
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。

（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

保育所維持運営事業 玄海町 56,377,701 56,000,000

公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営措置

防犯灯設置事業 玄海町 22,755,600 20,000,000

1 地域活性化 母子健診事業 玄海町 2,676,364 1,791,000

1

1 地域活性化措置 子ども学習応援事業 玄海町 39,388,380 37,000,000

1 地域活性化措置 児童館運営事業 玄海町 17,245,468 15,000,000

1 地域活性化措置 玄海町通学バス運行事業 玄海町 55,440,000 55,000,000

1

公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営措置

学校施設維持補修事業 玄海町 109,281,000 109,281,000



Ⅱ．事業評価個表

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化 母子健診事業

総事業費 2,676,364

交付金充当額 1,791,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 1,791,000

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 玄海町大字諸浦地内ほか

交付金事業の概要

平成２９年４月１日～平成３０年３月９日
個別健康診査　(妊婦健診・乳児健診)  精密検査は、必要に応じて実施する。
・妊婦健診　「妊婦1人につき14回」　・乳児健診　「乳児1人につき2回」

集団健康診査（乳幼児健診）
　乳児健診　年2回、1歳6か月児健診　年3回、3歳児健診　年2回
　実施場所は、役場・町民会館・値賀分館

　妊婦健診では、異常の早期発見のために母体の健康状態及び胎児の発育状態を定期的に検査する。
　乳幼児健診は、その成長段階に応じた発達を診断する検査を実施する。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無
特に予定無し

特に予定無し

単価契約

計

　妊婦健診を実施することで、安心して妊娠状態を過ごし、安全に出産できるようになり、また乳幼児
検診を実施することで、子どもたちが身体的精神的及び社会的に最適な成長・発達を遂げることを助
け、安心して子育てができる環境を整備することができる。これをもって福祉の向上に資する。

交付金事業の成果指標 　妊婦・乳幼児各種健診の受診率の目標値を１００％とする。

交付金事業の成果及び評価

　平成２９年度各健康診査受診率（妊婦健診100％、1歳6ヶ月児健診100％、3歳児健診100％、乳児健診
96.7％）であり、ほぼ目標値を達成した。未受診者に対しては、保護者へ連絡し児の発育状態、母の悩
み感を聞き育児状況を確認した。
　今後も、安心して妊娠期から子育て期を過ごすことができるよう、気軽に相談できる環境を整えた
い。

乳幼児健診の集団健診 随意契約(特命)
唐津東松浦地区医師会
各医療機関（４医療機関）

妊婦･乳幼児健診の費用の審査及び
支払業務

〃 佐賀県国民健康保険団体連合会 単価契約

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

妊婦･乳幼児健診の医療機関実施 佐賀県へ委任
佐賀県医師会、長崎県医師会
福岡県医師会、
医師会未加入医療機関（８医療機関）

単価契約

交付金事業の成果目標



交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度

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

玄海町では新次世代育成支援行動計画（前期）および子ども・子育て支援事業計画（第１期）に基づく
子育て支援の一環として、町立保育所２園を運営している。
この町立保育所運営の必要経費のうち、臨時雇用職員の賃金および社会保険料、光熱水費に交付金を活
用した。
あおば保育所及びふたば保育所の運営経費
・保育士等臨時雇用職員延べ２４人の賃金及び社会保険料（平成29年4月～平成30年2月分）
・光熱水費（電気代、ガス代、水道料）　（平成29年5月～平成30年3月分）

総事業費 56,377,701

交付金充当額 56,000,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 56,000,000

保育所維持運営事業

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他1件

交付金事業の成果目標

当町の保育所における平成29年3月の待機児童数はゼロである。29年度も引き続きこの事業を行うことで
保育所の健全な運営を実施する。また日中、就労している保護者に代わって乳幼児を保育することで家
庭教育を補完し、子どもの心身の健全な発達を図り、もって地域振興に寄与する。

交付金事業の成果指標
当町の子ども・子育て計画で目標としている町内の保育所への入所ニーズに対する確保方策の実施によ
る待機児童数ゼロを維持する。

交付金事業の成果及び評価
　保育所の健全な運営が維持され、また、日中就労している保護者に代わって乳幼児を保育し、家庭教
育を補完する体制を維持することができ、平成３０年３月３１日現在の待機児童数はゼロであった。

交付金事業の概要

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

　臨時雇用職員　賃金 雇用 臨時雇用職員２４人 43,333,566

1,855,716

　水道料 随意契約(特命) 玄海町水道事業 1,039,630

　臨時雇用職員　社会保険料 (事業主)負担金 厚生労働省年金局事業管理課 6,043,986

　電気代 随意契約(特命) 九州電力(株)唐津営業所 4,104,803

特に予定無し
特に予定無し

計 56,377,701

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　ガス代 随意契約(特命) 友田商店、(有)フカヤ



交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度

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他１件

交付金事業の概要

　平成29年4月1日から平成30年3月30日まで
　児童館の運営委託料のうち、児童厚生員等の人件費に本交付金を活用した。
　児童館とは、児童の健全育成や地域の活動拠点とし心身の健全な発達を支援するための施設で、児童
館で提供する”遊び”は、情操や体、チームワークを育むもの、知識を蓄えるもの、技能を養うもの、
文化に親しむものなど専門性を伴うため、児童厚生員等の配置が必要である。また、今般では学校の終
業後の子どもの居場所として見守り等を強化している。

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 児童館運営事業

交付金事業の成果目標
　玄海町の児童館で行う”遊び”を通して、来館する児童の心身における健全な育成を助長し、地域住
民によるボランティア活動等による地域住民とのつながりを作り地域全体で子育てをする環境を作り、
もって児童が安心して生活できる環境の構築を行い、もって地域振興に資する。

交付金事業の成果指標 　放課後児童健全育成事業に関するニーズに児童館で応える。（平成29年度利用者数18,953人）

交付金事業の成果及び評価
2館それぞれ年間290日以上稼働し、2館合計で延べ19,000人を越える利用者を受け入れることができた。
（一日（2館）平均利用児童数　33.04人）

総事業費 17,245,468

交付金充当額 15,000,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 15,000,000

計 17,245,468

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

児童館運営業務委託 随意契約(特命) 社会福祉法人　玄海町社会福祉協議会 17,245,468

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無
特に予定無し

特に予定無し



交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度

1 地域活性化措置 玄海町通学バス運行事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 玄海町

交付金事業の成果目標

第五次玄海町総合計画に基づき、子どもの安全な通学確保及び教育環境の提供を行い、学校教育の充実
を図ることを目標とする。

交付金事業の成果指標

運行設定日数の９９％以上運行を行い学校運営を充実したものにする。

交付金事業の成果及び評価

運行の設定日数について、９９％達成でき、充実した学校運営がおこなうことができた。またスクール
バスの運行ついて、業者へ委託することにより安心安全な通学を実施することができた。

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町一円

交付金事業の概要

平成２９年４月１日～平成３０年３月２３日

　玄海町では、平成２６年度に町内小中４校を閉校し、平成２７年度より校舎一体型小中一貫校（通
称：玄海みらい学園）を開校した。平成２９年度からは新たな枠組みである義務教育学校となった。学
校の統廃合に伴い、自宅から学校までが遠距離になり通学が困難な児童生徒が出ている。第五次玄海町
総合計画に基づき子どもの安全な通学確保、充実した学習機会及び環境の提供を行うことを目的に、通
学バスの運行を行っている。
　町内全１１路線のうち南部路線６路線の４月から２月分の委託料について、本交付金を活用した。

総事業費 55,440,000

交付金充当額 55,000,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 55,000,000

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

通学バス運行業務 随意契約（公募） 株式会社玄海タクシー 55,440,000

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無
特に予定無し

特に予定無し

計 55,440,000

番号 措置名 交付金事業の名称



交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度

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他1件

交付金事業の概要

平成２９年４月１日～平成３０年３月２３日
子育て支援の充実及び学校教育の充実を図るために、国際化・情報化への対応や個別に配慮を必要とす
る子どもへの指導などを行う人材の人件費に交付金を活用した。
　対象事業：学習支援員配置事業、学校ＩＣＴ支援員配置事業、グレードアップ学習事業、
　保小連携教育事業、教育支援センター事業、外国人英語指導助手招致事業

番号 措置名 交付金事業の名称

1 地域活性化措置 子ども学習応援事業

交付金事業の成果目標

本事業を実施することで教育環境の整備をおこなうことができ、次代を担う子供たちの健やかな成長と
生きる力育むことが期待できる。これをもって地域福祉の向上に資する。

交付金事業の成果指標
玄海町の子育て支援の充実及び学校教育の充実を図るため、職員の勤務従事予定日数の９０％以上を達
成する。

交付金事業の成果及び評価

勤務日数について96％達成できた。
子育て支援の充実及び学校教育の充実を図ることができ、子どもたちの健やかな成長と生きる力を育む
ことに寄与することができた。

総事業費 39,388,380

交付金充当額 37,000,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 37,000,000

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

人件費、社会保険料 雇用 延べ１６人 39,388,380

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無
特に予定無し

特に予定無し

計 39,388,380



交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度

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薗他

交付金事業の概要

　平成29年8月14日から平成30年3月30日まで
　小中学校統合による新たな通学路を含む、国道204号の防犯灯設置未設置区間(仮屋浜野浦間)である大
薗と石田に防犯灯26基を設置する。
　・防犯灯設置工事　26基
　・同工事設計監理業務委託

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

防犯灯設置事業

交付金事業の成果目標
　防犯灯を設置することにより、夜間における歩行者の安全確保や、冬季や夕暮れ時の下校時間帯にお
ける児童・生徒の安全が確保され、子どもを育てやすいまち・安心して生活できるまちの維持に寄与で
きる。

交付金事業の成果指標
　今回、この26基を設置することで、平成26年度から行ってきた国道204号仮屋浜野浦間の防犯灯設置を
完了する。

交付金事業の成果及び評価
計画どおり、国道204号の仮屋浜野浦間に防犯灯26基を設置した。これにより、国道204号の防犯灯未設
置区間が解消し、夜間における歩行者の安全確保、冬季や夕暮れ時の下校時間帯における児童・生徒の
安全が確保され、子どもを育てやすいまち・安心して生活できるまちの維持に寄与できた。

総事業費 22,755,600

交付金充当額 20,000,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 20,000,000

特に予定無し
特に予定無し

計 22,755,600

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

防犯灯設置工事 指名競争入札 株式会社九電工 唐津営業所 20,163,600

設計監理委託料 指名競争入札 株式会社平野設備設計事務所 2,592,000



交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度

　  　 
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

（７）成果及び評価に係る第三者機関等を活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、その名称及び
構成員等を記載

（５）交付金事業の成果及び評価の欄は、進捗度、利用量並びに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
（６）交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

(備考) （１）事業ごとに作成すること。 
（２）番号の欄は、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）交付金事業の成果目標の欄は、発電用施設周辺地域整備法第1条（目的）を踏まえて具体的に記載すること。
（４）交付金事業の成果指標の欄は、成果目標を踏まえて定量的な指標を記載すること。

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地内

交付金事業の概要
玄海みらい学園における施設の維持補修基金の造成
対象施設
校舎、屋内運動場、外構、運動場、テニスコート、プール、渡り廊下

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

学校施設維持補修事業

交付金事業の成果目標
　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。

総事業費 109,281,000

交付金充当額 109,281,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 109,281,000

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

基金造成 積立 － 109,281,000

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無
特に予定無し

平成31年度

計 109,281,000


