
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（平成３０年度）
（単位：円）

　（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（平成３０年度）

交付金事業実施場所 玄海町大字新田、大字平尾

交付金事業の概要

番号

1
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

　玄海町では新次世代育成支援行動計画（前期）及び子ども・子育て支援事業計画（第１
期）に基づき、子育て支援に取り組んでおり、町内の公立保育所が運営する乳児保育・延
長保育・一時保育・育児相談等、保育所の運営に充てるための費用を施設型給付費として
支払いを行っています。この運営に要する費用に補助金を活用することで町内の保育所運
営を円滑に行うことができます。
【事業量】
　保育所運営に必要な経費（施設型給付費）（11か月分）

措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置 施設・地域型給付費支給事業

総事業費
119,708,810

交付金事業に要
した経費

100,056,500 100,056,5001
地域活性
化措置

施設・地域型給付費支給事
業

玄海町

番号 備　考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名



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

毎年度のＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実
施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

単位

玄海町の保
育所におけ
る待機児童
数0人

平成２８年度 事業終了（予定）年度 令和7年度事業開始年度

成果目標 成果指標
第五次玄海町総合計画の終期まで事業期間の設定理由

待機児童の
人数

評価年度 令和元年度

人 0

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

交付金事業に関係する主要政策・施策：第五次玄海町総合計画（平成28年度～平成37年
度）
　基本目標3　教育分野
　　施策3－1　子育て支援の充実
　　　項目2　子育て支援の充実
　　　　　・保育の質と量を拡充するとともに総合的・計画的な子育て支援を推進しま
す。

達成度 ％ 100.0%

目標値 人 0

成果実績



無
評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

平成２８年度単位
活動実績
活動見込

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費
等

平成３０年度平成２９年度

2,398 2,475

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 備　考

達成度

活動指標
人・月

人・月

％

120,749,500 100,056,500 362,398,500

96.4% 102.2% 90.6%

施設型給付費支給延べ人
数

2,652 2,451 2,243
2,750

141,592,500

120,749,500

120,749,500

141,592,500

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

玄海町住民福祉課

玄海町住民福祉課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

施設型給付費負担金 随意契約 玄海町 119,708,810

100,056,500

100,056,500

141,592,500



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（平成３０年度）
（単位：円）

　（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（平成３０年度）

総事業費
27,732,870

交付金事業に要
した経費

25,000,000 25,000,0001
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 玄海町

番号 備　考交付金充当額交付金事業者名又は
間接交付金事業者名交付金事業の名称措置名

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 水道施設日常管理事業

番号

1

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



水道施設の充実強化を図り良質な水の確保・安定供給を行うため、水道施設の日常管理・
点検業務の委託事業に交付金を充当します。
【事業量】
1．水道施設数33箇所（浄水場・取水場・送水場・追塩場・配水場等）
　（1）水道施設を適正に運転するための運転監視業務
　（2）水道施設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）送水ポンプ等の機器分解整備業務
　（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

交付金事業の概要



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

交付金事業に関係する主要政策・施策：第五次玄海町総合計画（平成28年度～令和7年度）
　基本目標6　快適分野
　　施策6－3　上下水道の充実
　　　項目1　水資源の利用と保全
　　　　　　　良質で十分な水源を確保・維持します。
目標：水質基準項目のうち水質管理目標設定項目7項目の目標値達成
　　①ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）　　0mg/L以上 100mg/L以下
　　②ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物　　　　 0.01mg/L以下
　　③蒸発残留物　　　　　　　　　30mg/L以上 200mg/L以下
　　④濁度　　　　　　　　　　　　1度以下
　　⑤ｐｈ値　　　　　　　　　　　7.5程度
　　⑥ｱﾙﾐﾆｳﾑその化合物　　　　　　0.1mg/L以下
　　⑦残留塩素　　　　　　　　　　1mg/L以下

平成２８年度 事業終了（予定）年度 令和７年度事業開始年度
第五次玄海町総合計画の終期まで事業期間の設定理由



目標値を達
成した回数
÷総回数×

100

評価年度 令和元年度

％ 98

達成度 ％ 97.6%

目標値 ％ 100

成果実績

成果目標 成果指標

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
毎年度のＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実
施。

　目標値としては、ph値以外の6項目は100%を達成しました。ph値の実績は6.7～8.0で、目
標値7.5程度に対し、±0.5を達成基準とすると、89.6%の達成率となりました。取水の状況
や各貯水池、管路の状況等、様々な要因により数値が微妙に上下しますが、すべての項目
が基準値内であり水質的に問題はありません。今後もより安全で良質な水質確保に努めて
行きます。

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無

単位

水質管理目
標設定項目7
項目の目標
値達成率



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

玄海町生活環境課

玄海町生活環境課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

日常管理・点検業務委託 指名競争入札 水ingAM株式会社
九州支店 27,732,870

25,000,000

25,000,000

100.0%
長倉浄水場の稼動日数

365
365

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費
等 平成３０年度 備　考

達成度

活動指標
交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

平成３０年度単位
活動実績
活動見込

日
日
％

25,000,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（平成３０年度）
（単位：円）

　（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（平成３０年度）

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置 玄海町薬用植物栽培研究所運営事業

総事業費
4,528,926

交付金事業に要
した経費

3,200,000 3,200,0001 地域活性化措置
玄海町薬用植物栽培研究所
運営事業

玄海町

番号 備　考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名



交付金事業の概要

平成２８年度 事業終了（予定）年度 令和7年度事業開始年度

第五次玄海町総合計画の終期まで事業期間の設定理由

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

交付金事業に関係する主要政策・施策：第五次玄海町総合計画（平成28年度～令和7年度）
　基本目標2　　産業分野
　　施策2－1　農林水産業の振興
　　　項目1　　農業の充実・強化

　玄海町では、他地域とは一味違う「玄海町ならでは」のブランドとして、玄海町の基幹
産業である農業の体力強化、また、新たな雇用の場の創出と交流人口の増大を図り、地域
の活性化を目指すため、平成22年度に玄海町薬用植物栽培研究所を設置し、「薬用植物の
栽培研究開発」を行っています。
　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実施している薬用植物の栽培に係る運営費（研究所
の電気料）に交付金を充当するものです。
【事業量】
 　研究所の電気料　8ヶ月分



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

毎年度のＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実
施。

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無

単位

当町内にお
ける薬用植
物栽培面積
13,856㎡

成果目標 成果指標

薬用植物栽
培面積

評価年度 令和元年度

㎡ 16700

達成度 ％ 120.5%

目標値 ㎡ 13856

成果実績



交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

平成３０年度単位
活動実績
活動見込

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費
等

平成３０年度 備　考

達成度

活動指標
日
日
％ 100.0%

玄海町薬用植物栽培研究
所の稼動日数

365
365

3,200,000

3,200,000

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

玄海町財政企画課

玄海町財政企画課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

電気料 随意契約（特命）
九州電力（株）

唐津営業所
4,528,926

3,200,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（平成３０年度）
（単位：円）

　（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（平成３０年度）

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

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

措置名 交付金事業の名称

地域活性化措置  玄海町町の紹介誌作成事業

総事業費
4,579,200

交付金事業に要
した経費

3,520,000 3,520,0001 地域活性化措置
玄海町町の紹介誌

作成事業
玄海町

番号 備　考交付金充当額
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業の名称措置名



交付金事業の概要

　全国的な少子高齢化に伴い、当町でも人口減少が著しく、今後町外から人を呼び込む政
策の重要性が高まっていく中、様々な手段を用い、町の魅力を周知していく必要がありま
す。
　町外在住者に当町の魅力を発信し、当町への意識・関心を高めること、また、町民が自
分の住む地域に愛着を感じられるようになることを目指す町プロモーション冊子を作成す
る業務委託料に補助金を充当するものです。

【充当対象】
町の紹介誌作成業務委託料に充当
部数：紹介誌（Ａ4フルカラー）500部、資料編（Ａ4フルカラー）500部 、リーフレット
（綴じ込み付録）1,000部



平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度事業開始年度
事業期間の設定理由

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

交付金事業に関する主要政策･施策：玄海町まち・ひと・しごと創生総合戦略
　基本目標4　総合的な定住対策の推進
（1）内容
　玄海町の豊かな自然環境を活かすとともに、定住・移住や地域の暮らしに関する相談体
制の整備などの総合的な定住政策で、新しい人の流れをつくります。
　　（2）基本的方向
　　玄海町の魅力を発信し、知ってもらうこと、そして来てもらうことにより、人や物の
交流を拡大させ、新しいひとの流れのきっかけをつくります。
　　　　（3）具体的な施策と事業
　　　　　　　　玄海PR策の実施
　観光客数
　現状：343,990人(平成29年度　観光客動態調査)
　目標：350,000人(令和元年度)



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

令和元年度の観光客数を目標値としており、翌年度に評価するため。

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無

単位

令和元年度
における玄
海町への観
光客数

成果目標 成果指標

観光客数

評価年度 令和２年度

人

達成度 ％ 0.0%

目標値 人 350000

成果実績



交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

平成３０年度単位
活動実績
活動見込

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費
等

平成３０年度 備　考

達成度

活動指標
部
部
％ 100.0%

町の紹介誌の作成部数
500
500

3,520,000

3,520,000

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

玄海町財政企画課

玄海町財政企画課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

町の紹介誌作成業務委託
公募型プロポーザルによる

随意契約
有限会社　エム・アド 4,579,200

3,520,000



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（平成３０年度）
（単位：円）

　（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（平成３０年度）

総事業費
11,188,800

交付金事業に要
した経費

10,000,000 10,000,0001
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 玄海町

番号 備　考交付金充当額交付金事業者名又は
間接交付金事業者名交付金事業の名称措置名

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 小型動力ポンプ付き積載車整備事業

番号

1

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座川内、大字今村(仮立地区)



　今回整備する小型動力ポンプ付き積載車は、15年経過を基準に更新するものであり、経
年劣化による故障・不具合等が生じ、消防活動に支障を来すおそれがある。
　各地区の非常備消防組織（玄海町消防団）に配備している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、積載車を更新する。

　小型動力ポンプ付き積載車　2地区(座川内・仮立)各1台更新
　（車両部）　排気量660ccクラス、4速AT
　（ポンプ部）B2級、電子制御燃料噴射装置付、水冷4ｽﾄﾛｰｸｴﾝｼﾞﾝ、重量100kg以内

交付金事業の概要



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

交付金事業に関係する主要政策・施策：第五次玄海町総合計画（平成28年度～令和7年度）
　基本目標5　安全分野
　　施策5－1　消防・防災対策の充実
　　　項目1　消防・防災対策の充実
　　　　　・適切な消防・防災体制の整備を図ります。

成果目標：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
6.8％を維持する。

平成２８年度 事業終了（予定）年度 令和７年度事業開始年度
第五次玄海町総合計画の終期まで事業期間の設定理由



消防団加入
者数÷住民
基本台帳人
口×100

評価年度 令和元年度

人 6.9

達成度 ％ 101.5%

目標値 人 6.8

成果実績

成果目標 成果指標

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

毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無

単位

人口あたり
消防団加入
率　6.8％



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

玄海町総務課

玄海町総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

小型動力ポンプ付き積載車
2台購入 一般競争入札 松枝商会 11,188,800

10,000,000

10,000,000

100.0%

小型動力ポンプ付き積載
車購入台数

2
2

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費
等 平成３０年度 備　考

達成度

活動指標
交付金事業の活動指標
及び活動実績

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

平成３０年度単位
活動実績
活動見込

台
台
％

10,000,000


