
別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

（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

交付金事業の概要

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日
疾病の予防・早期発見早期治療のためのがん検診・予防接種、および保健対策等全般を
担う保健師の人件費に交付金を活用する。
・保健師２名分の人件費１２ヶ月分
・がん検診
場所：町民会館、値賀分館、外津漁民環境改善センター、仮屋東公民館、
参加人数：延べ約２，０００名
・予防接種
医療機関で個別実施、予防接種法に基づく定期接種

総事業費

備 考

1

番号

地域活性化措置

措置名 交付金事業の名称

健康支援事業 玄海町 28,449,828 17,100,000

1 地域活性化措置 健康支援事業

17,100,000

17,100,000

28,449,828

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦



給料・手当 雇用 保健師２名 11,697,796

交付金事業の成果及び評
価

  平成２９年度のがん検診受診率（胃検診9.9％、肺がん検診25.2％、子宮頸がん検診
7.4％、乳がん検診0.6％、大腸がん検診17.0％、前立腺がん検診22.2％）は、目標値を
達成することができなかった。しかし、平成２８年度のがん検診受診率（胃検診
8.3％、肺がん検診25.4％、子宮頸がん検診17.4％、乳がん検診15.0％、大腸がん検診
16.0％、前立腺がん検診22.0％）と比較すると、６項目のうち３項目については、受診
率が増加した。
　平成３０年度からは、従来の胃透視だけではなく、胃カメラの受診も可能となり、今
後も地域住民の福祉の向上に寄与していく。
　また、平成２９年度予防接種平均接種率は、62.0％で目標値を達成できなかった。過
去の平均接種率は、平成２７年度48.4％、平成２８年度52.5％で増加傾向を示してお
り、今後も接種勧奨を行い健康増進に努めたい。

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等の活用の有無

　特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成33年度

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的

予防接種委託料 随意契約（特命） 佐賀県国民健康保険団体連合会 12,389,266

がん検診委託料 随意契約（特命）

（公財）佐賀県健康づくり財団
総合保健協会事務所、唐津東松
浦医師会医療センター、（一
社）唐津東松浦医師会

4,362,766

交付金事業の成果指標

　保健師による保健サービスや予防接種やがん検診の受診率を向上などにより、自分の
健康は自分で守るという参加型の保健衛生思想を普及し、健康的な生活習慣の確立や適
正な受診行動により健康寿命の延伸が期待されます。
●がん検診の受診率　　　　　　　　  胃　　　肺　 　大腸　 子宮　  乳　　前立腺
　　　　　　　　　　　　現状(H27)　18.0%　44.9% 　27.2%　16.6%　　2.2%　35.0%
　　　　　　　　　　　　目標値　　　40%     50%    40%    50%     50%    40%
●各種予防接種接種率　　現状(H27)48.4%、目標値　　　70%

交付金事業の成果目標
　自らの健康は自らで守ることを基本としつつ、全ての住民が元気で暮らすため、　健
康的な生活習慣の確立や健康寿命の延伸を図る健康支援事業を進めることにより、地域
住民の福祉の向上を図ります。



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

交付金事業の概要

総合相談事業委託料のうち、相談員１名分の人件費12か月分に交付金を活用した。

内容：総合相談事業は、社会的援護を要する人々が住み慣れた地域で孤立することなく
安心して暮らすことができるよう、各分野にわたる相談に総合的に対応する事業で、相
談の範囲は、子育てから介護に至るまでの福祉に関する相談、家庭及び身のまわりの悩
みごとに関わることの相談、高齢者虐待、障がい者虐待、児童虐待について等多岐にわ
たる。
体制：総合相談員が電話、来所、窓口訪問による相談を受け、必要に応じ関係機関や民
間団体と連携し、住民の日常生活を送る上での不安を解消する。
土日祝日、年末年始を除く午前８時３０分から午後５時１５分を開設時間とする。ただ
し、開設時間外においても、相談者から総合相談窓口への連絡がとれる体制をとる。

総事業費

3,100,000

3,100,000

3,749,519

交付金充当額

（単位：円）

番号

佐賀県東松浦郡玄海町大字仮屋

うち文部科学省分

うち経済産業省分

1 地域活性化措置 総合相談事業

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

1

番号

地域活性化措置

措置名 交付金事業の名称

総合相談事業 玄海町 3,749,519 3,100,000

交付金充当額 備 考

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所



成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成34年度

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的

運営業務委託 随意契約（特命） 社会福祉法人　玄海町社会福祉協議会 3,749,519

交付金事業の成果指標 　年間240日以上の窓口開設および緊急時の時間外の対応ができる。

交付金事業の成果目標
　住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、相談体制の強化などに取り組んできた。今
後も支援を必要としている人を地域で見守り、相談につなげて行くことで地域の中で孤
立化させず、ひいては地域福祉の向上が期待できる。

交付金事業の成果及び評
価

　窓口開設が年間240日を超える243日となり、緊急時の時間外の対応も含め全666件対
応できた。相談体制の強化が図られ、より良いサービス提供が可能となり、地域住民の
福祉向上に寄与するものであると評価できる。

交付金事業の契約の概要



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

交付金事業の概要

平成29年4月1日から平成30年3月31日
在宅介護支援センター委託契約のうち、福祉相談員2名12ヶ月分の人件費に充当した。
身体が虚弱又はねたきり若しくは認知症等のため日常生活を営むのに支障がある者又は
これらの者を抱える家族等からの各種相談等に対し、次によって行う。
(1)　電話相談
(2)　面接相談(来所、訪問)
(3)　公的保健福祉サービスの利用申請手続
(4)　在宅介護の方法等の指導及び助言
(5)　介護機器の紹介、選定及び使用方法等の指導
(6)　高齢者向け住宅の増改築の相談、助言

総事業費

7,300,000

7,300,000

8,772,918

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

1

番号

地域活性化措置

措置名 交付金事業の名称

在宅介護支援センター
運営事業

玄海町 8,772,918 7,300,000

（単位：円）

番号

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字仮屋

1 地域活性化措置 在宅介護支援センター運営事業

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



成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成33年度

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的

交付金事業の成果及び評
価

定期訪問件数が1,300件を越える1,501件となった。より良いサービスの提供ができ、地
域に根差した相談等の活動強化が図られ、高齢者福祉の向上に寄与するものであると評
価できる。

交付金事業の契約の概要

運営業務委託 随意契約（特命） 社会福祉法人　玄海町社会福祉協議会 8,772,918

交付金事業の成果指標
窓口開設だけでなく、定期訪問件数を維持することで、よりよいサービスを提供する。
定期訪問件数1,300件（平成27年度1,287件）

交付金事業の成果目標

高齢者福祉に関わる相談窓口として、日頃自宅に籠っていることが多いひとり暮らし高
齢者や要援護高齢者等の自宅訪問及び電話等を通じてコミュニケーションを取り、利用
者やその家族の悩みを聞き、福祉サービス利用の手続きや助言等、地域に根ざした活動
を展開していく。



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

1 福祉対策措置 養護老人ホーム入所措置事業

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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦

1

番号

福祉対策措置

措置名 交付金事業の名称

養護老人ホーム入所措
置事業

玄海町 17,713,268 14,000,000

（単位：円）

番号

交付金事業の概要

　平成29年4月1日から平成30年3月31日

高齢者で養護を受ける事が困難な者の町外の養護老人ホームへの入所事業に係る市町村
が行う措置に要する費用(8名の扶助費)

　老人福祉法第21条に基づき法11条の規定より市町村が行う措置に要する費用は、市町
村が支弁することとなっており、これに交付金を活用した。

総事業費

14,000,000

14,000,000

17,713,268

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分



交付金事業の成果指標
最適な支援を総合的に受けられるようにするため、措置の積極的な実施に努める。
希望者の入所措置率100％とする。

交付金事業の成果目標
65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障
があるものが、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活を営
むために最も適切な支援が総合的に受けられることで、地域住民の福祉の向上を図る。

交付金事業の成果及び評
価

延べ8名、希望者全員を措置できた。100％の入所措置となり、身体上または精神上の障
害がある者の自立した日常生活を営むための適切な支援により、地域住民の福祉向上が
図られるものと評価できる。

交付金事業の契約の概要

入所措置費 扶助 唐津市養護老人ホーム　延寿荘 5,566,932

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成33年度

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的

入所措置費 扶助 社会福祉法人 光の園 養護(盲)老人ホーム サリバン 3,016,161

入所措置費 扶助 社会福祉法人 松風会 養護老人ホーム 松風園 9,130,175



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

（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

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 行政放送地デジ運営事業

1 地域活性化措置
行政放送地デジ運営事
業

玄海町 58,519,800 49,300,000

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦

交付金事業の概要

　平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日
　町内のほぼ全世帯が加入する地上デジタルケーブルテレビおいて、行政専用の放送
チャンネルにより、次のような3つの業務によりデジタル放送番組の提供を年間を通し
て実施する事業。
（１）行政番組作成業務(委託料)
　まちの活気や魅力を高め、共働と共創のまちづくりを行うための行政情報、新鮮な地
域情報、町内の文化スポーツなどのイベントなどの行政放送番組をデジタル撮影やデジ
タル編集で作成する業務。
（２）行政番組送出業務(委託料)
　　作成した番組をデジタル放送信号に変換して町内のケーブルテレビ網に向けて送出
する業務。データ放送及び災害情報等の随時放送する機能を含む。
（３）ネットワーク回線利用料
　　作成した番組をデジタル放送信号を送出事業者から町内のケーブルテレビ網まで伝
送するための光ケーブル回線の利用料

総事業費 58,519,800

交付金充当額 49,300,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 49,300,000



交付金事業の成果目標
　本事業によるデジタル放送運営の目標は、住民の活動の活性化、地域情報の共有や相
互理解の向上に大きく寄与し、地域住民の福祉の向上を図ることとする。

交付金事業の成果指標
　本事業の運営による行政放送チャンネルにおいて、テロップによるお知らせや撮影等
を行い制作により放送するデジタル番組を年間計画放送番組数336本の90%（302本）以
上とする。

交付金事業の成果及び評
価

　放送が必要なお知らせ等の番組は全て作成でき、行政放送としての役割は果たせた
が、年間放送番組数は300本と指標をやや下回り、達成率は99.3％となった。住民活動
の活性化等に寄与するため、今後はより積極的な情報発信に努め、事業を継続してい
く。

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

行政放送番組作成業務 随意契約（特命） (株)唐津ケーブルテレビジョン 26,387,640

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成33年度

行政放送送出業務 随意契約（特命） (株)唐津ケーブルテレビジョン 29,993,760

ネットワーク回線利用料 随意契約（特命） 九州通信ネットワーク(株) 2,138,400



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

水道施設日常管理事業

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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町一円

1

番号

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

措置名 交付金事業の名称

水道施設日常管理事業 玄海町 27,918,000 25,500,000

（単位：円）

番号

交付金事業の概要

平成29年4月1日から平成30年3月23日
水道施設の日常管理・点検業務を委託する。
１．水道施設数33箇所（浄水場、取水場、ポンプ場、追塩場、配水場等）
　1). 水道施設の設備を適正に運転するための運転監視業務
　2). 水道施設の設備を適正に運転するための保守点検（日常点検・定期点検）業務
　3). 送水ポンプ等機器分解整備業務
　4). 粒状活性炭吸着設備の保守（活性炭入替）業務
２．配水管末給水栓の残留塩素測定17箇所

総事業費

25,500,000

25,500,000

27,918,000

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分



交付金事業の成果指標

　町民の安心・安全で快適な生活の向上を図るため、良質な水質の確保をするよう水道水の全
項目検査等の水質基準項目値を遵守するとともに、「カルシウム、マグネシウム等（硬
度）」、「マンガン及びその化合物」、「蒸発残留物」、「濁度」、「ｐｈ値」、「アルミニ
ウム及びその化合物」、「残留塩素」の全７項目において水質管理設定項目の目標値を達成す
る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水質基準値　　　水質管理目標値
　カルシウム、マグネシウム等（硬度）300mg/L以下　　  　10mg/L以上 100mg/L以下
　マンガン及びその化合物　　　　　　0.05mg/L以下        0.01mg/L以下
　蒸発残留物                        500mg/L以下         30mg/L以上 200mg/L以下
　濁度                               2度以下              1度以下
　ｐｈ値                            5.8以上8.6以下       7.5程度
　アルミニウム及びその化合物        0.2mg/L以下          0.1mg/L以下
　残留塩素                                                 1mg/L以下
                                    　　　　　　 0.1mg/L以上（遊離残留塩素）

交付金事業の成果目標

　上水道は、各家庭に水を安定供給するとともに公共の福祉を増進するために欠かせない設備
である。漏水や渇水時などの非常時の対応を迅速に行い、全町的な水量の確保や安定供給を行
うことにより、安心･安全で快適な生活の向上を図り、もって地域住民の福祉の向上に資す
る。

交付金事業の成果及び評
価

　すべての項目が基準値内ではあり水質的に問題はないところですが、目標値としては、ph値
以外の6項目は10割を達成し、ph値の実績は7.0～8.3で、達成度は6割程度となりました。採水
箇所の違いにより数値が微妙に上下したのは、取水や管路の状況の違いによるものと考えられ
ます。あらゆる要因を解明し解消しながら、今後もより良質な水質の確保に努めます。

交付金事業の契約の概要

水道施設日常管理・点検業務 指名競争入札 水ing株式会社　九州支店 27,918,000

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成33年度

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

唐津北部衛生処理センター管理運営事業

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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦

番号

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

措置名 交付金事業の名称

唐津北部衛生処理セン
ター管理運営事業

玄海町 26,770,413 20,000,000

（単位：円）

番号

交付金事業の概要

　平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

　膜分離高負荷脱窒素処理方式等によるし尿及び浄化槽汚泥の再資源化を行うし尿及び
浄化槽汚泥再処理業務
　唐津市への負担金のうち、電気料および運転管理費相当分に交付金を活用する。

総事業費

20,000,000

20,000,000

26,770,413

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分



交付金事業の成果指標
　し尿及び浄化槽汚泥等については、平成27年度実績である1590.9㎘と同等程度を確実
に処理する。

交付金事業の成果目標
　引き続き、し尿及び浄化槽汚泥処理業務を委託することにより、地域住民の安心・安
全で快適な生活の向上を図ることができ、ひいては循環型社会形成の推進と町民の生活
環境の快適性や公衆衛生の向上に寄与する。

交付金事業の成果及び評
価

　平成29年度実績は1,854㎘となり、成果指標同等以上の数量を確実に処分することが
でき、町民の安心・安全で快適な生活を維持することができた。

交付金事業の契約の概要

管理運営業務負担金 随意契約（特命） 唐津市 26,770,413

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特になし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成33年度

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

環境維持運営事業

17,000,000

17,000,000

20,292,635

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦

1

番号

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

措置名 交付金事業の名称

環境維持運営事業 玄海町 20,292,635 17,000,000

（単位：円）

交付金充当額 備 考

交付金事業の概要

　平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

　玄海町で生じた廃棄物の処理は唐津市に委託している。
　唐津市清掃センターでは、流動床式焼却炉方式により、ごみの分散、乾燥、加熱、焼
却を効率よく完全燃焼を可能としている処理を行っており、その施設の電気料、運転管
理費等４月～３月分に交付金を活用した。

総事業費

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

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置



交付金事業の成果目標
　引き続き、廃棄物(ごみ)業務を委託することにより、地域住民の安心・安全で快適な
生活の向上を図ることができ、ひいては町民の生活環境の快適性や公衆衛生の向上に寄
与する。

唐津市 20,292,635

交付金事業の成果指標
　玄海町一般廃棄物基本計画で目標としている、ごみ排出原単位を低い水準で維持しつ
つ、平成29年度排出量1,203tを目標に廃棄物の減量を目指して取り組んでいる。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成33年度

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的

交付金事業の成果及び評
価

　交付金を活用することで、年間1,299tの廃棄物を確実に処理することができ、町民の
環境衛生向上に寄与することができた。一方、ごみ削減については、目標達成とはなら
なかったが、この取組は循環型社会形成の観点から、引き続き地域住民への周知を図っ
ていく。

交付金事業の契約の概要

ごみ処理業務 随意契約（特命）



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

交付金事業の概要

　平成29年5月8日から平成30年2月15日まで
　道路通行の安全性と信頼性の確保を目指し、予防保全を掲げる玄海町橋梁長寿命化
修繕計画に基づき実施する下記事業に交付金を活用する。
　大薗橋修繕工事　　１橋（橋梁延長8ｍ、Ｗ＝5.2ｍ、舗装延長18.5ｍ）
　修繕工事に伴う調査設計業務　４橋（長倉橋、中熊橋、受付橋、沖ノ田橋）

総事業費
23,700,000

23,700,000
30,452,760

交付金充当額
うち文部科学省分
うち経済産業省分

1

番号

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

措置名 交付金事業の名称

町道橋梁長寿命化修繕
事業

玄海町 30,452,760 23,700,000

（単位：円）

番号

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字浜野浦他１件

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

町道橋梁長寿命化修繕事業

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



成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成32年度

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的

交付金事業の成果及び評
価

　計画通りに修繕工事および調査設計業務を実施し、着手率17％を達成でき、道路交
通の安全性と信頼性の確保が図られるものと評価できる。

交付金事業の契約の概要

修繕工事に伴う調査設計 指名競争入札 株式会社間瀬コンサルタント 15,440,760

大薗橋修繕工事 指名競争入札 笠原建設株式会社 15,012,000

交付金事業の成果指標 　橋梁長寿命化修繕計画に基づく調査設計及びそれに基づく修繕事業の着手率17％。

交付金事業の成果目標

　橋梁の維持管理については、従来の対症療法型から“損傷が大きくなる前に予防的
な対策を行う”予防保全型に移行した修繕計画を策定し実施することで、コスト削減
と平準化を実現するとともに道路交通の安全性と信頼性の確保を図り、もって地域住
民の福祉の向上を図る。



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

（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

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

町道普恩寺小加倉線改良事業

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

町道普恩寺小加倉線改
良事業

玄海町 62,964,000 56,900,000

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字小加倉他1件

交付金事業の概要

　平成29年5月8日から平成30年3月15日まで
　安全・安心な通行など、交通体系の整備を目指す道路改良事業に伴う調査及び工事費
に交付金を活用した。
・小加倉工区改良工事(施工延長150m)
・小加倉工区法面吹付工事(施工延長50.2m)
・普恩寺工区工事に伴う用地測量調査業務(用地測量面積0.410万m2、家屋調査3棟)

総事業費 62,964,000

交付金充当額 56,900,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 56,900,000



交付金事業の成果目標
　計画的な町道の改良を図り、早期工事着手に努め、利用者の安全・安心な誘導を推進
することで、地域住民の福祉の向上を図る。

交付金事業の成果指標
　H28からH32年度に計画している町道普恩寺小加倉線(普恩寺工区・小加倉工区)改良事
業の着手率15％。

交付金事業の成果及び評
価

　本事業をおこなうことで、計画の着手率が15％進み、計画どおり法面対策工事及び舗
装工事にとりかかることができ、利用者の安全・安心な誘導を推進することで、地域住
民の福祉の向上が図られるものと評価できる。

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

小加倉工区改良工事 指名競争入札 有限会社中山組 46,440,000

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成35年度

小加倉工区法面吹付工事 指名競争入札 日本建設技術株式会社 8,017,920

普恩寺工区工事に伴う用地測
量調査業務

指名競争入札
国際技術コンサルタント株式会
社　唐津支店

8,506,080



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町一円

31,500,000

31,500,000

41,663,508

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

1

番号

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

措置名 交付金事業の名称

水道運営事業 玄海町 41,663,508 31,500,000

（単位：円）

交付金充当額 備 考

交付金事業の概要

平成29年5月1日から平成30年3月31日
　・職員３人分の人件費11か月分
　・値賀浄水場緩速ろ過池３池のろ過砂補充・切り返し業務
　・水道施設２２箇所の電力料10か月分

総事業費

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

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

水道運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名



交付金事業の成果目標

　上水道は、各家庭に水を安定供給するとともに公共の福祉を増進するために欠かせない設備
である。漏水や渇水時などの非常時の対応を迅速に行い、全町的な水量の確保や安定供給を行
うことにより、安心･安全で快適な生活の向上を図り、もって地域住民の福祉の向上に資す
る。

交付金事業の成果指標

　町民の安心・安全で快適な生活の向上を図るため、良質な水質の確保をするよう水道水の全
項目検査等の水質基準項目値を遵守するとともに、「カルシウム、マグネシウム等（硬
度）」、「マンガン及びその化合物」、「蒸発残留物」、「濁度」、「ｐｈ値」、「アルミニ
ウム及びその化合物」、「残留塩素」の全７項目において水質管理設定項目の目標値を達成す
る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水質基準値　　　水質管理目標値
　カルシウム、マグネシウム等（硬度）300mg/L以下　　  　10mg/L以上 100mg/L以下
　マンガン及びその化合物　　　　　　0.05mg/L以下        0.01mg/L以下
　蒸発残留物                        500mg/L以下         30mg/L以上 200mg/L以下
　濁度                               2度以下              1度以下
　ｐｈ値                            5.8以上8.6以下       7.5程度
　アルミニウム及びその化合物        0.2mg/L以下          0.1mg/L以下
　残留塩素                                                 1mg/L以下
                                    　　　　　　 0.1mg/L以上（遊離残留塩素）

交付金事業の契約の概要

給料・手当 雇用 職員３名 18,943,264

ろ過砂補充切り返し業務 指名競争入札 株式会社小野建設　玄海支店 9,504,000

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成33年度

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的

電気料 随意契約（特命） 九州電力株式会社　唐津営業所 13,216,244

交付金事業の成果及び評
価

　すべての項目が基準値内ではあり水質的に問題はないところですが、目標値としては、ph値
以外の6項目は10割を達成し、ph値の実績は7.0～8.3で、達成度は6割程度となりました。採水
箇所の違いにより数値が微妙に上下したのは、取水や管路の状況の違いによるものと考えられ
ます。あらゆる要因を解明し解消しながら、今後もより良質な水質の確保に努めます。



別紙
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Ⅱ．事業評価個表

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村

8,000,000

8,000,000

8,780,201

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

1

番号

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

措置名 交付金事業の名称

玄海町薬用植物栽培研
究所運営事業

玄海町 8,780,201 8,000,000

（単位：円）

交付金充当額 備 考

交付金事業の概要

　平成29年5月～3月分
　町立の薬用植物栽培研究所１か所の運営経費11か月（職員1名の人件費、電気料）
　輸入に頼っている甘草をはじめとした生薬の国内における生産技術の確立と生産基盤
の整備を行い、農業の振興につなげるため、薬用植物の栽培研究所を運営している。
　また、この研究を町がおこなうことで、観光振興や住民の健康増進につなげる。

総事業費

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

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

玄海町薬用植物栽培研究所運営事業



交付金事業の成果目標
　遊休農地の活用や農作業の作業負担軽減などをすすめ、薬用植物栽培に関連した農業
や産業の振興を図る。

交付金事業の成果指標
　栽培指導や研究所でのイベント等を通して薬用植物の栽培面積をH29年度14,300㎡
(H28の120％)まで拡大する。

園長（係長）１名 4,489,483

電気料 随意契約（特命） 九州電力(株)唐津営業所 4,290,718

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成33年度

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的

交付金事業の成果及び評
価

　平成29年度の販売に係る栽培面積は12,500㎡に留まり、指標に達しなかったが、今
後、試験栽培の成果として新しい品種の栽培面積が拡大する見込みであることから、今
後も本事業を継続し、農業の振興に寄与していく。

交付金事業の契約の概要

給料・手当 雇用



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

交付金事業の概要

　各地区の非常備消防組織（玄海町消防団）に配備している消防自動車及び小型動力ポ
ンプ付き積載車について、１５年を経過するポンプ、積載車を更新した。

　小型動力ポンプ付き積載車2台
　(2地区各1台　排気量660ccクラス､ポンプ部最大出力22Kw以上)

総事業費

（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

番号

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

措置名 交付金事業の名称

小型動力ポンプ付き積
載車整備事業

玄海町 10,795,680 10,400,000

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

小型動力ポンプ付き積載車整備事業

10,400,000

10,400,000

10,795,680

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字有浦上他1件



小型動力ポンプ付き積載車2台購入 一般競争入札 有限会社　唐津興機 10,795,680

交付金事業の成果及び評
価

　平成30年4月5日現在、人口あたりの加入率6.8％と指標を上回り、防災力の強化を図
ることができた。

交付金事業の契約の概要

交付金事業の成果指標
　小型動力ポンプ付き積載車を２台更新することで、人口あたり消防団加入率6.6％を
維持する。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 特に予定無し

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的

交付金事業の成果目標
　小型動力ポンプ付き積載車を更新することで、各地区の防災力を強化し組織力を高
め、ひいては地域住民の福祉の向上を図る。



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

備 考

交付金事業の概要

　平成29年9月19日から平成30年3月26日
　玄海町いこいの広場（玄海町町民会館・社会体育館）の中長期的な老朽化対策の調査
および長期保全計画の策定。
　主な内容：長期保全計画（30年間の予防保全工事の実施年度、10年間の実施計画）

総事業費

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

1

1

番号

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

措置名 交付金事業の名称

玄海町いこいの広場長
寿命化調査・計画策定
事業

玄海町 5,670,000 4,900,000

（単位：円）

交付金充当額

公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

玄海町いこいの広場長寿命化調査・計画策定事業

4,900,000

4,900,000
5,670,000

交付金充当額
うち文部科学省分
うち経済産業省分

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田



成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 特になし

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的

交付金事業の成果及び評
価

安全な施設を維持することができ、平成29年度は利用者数88,228人となっており、目標
数を維持している。調査結果及び長寿命化計画に基づき、維持していくことで、安全か
つ有意義な施設利用が図られるものと評価できる。

交付金事業の契約の概要

玄海町町民会館・社会体育館
劣化調査及び長寿命化計画策
定業務

指名競争入札
東亜建設技術株式会社
佐賀営業所

5,670,000

交付金事業の成果指標 安全な施設を維持し、利用者数「84,000人」を維持します。

交付金事業の成果目標
計画に基づき、修繕等を実施していくことで、経費節減と施設の上寿命化が可能とな
り、利用者が施設を安全に有意義に利用でき、ひいては地域住民の福祉の向上を図るこ
とができる。



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

（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

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

町民会館・社会体育館自動火災報知設備更新事業

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

町民会館・社会体育館
自動火災報知設備更新
事業

玄海町 23,996,520 21,500,000

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田

交付金事業の概要

　平成29年7月18日から平成30年3月30日まで
　町民会館・社会体育館を安全に使用できるよう不良箇所のある自動火災報知設備を
更新する。
・町民会館・社会体育館自動火災報知設備更新工事
(複合防災盤更新N=1面､感知器更新N=336個､総合盤プレート更新N=26個）
・同工事設計監理業務

総事業費 23,996,520
交付金充当額 21,500,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 21,500,000



交付金事業の成果目標
設備の更新により施設利用者が安全かつ安心して施設を利用し、スポーツ活動や社会
教育活動の充実を図り、もって地域住民の福祉の向上に寄与する。

交付金事業の成果指標 安全な施設を維持し、利用者数「84,000人」を維持します。

交付金事業の成果及び評
価

安全な施設を維持することができ、平成29年度は利用者数88,228人で目標数以上を維
持している。施設整備により今後の安全かつ有意義な施設利用を図ることができた。

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

自動火災報知設備更新工事 指名競争入札 株式会社総合施設メンテナンス 22,735,080

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成32年度

自動火災報知設備更新工事設
計業務、監理業務

指名競争入札 株式会社平野設備設計事務所 1,261,440

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

特に予定なし



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

野球場電気設備更新事業

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

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田

1

番号

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

措置名 交付金事業の名称

野球場電気設備更新事
業

玄海町 13,375,800 12,000,000

（単位：円）

番号

交付金事業の概要

　平成29年7月18日から平成30年3月5日
　玄海町野球場を安全に使用できるよう不具合のある受変電設備を更新する。
　・野球場高圧機器更新工事(高圧気中開閉器1基､キュービクル一式1基､変圧器3基)
　・同工事設計監理業務

総事業費

12,000,000

12,000,000

13,375,800

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分



交付金事業の成果指標 安全な施設を維持し、利用者数「13,000人」を維持します。

交付金事業の成果目標
設備の更新により施設利用者が安全かつ安心して施設を利用し、スポーツ活動やそれ
を通じた交流及び健康づくりを図り、もって地域住民の福祉の向上に寄与する。

交付金事業の成果及び評
価

安全な施設を維持することができ、平成29年度は利用者数15,461人で目標数以上を維
持している。施設整備により今後の安全かつ有意義な施設利用が図られるものと評価
できる。

交付金事業の契約の概要

野球場高圧機器更新工事設計
監理業務

指名競争入札 株式会社平野設備設計事務所 631,800

野球場高圧機器更新工事 指名競争入札 株式会社九電工唐津営業所 12,744,000

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成32年度

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

総事業費 391,924,000

交付金充当額 391,924,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 391,924,000

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦

交付金事業の概要

　義務教育学校における少人数学級・図書館・給食等を運営するための基金造成
　次代を担う子どもたちの教育環境の整備や教育支援等学校生活をサポートするた
め、義務教育学校における少人数学級・図書館・給食等を運営する。
見込み　　少人数学級業務、図書業務、給食事務・学校事務、給食業務の人件費
　　　　　光熱水費・使用料

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営措
置

学校生活サポート事業(基金造成) 

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
措置

学校生活サポート事業
(基金造成)

玄海町 391,924,000 391,924,000

（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



成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成34年度

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

基金造成 積立 － 391,924,000

交付金事業の成果目標
　子供たちの学校生活においてきめ細かな学校生活及び学習のサポートを行う本事業
を実施することで、教育環境の充実を図り、生涯にわたって自ら学ぶ意欲を養うなど
生きる力を育むとともに、心身ともに逞しい子供たちを育成できる。

交付金事業の成果指標
　いじめ、不登校、暴力行為などを調査する文部科学省の「児童生徒の問題行動等生
徒指導上の諸問題に関する調査」における問題行動の発生件数について、年度間１５
件以下とする。

交付金事業の成果及び評
価

　事業実施に向けて、計画的な基金造成ができた。



別紙
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Ⅱ．事業評価個表

（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

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

町道長倉藤平線道路改良事業（基金造成）

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

町道長倉藤平線道路改
良事業（基金造成）

玄海町 450,000,000 450,000,000

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦

交付金事業の概要

町道長倉藤平線道路改良工事のための基金造成
平成29･30年度　町道長倉藤平線橋梁上部工工事
　PC２径間連続ラーメン箱桁橋（橋長L=155.0m）
　　　P1橋脚工、PC片持箱桁工、A1・A2橋台工、仮桟橋撤去工

総事業費 450,000,000

交付金充当額 450,000,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 450,000,000



交付金事業の成果目標
　道路完成によって、移動時間の短縮や流通の利便性の向上、交流人口の増加が見込ま
れ、地域振興の活性化に大きく寄与することで、地域住民の福祉の向上に資することが
できます。

交付金事業の成果指標
　町道長倉藤平線を整備することにより、福岡方面から唐津市街地を迂回して事業地ま
で誘導することになり、到達時間の５分短縮を図る。

交付金事業の成果及び評
価

　事業実施に向けて、計画的な基金造成ができた。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

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

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

基金造成 積立 － 450,000,000
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Ⅱ．事業評価個表

備 考

交付金事業の概要

大雨と潮位による内水域はん濫による浸水被害を防止し、内水域での湛水を速やかに海
域へ排水する対策工事を実施するための基金を造成した。
・黒形川既設排水樋門改築工事および護岸築堤工事
黒形川排水樋門新設　一式
黒形川築堤護岸　L=192.5ｍ

総事業費

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

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営措
置

内水対策（新田地区）整備事業（基金造成）

1

番号

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
措置

措置名 交付金事業の名称

内水対策（新田地区）
整備事業（基金造成）

玄海町 35,000,000 35,000,000

（単位：円）

交付金充当額

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦

35,000,000

35,000,000

35,000,000

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分



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

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的

基金造成 積立 － 35,000,000

交付金事業の成果及び評
価

　事業実施に向けて、計画的な基金造成ができた。

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等の活用の有無

　特に予定なし

交付金事業の成果指標 　平成28･29年度におこなう内水対策とあわせて排水能力の33％向上

交付金事業の成果目標
　平成28･29年度におこなう内水対策とあわせて本事業を実施することにより、内水域
ははん濫となる浸水被害を防ぐことができ、区域内での車両及び歩行者の安全・安心な
通行に寄与し、もって地域住民の福祉の向上に寄与する。



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

（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

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営措
置

仮屋漁港漁船避難係留施設整備事業（基金造成）

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
措置

仮屋漁港漁船避難係留
施設整備事業（基金造
成）

玄海町 70,000,000 70,000,000

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦

交付金事業の概要

漁業環境の整備と水産業の安定化を図るため、台風等の荒天時における漁船避難係留施
設を整備するための基金を造成する。
・台風時等に確実に係留する避難係留施設の新設
　漁港漁船避難係留施設整備工事
　施工延長L=68.8ｍ

総事業費 70,000,000

交付金充当額 70,000,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 70,000,000



交付金事業の成果目標
　本町の長期計画である計画的な漁業環境の整備に基づき、当該事業を行うことによ
り、台風等の荒天時における安全かつ確実な漁船の管理が可能となり、漁業者の負担を
軽減できることで経営の安定化を図り、もって地域住民の福祉の向上に寄与する。

交付金事業の成果指標 　総合戦略の目標値である新規漁業就業者5年間(H27～31年度)累計5名の確保

交付金事業の成果及び評
価

　事業実施に向けて、計画的な基金造成ができた。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　特に予定なし

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

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

基金造成 積立 － 70,000,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田

54,400,000

54,400,000
72,733,680

交付金充当額
うち文部科学省分
うち経済産業省分

1

番号

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
措置

措置名 交付金事業の名称

内水対策（新田地区）
整備事業

玄海町 72,733,680 54,400,000

（単位：円）

交付金充当額 備 考

交付金事業の概要
大雨と、潮位による内水域はん濫による浸水被害を防止し、内水域での湛水を速やか
に海域へ排水する対策工事を実施した。
　新田地区内水域排水樋門設備新設(1.3m×1.3m×1門)

総事業費

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

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営措
置

内水対策（新田地区）整備事業



交付金事業の成果目標
　平成29～30年度におこなう内水対策とあわせて本事業を実施することにより、内水
域ははん濫となる浸水被害を防ぐことができ、区域内での車両及び歩行者の安全・安
心な通行に寄与し、もって地域住民の福祉の向上に寄与する。

　特に予定なし

交付金事業の成果指標 　平成29～30年度におこなう内水対策とあわせて排水能力の33％向上

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 　平成33年度

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的

内水対策（新田地区）内水域
排水樋門新設工事

指名競争入札 株式会社岸本組 72,733,680

交付金事業の成果及び評
価

　本事業の完了により、排水能力向上33%に向けて、計画通り23.36％事業が進捗し
た。平成30年度の工事完了後には排水能力３３％向上が見込まれ、ない水域の氾濫被
害を防ぐことができ、区域内の安全・安心な通行が図られるものと評価できる。な
お、排水能力向上は、全事業完了後に改めて評価を行う。

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等の活用の有無


