
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 1,274,454 1,274,454 総事業費1,274,454



Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）

事業期間の設定理由 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

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

来場者数
5,000人

来場者数
（人）

達成度 ％ 33.3%

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 人 1,665

目標値 人 5,000

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、多くの町民の運営によりイベントを開催する予定でした
が、新型コロナウイルス感染症の拡大リスクを十分に回避することが難しかったこ
とから、集客型イベントではなく、「完全予約制」「時間別」でのドライブスルー
方式で、特産品である牡蠣及びニラの持ち帰り販売に切り替えて実施しました。
　例年の来場者数や売上には届かなかったものの、道南圏へ幅広いチラシ折込によ
り改めて「知内かき」や「知内ニラ」の魅力をＰＲできたほか、初めてドライブス
ルー方式で物販を行ったことで、今後も多様かつ柔軟に事業実施するためのノウハ
ウを構築できたと考えています。
　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。

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した。
日時：令和3年2月14日（日）
場所：知内町スポーツセンター・知内町中央公民館

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（令和3年度）

事業開始年度 令和3年度 事業終了（予定）年度 令和3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 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（カキVSニラまつり実行委員
会助成）

評価に係る第三者機関等の活用の有無
なし

活動指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度

交付金事業の総事業
費等

令和元年度 令和2年度 令和3年度 備　考

達成度 ％ 100.0% 240.3% 194.4%

交付金事業の活動指
標及び活動実績

70,000
活動見込 人月 36,000 36,000 36,000チラシ作成数（枚）
活動実績 人月 36,000 86,500

交付金充当額 1,027,000 924,429 1,274,454
総事業費 1,027,000 924,429 1,274,454

うち経済産業省分 1,027,000 924,429 1,274,454
うち文部科学省分

助成金交付 補助
カキVSニラまつり実行委

員会（知内町）
1,274,454

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 特別支援教育支援事業 知内町 5,531,498 1,587,000



Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）

交付金事業の担当課室 知内町教育委員会学校教育課学校教育係
交付金事業の評価課室 知内町産業振興課商工観光係

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 2,439,000 1,587,000 0
うち文部科学省分

総事業費 2,884,611 5,531,498 0

うち経済産業省分 2,439,000 1,587,000 0

50
活動見込 枚 27

交付金事業の総事業
費等

令和2年度 令和3年度 令和　年度 備　考

交付金事業の活動指
標及び活動実績

活動指標 単位 令和2年度 令和3年度

50

評価年度の設定理由
事業完了後、早期に評価を実施するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等
本事業を実施することにより、特別支援を必要としている幼児・児童に対するき
め細かな教育が可能となり、地域住民の福祉の向上が図られました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
なし

達成度 ％ 100.0% 100.0% 0.0%

特別支援員の雇用量
（人数×月数）

活動実績 枚 27

事業期間の設定理由 単年度事業のため

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3年度

個別指導
実施率
100％

個別指導
実施率

（％）実
個別指導
数÷想定
個別指導
数×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100.0%

番号 措置名 交付金事業の名称
地域活性化措置 特別支援教育支援事業

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　心豊かに暮らす　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
　　　　　　　④特別支援教育の充実

・目標：幼稚園1校、小学校3校への個別指導実施率100％

事業開始年度 令和3年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

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 上磯郡知内町字重内ほか3か所
交付金事業の概要 特別支援教育の充実のため、特別支援協力支援員10名の人件費5か月分に充当しました。



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

災害時物資運搬用車両整備事業 知内町 3,582,216 3,000,000 総事業費3,582,216



Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 災害時物資運搬用車両整備事業

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～平成37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－２　定住－基盤整備
　　　２　暮らしの安全・安心を高める
　　　　２）災害に強いまち　(6)防災体制の充実
　　　　　①防災の予防・監視
　　　　　　◆防災用資機材の確保・整備を図ります。
　　　　　④防災対策の推進
　　　　　　◆自然災害及び火災発生の未然防止と被害の軽減を図るため、施設・設備の改善に努めます。
　　　　　　◆災害が発生した場合の給水・防疫及び食糧供給等災害応急対策の確立を図ります。
目標：災害時物資運搬用車両1台の整備

事業開始年度 令和3年度 事業終了（予定）年度 令和3年度

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 上磯郡知内町字元町
交付金事業の概要 災害時における住民の安全・福祉の向上に必要な車両を整備する。

事業期間の設定理由 単年度事業のため

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3年度

車両出動回数 12回

成果実績 回 0

目標値 回 12

達成度 ％ 0.0%

交付金事業の活動指
標及び活動実績

活動指標 単位 令和3年度 令和  年度

評価年度の設定理由
事業完了後、早期に評価を実施するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本事業の実施により災害時に被災地への円滑な物資供給を行うことが可能となった。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
なし

達成度 ％ 100.0% 0.0% 0.0%

令和  年度

車両整備台数（台）

活動実績 台 1
活動見込 台 1

交付金事業の総事業
費等

令和3年度 令和  年度 令和  年度 備　考

総事業費 3,582,216

うち経済産業省分 3,000,000
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,000,000
うち文部科学省分

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

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
災害時物資運搬車両1台の整備 指名競争入札 函館トヨタ自動車株式会社木古内店 3,582,216



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

知内町電源立地促進対策交付金施設
維持基金造成事業

知内町 1,000,000 1,000,000



Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）

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

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
基金造成 積み立て － 1,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,000,000 1,000,000 0
うち文部科学省分

総事業費 3,000,000 1,000,000 0

うち経済産業省分 3,000,000 1,000,000 0

1,000,000
活動見込 円 3,000,000

交付金事業の総事業
費等

令和2年度 令和3年度 令和4年度 備　考

交付金事業の活動指
標及び活動実績

活動指標 単位 令和2年度 令和3年度

1,000,000

評価年度の設定理由
造成した基金の処分後に評価するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等
　本事業を実施することにより、公共用施設の維持補修のための安定的な財源が
確保され、地域住民の福祉の向上つながりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
なし

達成度 ％ 100.0% 100.0% 0.0%

令和4年度

基金の造成額（円）
活動実績 円 3,000,000

事業期間の設定理由 基金を造成してから処分を終えるまでの期間

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5年度

継続した
保守によ
る設備稼
働率100％

継続した
保守によ
る設備稼

働率
（％）

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％ 0.0%

番号 措置名 交付金事業の名称
公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 知内町電源立地促進対策交付金施設維持基金造成事業

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

知内町まちづくり総合計画（第6次計画）
　基本計画Ⅰ　まちに希望を持ち安心して住み続ける（定住）
　　3　定住－福祉・健康・教育・文化
　　　2　心豊かに暮らす
　　　　3）楽しいスポーツ・レクリエーション
　　　　　(1)　スポーツ施設の充実
　　　　　　①　スポーツ施設の整備充実
　　　　　　　◆　町内各スポーツ施設の整備充実を推進します。
　　　3　文化を高め、歴史を伝える
　　　　1）活発な芸術文化活動
　　　　　(1)芸術文化の振興
　　　　　　①文化施設の維持管理
　　　　　　　生涯学習の拠点となる中央公民館の適切な維持管理を図ります。

成果目標：継続した保守による設備稼働率100％（令和5年度）
       　（設備稼働期間÷設備利用期間×100）

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和4年度

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 上磯郡知内町字重内
交付金事業の概要 住民福祉向上に資するため、知内町中央公民館及び知内町農業センターを維持補修に要する基金を造成しました。


