
合　　　　計 1,040,267 1,459,939 1,567,450 1,023,302 1,023,302

1,264 1,264 266,320

6,114,260 1,030,564 1,030,564

432,709 432,709

　ウ　教育・文化 28,731 28,858 28,858 28,858 28,858

0

　ア　人材の育成・交流 － － － － － － - -

2,246 2,246

（３）圏域マネジメント能力の強化 0 0 0 0 0 0 0

　イ　ＩＣＴインフラ整備 1,264 261,264 1,264

　イ　産業振興 306,038 324,440 709,367 265,219 265,219 1,870,283

　ア　医療 249,978 291,121 273,705 273,705 273,705

308,500 308,500

2,471,280 430,463 430,463　ア　地域公共交通 454,256 554,256 554,256 454,256 454,256

25,486

（２）結びつきやネットワークの強化 455,520 815,520 555,520 455,520 455,520 2,737,600

計

（１）生活機能の強化に係る政策分野 584,747 644,419 1,011,930 567,782 567,782 3,376,660 597,855 597,855

項　　　　　　目
事　業　費　見　込　（千円） 事　業　費　実　績　（千円）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計 H27年度

144,163 25,486

1,362,214 263,869 263,869

第2次共生ビジョン事業一覧表

《 別 冊 》

この別冊は、幡多地域定住自立圏共生ビジョンの「６．定住自立圏形成協定
に基づき推進する具体的取組」の事業費等を一覧にまとめたものです。

事業費等については現時点の見込みであり、今後の見直し等の中で、金額
や実施時期等が変わる場合があります。

平成28年11月改訂版
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（１）生活機能の強化に係る政策分野

　ア　医療

●地域連携クリニカルパス事業

●電子カルテ情報の公開（共有化）事業

●へき地医療情報ネットワーク事業

●へき地医療情報ネットワーク事業

●高知県救急医療・広域災害情報システム（こうち医療ネット）運営事業

2,461 431計 493 489 493 493 493

三原村 11 11 11 11 11

48黒潮町 58 58 58 58 58

土佐清水市 101 101 101 101 101 505 82

宿毛市 114 123 123 123 123 114

28大月町 34 30 34

特別交付税

消防の救急業務で活用され
ている。
また、災害時の情報伝達訓
練により活用の訓練を実施
している。
高知県救急医療・広域災害
情報システム（こうち医療
ネット）に参画することで、住
民への医療機関情報の提供
とともに、救急医療体制の確
立が図られた。

事業の継続実施 実施 実施
事業費は関係市町村
の負担金ベース

150166 166 166 166 839

606

34 166

290

34

55 9

5,300 26,391 1,592計 5,091 5,400 5,300 5,300

1
高知県救急医療・広域災害情報シス
テム（こうち医療ネット）運営事業

高知県救急医療情報センター、地域情報セン
ター（各消防本部）、医療機関、その他関係機関
との間でオンライン化による救急医療・広域災害
情報システムを運用する。

四万十市 175

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計

活用を想定する
補助制度等

備　　　　考
事業費実積 活用した補助制度等

（特定財源の内容）
事業の実績・評価

1,800 1,800 1,800 8,791
事業費は関係市町村
の負担金ベース

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込

H27年度

地域医療を支える医師の育
成に寄与するとともに、離島
の医療体制の充実が図られ
た。

1 高知県へき地医療協議会運営事業
へき地勤務医と高知県、9市町村で構成する協
議会を組織し、へき地医療に関する総合的な調
整・支援などを行う。

宿毛市 1,591 1,800

計 H27年度
備　　　　考

事業費実積 活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

大月町 3,500 3,600 3,500 3,500

1,591

重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

3,500 17,600 1

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

－ －計 － － － － －

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

黒潮町 － － － － －

事業の継続実施 実施 実施
－ －

－

－ －

－大月町 － － － － －

高知県へき地診療所
運営費補助金

（基準額－診療収入）
×2/3

へき地拠点病院とネットワー
クで繋ぎ、静止画及び動画
伝送により、診療所医師の
支援及び、医師不在時の遠
隔診療を実施。離島医療の
充実、確保に寄与した。

宿毛市 － － － －

－－ － － －

－ － －

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

1 へき地医療情報ネットワーク事業
高度医療を提供する中核病院とへき地診療所と
の間で、オンライン化によるへき地医療情報ネッ
トワークを運用する。

四万十市 － －

計 H27年度
備　　　　考

事業費実積 活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

-

－ － － － －

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

－ －計 － －

1
電子カルテ情報の公開（共有化）事業
（しまんとネット、幡多医療ネットワー
ク）

県立幡多けんみん病院の電子カルテ情報を幡
多医療圏の連携医療機関へオンライン化により
公開する。

全市町村 －

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計

活用を想定する
補助制度等

備　　　　考
事業費実積 活用した補助制度等

（特定財源の内容）
事業の実績・評価

重要業績評価指標（KPI）

H27年度

（四万十市立市民病院）
H27.3しまんとネットに申込み
し、常勤医師の利用を可能
な状態としている。しまんと
ネット接続施設数　：54施設
（H28現在）

事業の継続実施 実施 実施
高知県立病院経営健
全化計画

－

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込

－ － －

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

計 － － － －

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

1
地域連携クリニカルパス事業
（しまんとネット、幡多医療ネットワー
ク）

県立幡多けんみん病院と幡多医療圏の連携医
療機関との間で、オンライン化による地域連携ク
リニカルパスを運用する。

全市町村 － －

計 H27年度
備　　　　考

事業費実積 活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

（四万十市立市民病院）
H27.3しまんとネットに申込み
し、常勤医師の利用を可能
な状態としている。しまんと
ネット接続施設数　：54施設
（H28現在）

事業の継続実施 実施 実施

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

273,705 1,362,214 263,869

－－ － － －

　（ァ）　高度医療・地域医療ネットワークの充実 年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計 H27年度

1,362,214 263,869

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） 584,747 644,419 1,011,930 567,782 567,782

事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） 249,978 291,121 273,705 273,705

事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） 249,978 291,121 273,705 273,705 273,705

年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計 H27年度

3,376,660 597,855

H27年度年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計

事業の継続実施 実施 実施

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

重要業績評価指標（KPI）

1 



●在宅当番医制事業

●医療関係者技術研修事業

●適正受診啓発事業

●四万十市立市民病院医師応援派遣事業

●へき地診療所経営安定化事業

●自治体病院並びに診療所機能強化事業

西土佐地域における保健医
療施設の中核として四万十
市国民健康保険西土佐診療
所の維持・運営により、公衆
衛生の向上及び住民の健康
増進が図られた。現在、医
師確保が大きな課題となっ
ている。

へき地診療所の存続 存続 存続

10,500 52,500

過疎対策事業
債（三原村）

10,500

81,000 408,028 51,271計 81,000 84,028 81,000 81,000

黒潮町 10,000 14,028 10,000 10,000 10,000 54,028 4,428

大月町 1,000 0 1,000 1,000 1,000 276

70,000 70,000 70,000 70,000 350,000

過疎債・病院事
業債（黒潮町）

4,0001
自治体病院並びに診療所機能強化
事業

四万十市立市民病院、大月町国民健康保険大
月病院並びに黒潮町国民健康保険診療所の医
療機能の充実のために医療機器等を整備する。

四万十市 70,000

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計

活用を想定する
補助制度等

備　　　　考
事業費実積 活用した補助制度等

（特定財源の内容）
事業の実績・評価

重要業績評価指標（KPI）

H27年度

過疎債・病院事業債

四万十市民病院では、県補
助金の活用により、DMAT設
備やDMAT車両の整備がで
き、災害時の医療体制の強
化が図れた。

自治体病院並びに診療
所の強化

強化 強化

46,567

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込

173,689 859,796 198,075計 150,748 187,981 173,689 173,689

事業の実績・評価№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込

黒潮町 40,000 54,292 40,000 40,000 40,000 214,292 31,550

宿毛市 50,634 60,752 60,752 60,752 60,752 52,339

62,437 62,437 62,437 62,437

特別交付税

四万十市 49,614

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計

活用を想定する
補助制度等

備　　　　考
事業費実積 活用した補助制度等

（特定財源の内容）

293,642

299,362

1 へき地診療所経営安定化事業

地域医療の身近な窓口として、安心した住民生
活に欠かせない一次医療を担うへき地診療所
（四万十市国民健康保険西土佐診療所、宿毛市
立沖の島へき地診療所、黒潮町国民健康保険
診療所、三原村国民健康保険診療所など）の経
営の安定化を図る。

三原村 10,500 10,500 10,500 10,500

国立高知病院、民間医療機
関等から7名の医師の派遣
を受け外来診療にあたって
いる。

重要業績評価指標（KPI）

H27年度

103,686

事業の継続実施 実施 実施

8,340

全市町村 8,486 9,063

計 H27年度

計 8,486 9,063 9,063 9,063

8,340

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等H27年度 H28年度 H29年度

医師不足解消のため高知大学医学部、国立高
知病院等から医師の派遣を受ける。

9,063 9,063

H31年度

1
四万十市立市民病院医師応援派遣
事業

－ － －

備　　　　考
事業費実積 活用した補助制度等

（特定財源の内容）
事業の実績・評価

重要業績評価指標（KPI）

－

H30年度

計 －

実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）
事業費は非常勤医師
の応援派遣に係る費
用の四万十市立市民
病院の負担額

9,063 44,738

－ － － －

指標

9,063 44,738

1 適正受診啓発事業

救急医療の適切な利用や脳卒中や急性心筋梗
塞発症時の早期受診等について、地域住民や
介護・福祉関係者に対する普及啓発を推進す
る。

全市町村 －

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計

活用を想定する
補助制度等

備　　　　考
事業費実積 活用した補助制度等

（特定財源の内容）
事業の実績・評価

重要業績評価指標（KPI）

H27年度

適正受診やジェネリック医薬
品の利用促進などの啓発を
実施した。

-－ －

1 医療関係者技術研修事業
病院前救護の標準化、病院前救護技術や蘇生
技術に関する研修、脳卒中が疑われる患者の初
期トリアージ技術に関する研修等を実施する。

全市町村 － －

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込

－ －計 － － － －

実績なし（四万十市民病院） 事業の継続実施 実施 実施-－ － － －

活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要

関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

20,800 4,160

指標

計 4,160 4,160 4,160 4,160 4,160

1 在宅当番医制事業

(674) (682)

計 H27年度
備　　　　考

事業費実積

幡多医師会へ委託し、休日の在宅当番医制事
業を実施する。

四万十市
4,160 4,160

(548) (552) (552) (552)

大月町 (258)

4,160 4,160 4,160

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

(1,592) (1,612) (1,599)

黒潮町 (553)

宿毛市 (991) (996) (992)

(253) (258) (258) (258)

(682)土佐清水市 (690)

(552)

20,800

四万十市から事業を
委託
（　）内は関係市町村
の負担額

(8,001)

(4,963)

(3,410)

実施

(682) (682)

計 H27年度
備　　　　考

事業費実積

(1,599) (1,599)

4,160

(1,599)

(77) (77)

(1,285)

(992)

特別交付税

幡多医師会への委託事業と
して実施することにより、
圏域における日曜・祝日・
年末年始の一次救急患者に
対する診療体制の確立及び
二次救急医療機関の負担軽
減が図られた。日曜、祝
日、夜間の医療体制が整え
られ、患者に利便性の向上
が図られた。
医療機関が休診日である、
日、祝日（H27:70日間）の
急病患者に対する医療（一
次救急）を確保している。
また、救急病院への集中化
を緩和している。

（実施医療機関）
四万十市：14施設
宿毛市：9施設
土佐清水市：4施設

三原村 (76) (77) (77) (384) (77)

(2,757)

(992) (992)

事業の継続実施 実施

(258)

指標
活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度
№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要

関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

事業の継続実施 実施 実施

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）
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　イ　産業振興

　　（ァ）　滞在型・体験型観光の推進

●四万十・足摺エリア誘客促進連携事業

●観光資源活用・賑わい創出事業

1,173,511人
（△65,489人）

94,789人
（2,089人増）

8,476泊

強化

1,292,500人
（53,750人増）

101,500人
（10,000人増）

13,300泊

強化

1,292,500人
（53,750人増）

101,500人
（10,000人増）

13,300泊

強化

1,173,511人
（△65,489人）

94,789人
（2,089人増）

8,476泊

強化

広域における一般観光
客数

広域におけるスポーツ客
数

広域における外国人延
べ宿泊数

広域組織に求められる5
つの機能

黒潮町 (6,067) (4,733) -

大月町

四万十市 (23,583)- - - (39,879)(23,583)

四万十市観光協会が設置する観光案内所の運
営補助金

四万十市 7,400

1,450

計 H27年度

(16,296)

広域における一般観光
客数（再掲）

広域におけるスポーツ客
数（再掲）

広域における外国人延
べ宿泊数（再掲）

広域組織に求められる5
つの機能（再掲）

1,500 1,500 7,500

市内の観光的郷土のまつり
継承が図られた。

6 四万十川を活用した魅力向上事業
四万十市観光振興連絡会議が行う体験事業へ
の補助金
　・四万十川花紀行他

四万十市 1,500

350350 350 350 1,7505 観光的郷土のまつり 観光協会が行う観光的郷土のまつりへの補助金 四万十市 350 350

市観光振興連絡会議は、各
種の花紀行事業やキャン
ペーン等宣伝活動、、またス
ポーツキャンプの受入等、本
市の観光振興の中心的役割
を担っている。
H27実績（主なもの）
 菜の花まつり　20,000人
 紫陽花まつり　  1,500人
 花菖蒲まつり　  1,000人
 桜まつり　　　    5,,000人

市内観光案内の拠点とし
て、その役割を果たしてお
り、各種観光事業も推進す
ることで、市内の観光資源
を活かした観光客誘致が図
られている。また近年で
は、レンタサイクル等の収
益事業にも取り組んでお
り、外国人の利用も伸びて
いる。今後、協会の自立化
に向けた体制作りが課題。
H24観光客入込数
        　1,167千人
Ｈ25  同  1,256千人
Ｈ26　同  1,182千人
Ｈ27　同  1,174千人

7,4007,400 7,400 7,400 7,400 37,0002 観光案内所運営

1,500 1,500

中村商工会議所が商店街振
興連合会と共同で商店街を
舞台とした土佐一條公家行
列「藤祭り」を行い、四万十
市民に郷土の歴史と文化に
対する誇りと自信を育むとと
もに、ＧＷ期間中の市への
集客を高めることができた。

900900 900 900 4,5001
商店街活性化モデル事業
（公家行列補助金）

商工会議所が行う公家行列（観光事業）への補
助金

四万十市 900 900

計 70,000 69,000 0 0 0

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）
備　　　　考

事業費実積 活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

三原村 (787) (1,248) -

- (23,493) (13,731)土佐清水市 (13,731) (9,762)

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

139,000 70,000

(2,701) (2,476) - - - (5,177)

- - (2,035) (787)

(13,131) (9,485) - - -

(2,701)

- -

実績値（Ｈ27）

- - (10,800) (6,067)

- - - 139,000

・高知県補助金
・地域活性化・
地域住民生活
等緊急支援交
付金
・地方創生加速
化交付金

(22,616) (13,131)

目標値（Ｈ31）

1

四万十・足摺エリア版DMOによる広域
観光推進連携事業

（旧事業名：四万十・足摺エリア誘客
促進連携事業）

高知県 70,000 69,000

H27年度

事業費実積 活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計

・高知県補助金
・地域活性化・地域住
民生活等緊急支援交
付金
・地方創生加速化交
付金

旅行会社や観光関係者と連
携した誘客活動やはたっ
ぴーを活用した幡多観光の
PR、ガイドブックの製作・配
布を行い、入込客の誘客に
努めた。

70,000

高知県・幡多6市町村が連携し、幡多広域観光
協議会がＤＭＯとしての役割を担うために必要な
組織体制の強化に取組み、多様な関係者との協
力のもとで、地域一体となった観光地域づくりの
ため、観光商品の開発やプロモーションを実施し
ていきます。

宿毛市

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

備　　　　考

1,870,283 308,500事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） 306,038 324,440 709,367 265,219 265,219

年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計 H27年度

1,870,283 308,500事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） 306,038 324,440 709,367 265,219 265,219

H27年度年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計

指標

3 



1,292,500人
（53,750人増）

101,500人
（10,000人増）

13,300泊

強化

1,173,511人
（△65,489人）

94,789人
（2,089人増）

8,476泊

強化

広域における一般観光
客数（再掲）

広域におけるスポーツ客
数（再掲）

広域における外国人延
べ宿泊数（再掲）

広域組織に求められる5
つの機能（再掲）

四万十カヌーとキャンプの里かわらっこ（観光関
連施設）の管理費（施設維持修繕等）

四万十市 570

15 四万十川学遊館管理運営 四万十川学遊館（観光関連施設）の管理運営費 四万十市 17,898 17,898

施設運営に係る維持管理
費。閑散期の誘客のしくみ作
りが課題。

451570 570 570 570 2,85016
四万十カヌーとキャンプの里かわらっ
こ管理

学遊館運営の維持管理費。
入場者の減少が施設経営を
圧迫しており、入場者の増
加を図る取り組みとともに、
施設運営の方向性を検討す
る時期にきている。

木の香るまちづくり事
業補助金（県補助）、

過疎債

観光客の利便性向上のた
め、西土佐地域に観光用公
衆トイレを整備（宮地公衆ト
イレ）

14 四万十いやしの里管理
四万十いやしの里（観光関連施設）の管理運営
費
（施設修繕、公園使用料他）

四万十市 4,681

19,79921,000 － － 42,007
・辺地対策事業
債、県補助金

17,28017,898 17,898 17,898 89,490

いやしの里を運営に係る維
持的経費。施設の老朽化も
進行し、修繕経費が増加傾
向にある。

地域活性化・地域住
民生活等緊急支援交

付金

市内の観光情報を満載した
観光パンフレット等の作成
H27実績
・パンフレット　34,400冊
・ポスター　　　　　100枚
・ガイドブック送付用封筒
2,000枚
・ポスター　　  　 400部

2,2253,500 3,500 3,500 3,500 16,305

5,7614,681 4,681 4,681 4,681 23,405

11 四万十川周遊川バス運行
観光シーズンに四万十川沿い（R441号）の周遊
バスを運行
（高知西南交通（株）への委託）

四万十市 1,392 5,685

13 観光用公衆トイレ整備
沈下橋付近への観光用公衆トイレの整備
　・宮地公衆トイレ、高瀬公衆トイレ

四万十市 21,007 -

12 観光情報収集提供事業
観光パンフレット、観光マップ、ポスター作成
（四万十市観光協会ほかへ委託）

四万十市 2,305

四万十川観光における二次
交通として、ゴールデン
ウィークや夏季の観光シー
ズンを中心に運行しており、
四万十川の名所等を巡りな
がらのコースは人気がある。
H29は四国ＤＣや歴史博も開
催され、誘客に向けての宣
伝方法や運行日の精査を要
す。
 H25実績 　273人
 H26実績　 294人
 H27実績　 469人

市民へのスポーツ振興ととも
に、域外への情報発信や誘
客が図られた。
　Ｈ27参加者数　233人（内
四万十市民79人）

10 四万十川ウルトラマラソン
実行委員会が行う四万十川ウルトラマラソン
（100ｋｍマラソン）への補助金

四万十市 13,950

1,2002,082 2,082 2,082 8,646

1,39211,000 11,000 11,000 40,077

　全国から6,135名の参加申
込を受け付け、2,184名のラ
ンナーが出走した。参加申
込者数6千人超えは3年連続
となり人気の高さを維持して
いる。

間崎地区に古くから伝わる
伝統行事実施のための補助

180180 180 180 180 900

13,95013,950 13,950 13,950 13,950 69,750

1,800 1,800 1,800 9,0007

9 四万十川リバーサイドフルウォーク
実行委員会が行う四万十川リバーサイドフル
ウォークへの補助金

四万十市 1,200 1,200

8 大文字送り火
間崎地区が行う伝統行事、大文字送り火への補
助金

四万十市 180

しまんと市民祭 実行委員会が行うしまんと市民祭への補助金 四万十市 1,800 1,800

市内外より多数の観光客が
訪れ、四万十市の夏の風物
詩となっており、踊りや提灯
台も市民等多くの参加があ
るが、参加経費は補助へ
頼っている傾向もあり、今後
補助金の位置づけを検討す
る必要がある。

1,800

4 



21

22
「志国高知幕末維新博」歴史資源リア
ル化及び観光クラスター形成事業

大政奉還150年、明治維新150年を機に「志国高
知幕末維新博」が開催され、県内で歴史資源を
きっかけとし、地域資源の観光素材を活かし、周
遊観光の確立や歴史資源の磨き上げを行うこと
で、誘客につなげるもの。

四万十市 - 41,274 418,148 - - 459,422
高知県歴史観
光資源等強化
事業補助金

-

1,292,500人
（53,750人増）

101,500人
（10,000人増）

13,300泊

強化

1,173,511人
（△65,489人）

94,789人
（2,089人増）

8,476泊

強化

四万十市 - 13,003 16,509 16,509 16,509 62,530
企業版ふるさと
納税

-

四万十市 11,035

広域における一般観光
客数（再掲）

広域におけるスポーツ客
数（再掲）

広域における外国人延
べ宿泊数（再掲）

広域組織に求められる5
つの機能（再掲）

33
土佐はし拳全日本選手権大会宿毛場
所

土佐はし拳発祥の地ではし拳大会を開催するこ
とにより、はし拳の普及と観光振興を図るための
補助金。

宿毛市 250 250 特別交付税
はし拳の普及と観光振興を
図ることができた。

250

特別交付税

だるま夕日の写真を募集し
て、フォトコンテストを実施
し、宿毛市の観光を全国へ
発信できた。

特別交付税
市の花である寒蘭を市内外
にPRし、観光振興を図ること
ができた。

152

特別交付税
岐阜県北方町やコマツ大阪
工場のイベントに参加し、宿
毛市の観光PRができた。

32 フォトコンテスト
宿毛湾に浮かぶだるま夕日や四季折々の自然、
イベントなど宿毛市に関するフォトコンテストを開
催する

宿毛市 300

300350 350 350 1,750 特別交付税

760 特別交付税

292300 300 300 300 1,500 特別交付税

250 250 250 1,250 特別交付税

29 市民祭宿毛まつり補助金 実行委員会が行う市民祭宿毛まつりへの補助金 宿毛市 3,000 3,000

31 宿毛市観光PRイベント 岐阜県北方町等で観光PRイベントの実施 宿毛市 350 350

30 寒蘭の里とさ宿毛展示大会補助金
自然豊かな寒蘭の里として展示大会を実施する
ことで、市の花である寒蘭をPRし、観光振興を図
るための補助金

宿毛市 152 152 152 152 152

特別交付税
市民祭宿毛まつりを実施し、
入込客を誘致することができ
た。

特別交付税

蛍湖ゴルフパークの運営・管
理を指定管理者制度を活用
して実施し、利用者の利便
性の向上を図るとともに定期
的に大会を開催するなどし
て、利用者数の拡大と利用
者の健康の維持、増進に努
めることができた。

28 四国の道（松尾峠）管理 四国の道　松尾峠の管理委託料 宿毛市 248

2,9622,963 2,963 2,963 14,815 特別交付税

3,0003,000 3,000 3,000 15,000 特別交付税

特別交付税

四国霊場を巡る遍路道を歩
行者が安全に通行できるよ
う、草刈りや山道の整備を
行った。

特別交付税
公衆便所の清掃等を実施
し、利用者の利便性向上を
図ることができた。

633631 631 631 631 3,155 特別交付税

248248 248 248 248 1,240 特別交付税

620 620 620 3,100 特別交付税25 咸陽島公園施設等管理
「だるま夕日」の名所である咸陽島公園施設等の
管理委託料

宿毛市

27 宿毛市ゴルフ場管理 宿毛市ゴルフ場の管理委託料 宿毛市 2,963 2,963

26 観光用公衆トイレ等管理 観光客等の公衆トイレの管理費 宿毛市 631

620 620

261 261 261 261 1,305 特別交付税

特別交付税

公衆便所やシャワー室の清
掃、公園内の草刈り等を実
施し、利用者の利便性向上
を図ることができた。

特別交付税

道の駅すくもの管理棟及び、
宿毛駅の観光インフォメー
ションセンターにＷｉ-Ｆｉを整
備し、観光客の利便性向上
を図ることができた。

24 フェスティバル土佐ふるさとまつり
高知市で開催されるフェスティバル土佐ふるさと
まつりへの出店（観光PR、特産品販売）するため
の負担金

宿毛市 261

375- - - 376 特別交付税

620

-

-

四万十パーク管理
四万十パーク（観光関連施設）の管理運営費
（植栽管理等）

四万十市 2,939 2,939
四万十パーク（観光関連施
設）を適切に管理して、観光
客の受入体制を整えた。

3,5322,939 2,939 2,939 14,695

四万十流域サイクルロードプロジェク
ト

企業版ふるさと納税活用事業
景観に優れた四万十川流域右岸側市道の補
修、ビューポイント周辺の樹木伐採等によりサイ
クルロードを整備するとともに、国内外に向けた
誘客ＰＲを実施し、観光客増に繋げていく。

23 宿毛市Wi-Fi整備事業

道の駅すくもサニーサイドパークの管理棟及び、
宿毛駅の観光インフォメーションセンターにＷｉ-Ｆ
ｉを整備し観光客の利便性向上を図ろうとするも
の。

宿毛市 376 -

特別交付税

ふるさとまつりへ負担金を支
出し、特産品の販売や出店
事業者の販路拡大につな
がった。
出店数：3業者

・地域活性化・地域住
民生活等緊急支援交

付金

近年増加傾向にある外国人
観光客に対して、受入体制
を整えるとともに、市民等に
もおもてなしの意識を醸成さ
せた。

平成26年度事業（繰
越）

8,7365,000 5,000 - - 21,035
地域住民生活
等緊急支援のた
めの交付金

20
インバウンド（外国人観光客）受入れ
体制向上事業

外国人観光客の利便性の向上及び日本文化に
楽しく触れる機会を創出するため、外国人観光
客の受入体制を整備し、誘客を図る。

174

施設運営に係る維持経費
ヘルスセンターについては、
市第2次行革大綱に基づき
廃止を視野に入れた抜本的
見直しを検討している。

18 キャンプ場管理運営 キャンプ場（観光関連施設）の管理運営費 四万十市 3,091

22,06020,748 20,748 20,748 103,740

19

3,0393,091 3,091 3,091 3,091 15,455

17 カヌー館関連施設等管理運営
カヌー館、山村ヘルスセンター、ふるさと案内所
等（観光関連施設）の管理運営費

四万十市 20,748 20,748

キャンプ施設を適切に管理
し、観光客の受入体制を整
えた。

5 



1,292,500人
（53,750人増）

101,500人
（10,000人増）

13,300泊

強化

1,173,511人
（△65,489人）

94,789人
（2,089人増）

8,476泊

強化

広域における一般観光
客数（再掲）

広域におけるスポーツ客
数（再掲）

広域における外国人延
べ宿泊数（再掲）

広域組織に求められる5
つの機能（再掲）

1,150

2,330 2,330 2,330 2,330 11,650

8,200

竜串桜浜海開きイベント及
び桜浜ＰＲ、竜串奇岩フェス
ティバルの実施を支援し、竜
串全体のＰＲ及び観光交流
人口の増加を図った。
・海開き式典7/5
・監視業務：7/5～8/24（58
日）
・奇岩フェス3/13（7,200人）

43 竜串貝類展示館管理運営事業 貝類展示館（観光関連施設）の管理運営委託費 土佐清水市 2,330

1,1501,150 1,150 1,150 5,750

ホームページ等により施設
の魅力をアピールさるととも
に、数種の体験型観光を実
施した。

2,330

42 竜串活性化ＰＲ事業
竜串奇岩、サンゴ礁など全国に誇れる観光資源
のＰＲに繋がる施策への補助

土佐清水市 1,150

40 観光客誘客促進事業
観光客の誘客促進に係る各種施策・イベント等
への補助（土佐清水市観光協会、あしずり温泉
協議会）

土佐清水市 2,200 10,000 10,000 10,000

31,382 112,847 6,177

8,200 8,200 41,048 8,248

計 6,177 12,524

41
あしずり港交流拠点施設「海の駅あし
ずり」管理運営事業

施設内にある「ジョン万資料館」を含め、あしずり
港交流拠点施設「海の駅あしずり」（観光関連施
設）の管理運営委託費

土佐清水市 8,248 8,200

過疎債（ソフト事業）

第54回市民祭あしずりまつり
は、8月1日（踊り・花火大
会）、8月8日（おきゃく）の２
日開催とし、2日間で延約
51,500人の来場により交流
人口の増加に努めた。

3,0003,000 3,000 3,000 3,000 15,000

1,071

・高知県観光拠点等
整備事業補助金
・幡多広域ふるさと市
町村圏基金活用事業
補助金

二次交通の脆弱な四万十
市、土佐清水市間の貴重な
二次交通となっている一方
で、利用客増加に向けた取
り組みが必要。
観光客の利便性と観光地の
周遊性を高めるために、土
佐くろしお鉄道中村駅を発着
地点とし、四万十・足摺エリ
アの観光地を巡る周遊観光
バス「しまんと・あしずり号」
を運行した。
・運行期間：H27.4.24～9.23
・運行日数：67日
・送客人数：350人

1,800 11,114

県補助1/3、四
万十市負担2/9

Ｈ27は土佐清水市が
実施主体
Ｈ28は四万十市が実
施主体
Ｈ29は高知県が実施
主体予定

1,500 9,142

31,382 31,382

四万十市 1,071 3,571 1,500 1,500

2,143

600 120
37 蛍湖まつり

実行委員会が蛍湖（中筋川ダムサイト）で行う蛍
湖まつりへの負担金

宿毛市 250 250

四万十市 200 200 200

土佐清水市 2,143 3,571

39
しまんと・あしずり号周遊観光バス運
行事業

四万十・足摺エリアを周遊する観光バスの運行
を委託

1,800 1,800

250 250 250 1,250

特別交付税
事業費は関係市町村
の負担金ベース

200 1,000

120 120

38 市民祭　あしずり祭り 実行委員会が行うあしずり祭りへの補助金 土佐清水市 3,000

計 570 570 570 570 570 2,850 570

120三原村 120 120

特別交付税

宿毛市内だけでなく市外及
び県外からの参加者も年々
増加しており、遍路道
文化をPRすることにより、遍
路道文化に対する関心も高
まり、さらには参加者の健康
維持・増進にもつながってい
る。
参加者：１６１名

417639 639 639 639 3,195 特別交付税

200
特別交付税

中筋川ダムが地域住民の安
らぎの場、集いの場となるよ
う、蛍湖まつりを開催し、地
域の賑わい創出を図ること
ができた。

200

250

特別交付税

アケボノツツジをはじめとす
る篠山観光の入込客の誘客
を行うとともにアケボノツツジ
の保全に努めた。

36 宿毛花へんろウォーク
宿毛花へんろウォークの開催。
自然を満喫しながらへんろ道を歩く。

宿毛市 639

500500 500 500 2,500 特別交付税35 篠山観光開発協議会負担金
宿毛市、宇和島市、愛南町で構成する協議会を
組織し、篠山観光の情報発信を中心にした相互
連携事業を行う。

宿毛市 500 500

特別交付税

公園全体の草刈りや間伐、
テングス病対策等の桜のメ
ンテナンスを行い、桜の里と
してのPRや花見客の誘客に
努めた。

1,7602,053 2,053 2,053 2,053 10,265 特別交付税34 桜の里推進事業
大島桜公園に植樹された約9,000本の桜に関す
る管理委託料等

宿毛市 2,053

大月町 300 300 300

過疎債（ソフト事業）

各種イベントや誘客促進とな
る広告宣伝を実施し、観光
客誘致を図った。
●海の元気祭り（5/3-5
4,597人）
●秋の元気祭り（9/20-21
3,000人）
●ジョン万ウオーク（2/12-
14　354人）
●椿祭り（2/7　630人）
●きらり（10/10-12　4,000
人）
●釣ダービー（11/1-1/31
717人）

10,000 42,200
過疎債（ソフト事
業）

2,200

施設内の「ジョン万資料館」
を通じ、郷土の偉人の情報
発信・ＰＲに寄与できた。

900

宿毛市 500 500 500 1,500

その他 2,963 5,382 27,282 27,282 27,282 90,191 2,963
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1,292,500人
（53,750人増）

101,500人
（10,000人増）

13,300泊

強化

三原村

1,173,511人
（△65,489人）

94,789人
（2,089人増）

8,476泊

強化

ふるさとまつりへ負担金を支
出し、特産品の販売や出店
事業者の販路拡大につな
がった。
出店数：4業者

11月3日に開催。近隣市町
村はもとより、ツアー客など
県外からの集客にもつなが
り、多くの入込客を誘致する
ことができた。

みはら祭り（8月15日）を実施
し、お盆の帰省客など交流
人口の増加につながった。

1,559,233 198,290計 195,828 244,230 669,157 225,009 225,009

町の観光資源であるおさる
公園を管理、運営することに
より、観光地としての磨き上
げが行われ、観光客の利便
性向上が図られた。

1,5981,962 1,962 1,962 1,962 9,810

広域における一般観光
客数（再掲）

広域におけるスポーツ客
数（再掲）

広域における外国人延
べ宿泊数（再掲）

広域組織に求められる5
つの機能（再掲）

61 ふれあい広場管理事業
ふれあい広場の（スポーツ・レクレーション関連
施設）の芝生等管理費

59 つつじ祭り
実行委員会が実施するつつじ祭り（自然公園の
散策や伝統文化「あげ馬」の実演等）への補助
金

三原村 200

1,0001,000 1,000 1,000 5,000

1,962

280280 280 280 1,40060 フェスティバル土佐出店費
高知市で開催されるフェスティバル土佐ふるさと
まつりへの出店（観光PR、特産品販売）するため
の出店費

三原村 350

200200 200 200 200 1,000

三原村 280 280

58 三原村どぶろく・農林文化祭
実行委員会が行う三原村どぶろく・農林文化祭
への補助金

三原村 1,000 1,000

観光資源を活かした観光客
誘致が図られた。

台風による増水のため中止
となった。

0350 350 350 350 1,75057 清流まつり
清流という観光資源を活かして実行委員会が実
施する清流まつりへの補助金

地域活性化・地域住
民生活等緊急支援交
付金（地方創生先行
型）

観光資源を活かした観光客
誘致が図られた。

55 観光プラットフォーム整備事業補助金
圏域内の観光資源と市場をつなぐワンストップ窓
口を創設し観光入込客増加を図るための補助金

黒潮町 3,000

10,00010,000 10,000 10,000 50,000 過疎債

1,200 1,200 1,200 6,00056

浮津海水浴場の開設（浮津部落）のための委託
料

黒潮町 640

3,9563,000 3,000 3,000 3,000 15,000 過疎債

浮津海水浴場業務委託

みはら祭り 実行委員会が行うみはら祭りへの補助金 三原村 1,200 1,200 1,200

52 入野海水浴場海開き 入野海水浴場の開設のための委託料 黒潮町 0 500

54 観光振興事業業務委託 圏域内の観光入込客増加を図るための委託料 黒潮町 10,000 10,000

過疎債
（ソフト）

観光資源を活かした観光客
誘致が図られた。

特別交付税
観光資源を活かした観光客
誘致が図られた。

640774 640 640 640 3,33453

特別交付税

特別交付税
観光資源を活かした観光客
誘致が図られた。

51
カツオと鯉のぼり川渡しフェスティバ
ル

カツオと鯉のぼり川渡しフェスティバル（坂折地
区）の開催

黒潮町 320

5,6663,000 3,000 3,000 16,084

0500 500 500 2,000

特別交付税
観光資源を活かした観光客
誘致が図られた。

特別交付税
観光資源を活かした観光客
誘致が図られた。

3,1451,500 1,500 1,500 1,500 7,500

320320 320 320 320 1,600

2,010 2,010 2,010 10,09048 お猿公園管理
大月町の観光資源である大堂海岸にあるお猿
公園の管理費
（管理委託費、飼料代）

大月町 2,010 2,050

50 シーサイドはだしマラソン全国大会 シーサイドはだしマラソン全国大会の開催 黒潮町 3,000 4,084

49 いごっそうアクアスロン大会
実行委員会が行ういごっそう・アクアスロン大会
への補助金

黒潮町 1,500

11,500 12,450 12,450 12,450 61,347

町の観光資源であるおさる
公園を管理、運営することに
より、観光地としての磨き上
げが行われ、観光客の利便
性向上が図られた。

地場産業のＰＲ、販路拡大
の推進を図るとともに、交流
人口の増によるにぎわい創
出が図られた。

47 ふれあいパーク・大月管理
ふれあいパーク・大月（観光関連施設）の管理費
（植栽管理等）

大月町 12,497

2,8493,000 3,000 3,000 15,000

1,928

46 まちづくり総合支援事業（産業祭） 実行委員会が行う大月町産業祭への補助金 大月町 3,000 3,000

地域特産品の開発、販路拡
大、イベント実施など地域振
興を図るとともに、施設の適
切な管理運営に努め利用者
に快適な交流の場を提供し
交流人口の拡大が図られ
た。

土佐清水市 2,905 2,900

大月まつり等のイベントを年
間通じて実施することによ
り、地域のにぎわい創出が
図られた。

3,2434,200 3,000 3,000 3,000 16,200

12,497

観光客が気軽に立ち寄り、
利用できるため、「あしずり
温泉郷」を全国にＰＲできる
主要施設となった。

45
まちづくり総合支援事業（観光イベント
支援事業）

実行委員会が行う各種イベントへの補助金
・わんぱくフェスティバル　・大月まつり　・ど素人
えんげい会　・イルミネーションイベント　ほか

大月町 3,000

2,9052,900 2,900 2,900 14,50544 白山洞門展望足湯管理運営事業
白山洞門展望足湯（観光関連施設）の管理運営
委託費
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●幡多広域観光協議会負担金

●四国西南地域観光連絡協議会運営事業

広域における一般観光
客数（再掲）

広域におけるスポーツ客
数（再掲）

広域における外国人延
べ宿泊数（再掲）

広域組織に求められる5
つの機能（再掲）

1,292,500人
（53,750人増）

101,500人
（10,000人増）

13,300泊

強化

1,173,511人
（△65,489人）

94,789人
（2,089人増）

8,476泊

強化

広域における一般観光
客数（再掲）

広域におけるスポーツ客
数（再掲）

広域における外国人延
べ宿泊数（再掲）

広域組織に求められる5
つの機能（再掲）

1,173,511人
（△65,489人）

94,789人
（2,089人増）

8,476泊

強化

1,292,500人
（53,750人増）

101,500人
（10,000人増）

13,300泊

強化

1,050 210計 210 210 210 210 210

三原村 30 30 30 30 30 150 30

150 30黒潮町 30 30 30 30 30

大月町 30 30 30 30 30

40土佐清水市 40 40 40 40 40

40 40 40

4040 40 40 200

事業費は関係市町村
の負担金ベース

40 200

200

150 30
1

四国西南地域観光連絡協議会運営
事業

高知・愛媛両県、（財）高知県観光コンベンション
協会、（社）愛媛県観光協会、四国西南地域の関
係市町村（4市5町1村）で構成する協議会を組織
し、滞在型・体験型観光の情報発信を中心にし
た相互連携事業を行う。

四万十市 40 40

計 H27年度
備　　　　考

事業費実積 活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

40

特別交付税

高知・愛媛両県、四国西南
地域の関係市町村及び関係
団体で協議会を組織し、滞
在型・体験型観光の情報発
信を中心とした相互連携事
業を行うことで、四国西南地
域への観光による交流人口
の拡大が図られた。
ホームページの管理運営、
パンフレット「四国西南の旅」
を作成し、四国西南地域の
情報発信を行った。

宿毛市 40

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

171,000 40,000

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

計 40,000 11,000 40,000 40,000 40,000

三原村 (255) (312) (255) (255) (255) (1,332) (255)

(9,263) (2,020)黒潮町 (2,020) (1,183) (2,020) (2,020) (2,020)

宿毛市 (4,380) (2,371) (4,380) (4,380) (4,380)

(7,870)

土佐清水市 (4,580) (2,441) (4,580) (4,580) (4,580)

(7,870) (7,870) (7,870)

40,000 40,000 40,000 171,000

・高知県補助金
・事業費は関係市町
村の負担金ベース

(35,554)

(19,891)

(20,761)

(4,199)

(4,580)

(4,380)

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

1 幡多広域観光協議会負担金

幡多広域観光協議会において、幡多ブランドの
確立、周遊ルートの作成や体験プログラムの開
発などを通じて、圏域での滞在型・体験型観光を
推進する。

四万十市
40,000 11,000

計 H27年度

活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

・高知県補助金
・特別交付税

幡多広域観光振興計画
（H27～H32）に基づき、着地
型旅行商品の造成と販売、
観光情報の発信拠点化、関
係団体の連携強化に取り組
んだ。また、地方創生交付
金（上乗せ）を活用し、はたっ
ぴーキャンペーン等期間型
の誘客促進イベントを実施
するなど、同計画の強化推
進に取り組んだ。

(7,870) (4,074)

備　　　　考
事業費実積

(895)

実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）
40,000

大月町 (895) (619) (895) (895) (895)

指標
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　ウ　教育・文化

　　（ァ）　図書館ネットワークの構築

●図書館システム管理運営事業

●図書館横断検索システム導入事業

●図書相互貸借促進事業

●図書館蔵書充実事業

大月町 300 300 300 300 300

4,299

4,578

1,500 300

52,170 149,059 160,000

88,949 89,000

94,814 95,000

11,671 12,470

45,653 45,653

6,978 8,000

蔵書数

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

指標

397,124 410,12322,719 113,595 21,721計 22,719 22,719 22,719 22,719

三原村 100 100 100 100 100 500 92

3,000 15,000 3,0013,000 3,000黒潮町 3,000 3,000

9,451

23,425

1 図書館蔵書充実事業
圏域内の各図書館は、蔵書の充実につ努め、横
断検索や相互貸借などを通じて広域利用を促進
する。

四万十市 10,434 10,434 10,434

H27年度

土佐清水市 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 21,000

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要

4,685 4,685 4,685 4,685 4,685

（四万十市）
平成22年度蔵書数86,845
冊。新館開館後、未入力の
既存蔵書を入力した分も含
め、平成25年度末121,908冊
と1.4倍に増加。毎年約6,000
冊の新刊を購入。
平成28年度は重点的に書庫
整理を行っており、4,400冊を
除籍。（H28.10現在）

宿毛市

10,434 10,434

－ － －

事業費実積 活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計

関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

備　　　　考

-

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計 H27年度

計 － － － － － －

圏域内の各図書館は、利用
登録の制限規定を撤廃して
おり、高知県立図書館の横
断検索システム・物流システ
ムを利活用することにより、
相互貸借を促進している。

－ － －1 図書相互貸借促進事業

圏域内の各図書館は、利用登録の制限規定を
撤廃する。
各図書館のホームページを充実し、横断検索な
どの利便性を向上するとともに、高知県立図書
館物流システムを活用し、相互貸借を促進する。

全市町村 －

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

備　　　　考
事業費実積

H27年度

-

実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）指標
活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

計 - - - - - -

- - -黒潮町 - - - -

大月町 - - - - -

土佐清水市 - - - - - - -

高知県立図書館等のシステ
ムを利用して横断検索でき
る環境を整え、住民の利便
性の向上が図られている。

事業の継続実施 実施 実施

宿毛市 - - - - -

- - - -

- -

- -

実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

1 図書館システム管理運営 図書館システムの保守点検等管理運営費

四万十市 - - -

H27年度
備　　　　考

事業費実積 活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要

関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等計

3,765計 6,012 6,139 6,139 6,139 6,139 30,568

11,095 0黒潮町 2,219

平成23年度に更新した図書
館システムの維持管理と適
正運用に努めた。
図書館ネットワークを運用
し、蔵書検索や貸出など住
民の利便性の向上が図られ
た。

大月町 59 59 59 59 59

512土佐清水市 539 539 539 539 539 事業の継続実施 実施 実施

宿毛市 2,215 2,215 2,215 2,215

9801,107 1,107 1,107 5,408

2,215 11,075

2,695

295

2,219 2,219 2,219 2,219

58

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

1 図書館システム管理運営 図書館システムの保守点検等管理運営費

四万十市 980 1,107

計 H27年度
備　　　　考

事業費実積 活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

2,215

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

28,858 144,163 25,486事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） 28,731 28,858 28,858 28,858

年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計 H27年度

28,858 144,163 25,486事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） 28,731 28,858 28,858 28,858

年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計 H27年度

貸付冊数(冊/年)

借受冊数（冊/年）

941

2,635

590

2,950
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（２）結びつきやネットワークの強化

　ア　地域公共交通

　　（ァ）　地域公共交通ネットワークの構築

●土佐くろしお鉄道中村・宿毛線運営協議会事業

●土佐くろしお鉄道経営助成基金造成事業

●宿毛佐伯航路利用促進協議会事業

重要業績評価指標（KPI）

48,168

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

利用者数（人/年） 48,168

構成
　高知県、幡多6市町
村
　大分県、佐伯市

1 宿毛佐伯航路利用促進協議会事業
利用促進協議会を組織し、宿毛佐伯フェリー航
路の維持を図るために利用促進等を行う。

全市町村 － －

0 0

高知県・大分県・幡多６市町
村・佐伯市で組織している協
議会で利用促進を図った。

備　　　　考
事業費実積 活用した補助制度等

（特定財源の内容）
事業の実績・評価

重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

計 0 0 0 0

-－ － － －

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

1,200,000 200,000計 200,000 300,000 300,000 200,000 200,000

指標計 H27年度

大月町 (4,400) (6,600) (6,600) (4,400) (4,400)

土佐清水市 (11,000) (16,500) (16,500) (11,000)

(12,000) (2,000)三原村 (2,000) (3,000) (3,000) (2,000) (2,000)

(16,435)黒潮町 (16,435) (24,653) (24,653)

(56,510) (56,510) (37,673) (37,673) (226,039)

300,000 300,000 200,000 200,000 1,200,000

・高知県負担金
（1/2）
・四万十町負担
金
・過疎債（ソフト）

(11,000) (66,000)

(26,400)

(98,611)

(4,400)

(16,435) (16,435)

・県補助金
・四万十町負担金
・特別交付税
・過疎債（ソフト）

　高知県と幡多6ヶ市町村並
びに四万十町が協調して基
金を造成し、土佐くろしお鉄
道の経営安定化を図った。
　現在、平成25～29年度の
第４次造成中であり、くろし
お鉄道に対して、毎年約2億
円の経営助成を行ってい
る。
　今後も、高速道路の延伸
や人口減少等により、利用
客数の減少傾向が続くと見
込まれるため、土佐くろしお
鉄道の維持運営はさらに厳
しくなると予想される。

利用者数（人/年）（再掲） 651,181 551,681

四万十市において鉄
道経営助成基金会計
を設置、管理
（　）内は関係市町村
の負担額
第４次基金造成計画
（Ｈ25～29年）

200,000

(37,673)

(11,000)

1
土佐くろしお鉄道経営助成基金造成
事業

第三セクター土佐くろしお鉄道（株）への経営助
成を行うため、基金を造成し、必要に応じて経営
助成金を交付する。

四万十市
200,000

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計

活用を想定する
補助制度等

備　　　　考
事業費実積 活用した補助制度等

（特定財源の内容）
事業の実績・評価

宿毛市 (23,113) (34,670) (34,670) (23,113) (23,113) (138,679) (23,113)

(37,673)

H27年度

430 86
利用者数（人/年） 651,181 551,681

3,670

・高知県2,000千
円
・四万十町28千
円

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込

1,972 9,860 1,972計 1,972 1,972 1,972 1,972

314 314

　沿線等市町村と高知県で
組織している協議会で、土
佐くろしお鉄道のＰＲ活動や
運営方針などの協議を行
い、安定的な経営や利用促
進を図った。
　今後も、高速道路の延伸
や人口減少等により、利用
客数の減少傾向が続くと見
込まれるため、土佐くろしお
鉄道の維持運営はさらに厳
しくなると予想される。

宿毛市 600 600 600 600 600

・県補助金
・四万十町負担金
・特別交付税

黒潮町 314 314

1
土佐くろしお鉄道中村・宿毛線運営協
議会事業

運営協議会を組織し、土佐くろしお鉄道中村・宿
毛線の維持整備と長期安定経営に向けた協議・
調整並びに利用促進等の必要な事業を施策を
実施する。

四万十市 734 734 734

大月町 86 86 86 86 86

三原村 28 28 28 28 28 140 28

314 1,570 314

210事業費は、協議会へ
の関係市町村の負担
金ベース

734

3,000 600

土佐清水市 210 210 210 210 210 1,050

734 734

事業費実積 活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計
№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要

関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

備　　　　考

2,471,280 430,463

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）H27年度

事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） 454,256 554,256 554,256 454,256 454,256

年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計 H27年度

2,471,280 430,463事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） 454,256 554,256 554,256 454,256 454,256

年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計 H27年度

2,737,600 432,709事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） 455,520 815,520 555,520 455,520 455,520

H27年度年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計
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●生活バス路線運行維持費補助事業

●廃止路線代替バス等運行事業

目標値（Ｈ31）

5,000

利用者数（人/年）

47,376

4,036

19,510

4,625

7,799

3,308

50,000

4,036

22,000

4,625

7,799

利用者数（人/年） 397,407 397,407

指標 実績値（Ｈ27）

計 189,476 189,476 189,476 189,476 189,476 947,380

35,000 35,000 35,000 35,000 175,000 29,998

三原村 4,800 4,800 4,800 4,800

黒潮町 35,000

86,654 93,460179,508

大月町 23,000 23,000 23,000 23,000

土佐清水市 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

4,800 24,000 5,105

・確保維持改善事業
費補助金
・特別交付税
・過疎債（ソフト）

廃止路線代替バス等を運行
を行い、地域住民の利便性
の向上や交通弱者のための
移動手段を確保することが
できた。

106,476 532,380

・確保維持改善
事業費補助金
・生活交通路線
維持費補助金
・特別交付税

事業費は、関係市町
村の補助金等ベース

101,408

2,736

85,000 17,261

23,000 115,000 23,000

計

1 廃止路線代替バス等運行事業
関係市町村それぞれの地域内における廃止路
線代替バス等を運行する。

四万十市 106,476 106,476 106,476 106,476

指標
活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計 H27年度

宿毛市 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 16,000

関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

備　　　　考
事業費実積

48,983

実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

計 62,808 62,808 62,808 62,808 62,808 314,040

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
6

生活バス路線運行維持費補助事業
　・宿毛宇和島線（宿毛～宇和島駅）

広域的、幹線的に運行する生活バス路線の運行
を支援する。

宿毛市 4,000

計 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120

・特別交付税
事業費は、関係市町
村の補助金ベース

4,444

4,444

・特別交付税1,000 1,000 1,000 5,000

4,000 4,000 4,000 4,000 20,000
・特別交付税

20,000

2,120 10,600

・特別交付税
事業費は、関係市町
村の補助金ベース

1,426

830

15,600 2,256

5,122

5
生活バス路線運行維持費補助事業
　・ふれあい大月線
　　（宿毛駅～ふれあいパーク大月）

広域的、幹線的に運行する生活バス路線の運行
を支援する。

宿毛市 2,120 2,120 2,120 2,120

19,600 98,000 17,462計 19,600 19,600 19,600 19,600

大月町 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

大月町 1,000 1,000

8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 42,500

4,100 20,500

・生活交通路線
維持費補助金
・特別交付税

事業費は、関係市町
村の補助金ベース

3,234

8,043

35,000 6,185

四万十市 1,122 1,122

計 5,122 5,122

4
生活バス路線運行維持費補助事業
　・小才角線
　　（清水プラザパル前～宿毛駅）

広域的、幹線的に運行する生活バス路線の運行
を支援する。

宿毛市 4,100 4,100 4,100 4,100

5,122 25,610 5,374

4,1803
生活バス路線運行維持費補助事業
　・佐賀駅線（中村駅～佐賀駅）

広域的、幹線的に運行する生活バス路線の運行
を支援する。

土佐清水市

計 6,899 6,899 6,899 6,899 6,899

1,774

黒潮町 4,000 4,000 4,000 4,000

1,1941,122 1,122 1,122 5,610
・生活交通路線
維持費補助金
・特別交付税

事業費は、関係市町
村の補助金ベース

4,000 20,000

5,122

2
生活バス路線運行維持費補助事業
　・宿毛線（中村駅～宿毛駅）

広域的、幹線的に運行する生活バス路線の運行
を支援する。

四万十市 3,099 3,099

計 24,067 24,067 24,067 24,067 24,067 120,335 15,879

3,099 3,099 3,099 15,495
・生活交通路線
維持費補助金
・特別交付税

事業費は、関係市町
村の補助金ベース3,800 19,000

34,495 3,568

宿毛市 3,800 3,800 3,800 3,800

1,794

重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要

関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

土佐清水市 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

H27年度

・生活交通路線維持
費補助金
・特別交付税

・生活交通路線維持
費補助金
・特別交付税

備　　　　考
事業費実積

事業の実績・評価

・生活交通路線
維持費補助金
・特別交付税

事業費は、関係市町
村の補助金ベース

4,380

85,000 11,499

計

7,067 7,067 35,335

1
生活バス路線運行維持費補助事業
　・足摺岬線（中村駅～足摺岬）

広域的、幹線的に運行する生活バス路線の運行
を支援する。

四万十市 7,067 7,067 7,067

広域的、幹線的に運行する
生活バス路線の運行してい
る事業者を補助し、生活路
線バスを維持することで、地
域住民の利便性の向上や交
通弱者の足としての移動手
段を確保することができた。
今後も、人口減少等により、
利用客数の減少傾向が続く
と見込まれるため、各市町
村の負担の増加が懸念され
る。

・生活交通路線維持
費補助金
・特別交付税

活用した補助制度等
（特定財源の内容）

・生活交通路線維持
費補助金
・特別交付税
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　イ　ＩＣＴインフラ整備

　　（ァ）　情報通信ネットワークの整備促進

●ＩＣＴインフラ整備事業

●ＣＡＴＶ事業経営安定化支援事業

●ＩＣＴ利活用研究等事業

CATV加入者数

インターネット加入者数

864

活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価

266,320 2,246

629

四万十市 － － － － － －

－

1,264 6,320 2,246
CATV加入者数

CATV加入者数

2,497

2,049

2,497

2,049

大月町 － － － －

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

重要業績評価指標（KPI）

事業の実施 実施 実施

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

－ －計 － － － －

H30年度 H31年度

事業の実施 実施 実施

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

インターネット加入者数

－ － － －－ －

備　　　　考
事業費実積

-

活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度

900 900

実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

864

62 62

指標計 H27年度

・特別交付税

四万十市と大月町
は、SWANTVによる
ケーブルテレビエリア
拡大を促進

－ -

209209

629インターネット加入者数

1 ＣＡＴＶ事業経営安定化支援事業
第三セクターSWANTV（西南地域ネットワーク
（株））の経営安定化に向けた支援を行う。

計 H27年度
備　　　　考

事業費実積 活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

・特別交付税

支援を行うことで、第三セク
ターSWANTV（西南地域ネッ
トワーク（株））の経営安定化
が図られた。

実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

宿毛市 1,264 1,264 1,264 1,264

-
インターネット加入者数

№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要
関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

260,000 0

指標

計 0 260,000 0 0 0

8 地域情報通信基盤整備事業
超高速ブロードバンド未整備地域へ光ファイバー
による通信基盤を整備する

三原村 － 260,000 －

H27年度
№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要

関 係
市 町 村

事業費実積

－ 260,000 過疎債 0

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等

備　　　　考

－

年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計 H27年度

事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） 1,264 261,264 1,264 1,264 1,264

年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計 H27年度

266,320 2,246事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） 1,264 261,264 1,264 1,264 1,264

1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 6,320計

1 ＩＣＴ利活用研究等事業
ＩＣＴインフラを有効かつ効果的に活用するため
の相互連携施策を研究する。

全市町村

CATV加入者数 5,410 5,410
2,246
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（３）圏域マネジメント能力の強化

　ア　人材の育成・交流

　　（ァ）　職員の合同研修及び研究等

●合同職員研修・研究等事業

－

・幡多地域ふるさと応援隊等
ネットワークの開催
　日時：平成27年7月16日
　場所：土佐清水市
　内容：地域ビジネスやなり
わい作りをテーマに実施

・幡多地域の地方創生に向
けた講演会の開催
　日時：平成27年8月27日
　場所：四万十市立中央公
民館
　講演内容
　『地方創生の考えと取り組
みの状況について』
講師　国土交通省 総合政策
局 総務課 政策企画監　植
田　雅俊 氏（地方創生コン
シェルジュ（高知県担当）
四万十市出身）

研修会数 2回 延べ6回

計 － － － － －

－ － － -

指標 実績値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31）

1 合同職員研修・研究等事業 合同の職員研修、共同研究の機会を設ける。 全市町村 － － －

H27年度
備　　　　考

事業費実積 活用した補助制度等
（特定財源の内容）

事業の実績・評価
重要業績評価指標（KPI）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
№ 個 別 事 業 名 事 業 概 要

関 係
市 町 村

事　　　業　　　費　　　見　　　込 活用を想定する
補助制度等計

事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） － － － － － － -

計 H27年度年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） － － － － － － -

計 H27年度年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

事　業　費　見　込　・　実　績　（千円） － － － － － － -

計 H27年度年　　　度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
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