　　Ⅲ－1．まちの資源を生かした観光を育てる
　　　　1）人と人が交わる観光　（1）観光の振興
　　　　　　③観光イベントへの支援
　　　　　　　◆誘客効果の大きいイベント事業を積極的に支援、推進します。
　　　Ⅲ－2．多様な交流を広め・深める
　　　　2）多様な交流の展開　（1）国内交流の推進
　　　　　　⑤国内地域間交流の推進　⑥新しい交流をつくる

目標：イベント参加者数150人（令和元年度）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 知内町
交付金事業実施場所 北海道上磯郡知内町字重内

措置名

地域活性化措置

交付金事業の名称
地域活性化イベント開催支援事業（サマーカーニバルin知内

実行委員会助成）

交付金事業の概要

「サマーカーニバルｉｎ知内」は、今年で35回を迎える知内町の夏の一大イベン
トであり、町民の交流の場のみならず、人気歌手による歌謡ショー目当てに町外
観光客も多数訪れ、観光ＰＲの場となっており、その運営費に交付金を充当しま
す。
・開催日時：令和元年8月14日（水）
・開催場所：上磯郡知内町字重内21番地1　知内町民センター駐車場
　　　　　　上磯郡知内町字重内21番地1地先　知内川河川敷
・参加人数：243名



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
事業終了後に評価するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、多くの町民が運営スタッフとして参加し、イベントを開
催することができました。このことにより、町民の交流が生まれ、町外からも多
くの観光客が訪れ、町内での購買・宿泊等の経済効果にもつながったものと考え
ています。
アトラクションやステージにも町内外から多くの団体が参加し、来場者を楽しま
せることができました。昨年に引き続き、今別町の郷土芸能が披露され、友好町
の絆が深まりました。
次年度に向けては、来場者が引き続き満足できるようなイベントを継続するた
め、運営スタッフの維持を図るとともに、工夫し趣向を凝らした内容にしていき
ます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

交付金事業の総事業
費等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指
標及び活動実績

14,630
活動見込 枚 14,980 14,630 14,630チラシ作成数（枚）
活動実績 枚 14,980 14,630

交付金充当額 5,000,000 4,000,000 3,000,000
総事業費 6,000,000 5,300,000 3,000,000

うち経済産業省分 5,000,000 4,000,000 3,000,000
うち文部科学省分

助成金交付 補助
サマーカーニバルin知内
実行委員会（知内町）

3,000,000

交付金事業の担当課室 知内町産業振興課商工観光係

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 知内町産業振興課商工観光係



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 地域活性化措置
地域活性化イベント開催支援事業（カキ
ＶＳニラまつり実行委員会助成）

知内町 1,027,000 1,027,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

人 5,000
来場者数
（人）

達成度 ％ 96.0%

成果実績 人 4,800

目標値

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目
標及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

来場者数
5,000人
（人）

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 知内町
交付金事業実施場所 知内町字重内

措置名

地域活性化措置

交付金事業の名称
地域活性化イベント開催支援事業（カキＶＳニラまつり実行委

員会助成）

交付金事業の概要

冬に旬を迎える牡蠣とニラを中心に特産品のPRとブランド化推進を図るため、カ
キVSニラまつりの開催に係る経費に本交付金を活用します。
日時：令和2年2月16日（日）
場所：知内町スポーツセンター・知内町中央公民館
来場者：4,800人

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

主要政策・施策：第6次知内町まちづくり総合計画（平成28年度～令和7年度）
　　基本計画Ⅲ．まちの資源を生かして賑わいをつくる　（交流）
　　　Ⅲ－1．まちの資源を生かした観光を育てる
　　　　1）人と人が交わる観光　（1）観光の振興
　　　　　　③観光イベントへの支援
　　　　　　　◆誘客効果の大きいイベント事業を積極的に支援、推進します。
　　　Ⅲ－2．多様な交流を広め・深める
　　　　2）多様な交流の展開　（１）国内交流の推進
　　　　　　⑤国内地域間交流の推進　⑥新しい交流をつくる

目標：来場者数5,000人（人）（令和元年度）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度



交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、多くの町民が運営スタッフとして参加し、イベントを開
催することができました。このことにより、町民の交流が生まれ、町外からも多
くの観光客が訪れ、町内での購買・宿泊等の消費にもつながったものと考えてい
ます。アトラクションやステージにも地元の団体が参加し、来場者を楽しませる
ことができました。今回も今別町の郷土芸能が披露され、友好町の絆が深まりま
した。また、北海道内を中心に活躍するユニット「HAMBURGER BOYS」による知内
町応援ソングが初披露され、同ユニットのファンが多く訪れました。当日は悪天
候に加え、全国で発生した新型コロナウイルス感染症が、開催直前に北海道内で
も発症したことから、運営者・出店者全員のマスクの着用や消毒液の設置など感
染拡大の対策を徹底しましたが、外出を控えた方も多く来場者数が目標に達しま
せんでした。次年度に向けては、来場者が引き続き満足できるようなイベントを
継続するため、運営スタッフの維持を図り、工夫を趣向を凝らした内容にしてい
くとともに、感染症対策には十分留意していきます。

評価年度の設定理由
事業終了後に評価するため

交付金事業の成果目
標及び成果実績

交付金事業の活動指
標及び活動実績 活動見込 枚 36,000 36,000

交付金事業の総事業
費等

平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

達成度 ％ 100.0% 100.0% 0.0%

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度
36,000

交付金充当額 1,100,000 1,027,000
総事業費 1,300,000 1,027,000

うち文部科学省分

チラシ作成数（枚）
活動実績 枚 36,000

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 1,100,000 1,027,000

助成金交付 補助
カキＶＳニラまつり実行

委員会（知内町）
1,027,000

交付金事業の担当課室 知内町産業振興課商工観光係
交付金事業の評価課室 知内町産業振興課商工観光係



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

知内高校スクール送迎車両整備事業 知内町 3,038,509 2,388,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

評価年度の設定理由
事業終了後に評価するため

成果実績 間口 2
目標値 間口 2

令和元年度

学級数2間
口

学級数
達成度 ％ 100.0%

交付金事業の概要
老朽化した車両を更新することにより、登下校の送迎及び教育活動の安全が確保
され、教育環境の整備及び地域住民の福祉の向上が図られます。（送迎車両（ワ
ゴン車）1台）

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目
標及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度

番号
1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 知内町
交付金事業実施場所 北海道上磯郡知内町字重内

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
知内高校スクール送迎車両整備事業

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

主要政策・施策：第6次知内町まちづくり総合計画（平成28年度～令和7年度）
　　基本計画Ⅰ．まちに希望を持ち安心して住み続ける（定住）
　　　Ⅰ－3．定住－福祉・健康・教育・文化
　　　　2）学校の教育
　　　　(1)新しい時代に必要となる資質・能力を育成する学校教育の充実
　　　　　　⑥知内高校の質の確保と信頼性の向上
　　　　　　⑦知内高校2間口の維持に向けた施策の拡充

目標：学級数2間口の維持(令和元年度)

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度



交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、知内高校生の登下校の送迎及び教育活動の安全確保のた
めに必要な車両を更新することができ、教育環境の整備及び地域住民の福祉の向
上が図られました。
引き続き、当該車両を活用するとともに魅力ある教育環境を発信することによ
り、同校の質の確保や信頼性の向上、学級数2間口の維持に取り組むこととしま
す。

交付金事業の成果目
標及び成果実績

交付金事業の活動指
標及び活動実績 活動見込 台 1

交付金事業の総事業
費等

令和元年度 年度 年度 備　考

達成度 100.0% 0.0% 0.0%

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 令和元年度 年度 年度

交付金充当額 2,388,000
総事業費 3,038,509

うち文部科学省分

車両（ワゴン車）整備
数

活動実績 台 1

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 2,388,000

知内高校公用車更新事業 指名競争入札
函館トヨペット株式会社

（函館市）
3,038,509

交付金事業の担当課室 知内高等学校事務局（知内町教育委員会）
交付金事業の評価課室 知内町産業振興課


