
別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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（令和元年度）

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 母子健診事業

1
地域活性
化措置

母子健診事業 玄海町 2,364,000 1,400,000

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ほか

交付金事業の概要

母体の異常の早期発見のために健康状態及び胎児の発育状態を定期的に検査する妊婦健診を実施す
る。
また、成長段階に応じた発達を診断する乳幼児健診を実施する。

平成31年4月1日～令和2年3月31日
個別健康診査（妊婦健診・乳児健診）
集団健康診査（乳児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診）
必要に応じて妊婦精密康診査、乳児精密健康診査を実施



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

第五次玄海町総合計画　基本目標４　健康分野　福祉が充実するまち
　施策４－１　住民の健康づくりの推進
　　項目２　母子保健の充実　相談・支援体制の充実を図ります。

事業開始年度 平成28年度 事業終了（予定）年度 令和7年度

事業期間の設定理由 第五次玄海町総合計画の終期まで

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2年度

妊婦健診・
集団健診受
診率100％達
成件数全４

件

妊婦健診・
集団健診受
診率100％達
成件数

成果実績 件 1

目標値 件 4

達成度 25.0%

評価年度の設定理由

毎年度の見直し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

健診終了日毎に、未受診者を把握し受診勧奨を行う。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



7

達成度 100.0% 100.0% 85.7%

令和元年度

集団健診の実施回数

活動実績 件 7 7 6

活動見込 件 7

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

7

総事業費 2,676,364 3,300,528 2,364,000 8,340,892

交付金充当額 1,791,000 1,800,000 1,400,000

うち文部科学省分

契約の目的 契約の方法 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

一般社団法人佐賀県医師会
一般社団法人長崎県医師会
公益社団法人福岡県医師会、

医師会未加入医療機関（9医療機関）

2,042,000

うち経済産業省分 1,791,000 1,800,000 1,400,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 健康福祉課

交付金事業の評価課室 健康福祉課

乳幼児健診の集団健診 随意契約（特命）
一般社団法人唐津東松浦医師会

一般社団法人唐津東松浦歯科医師会
４医療機関

322,000

計 2,364,000



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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（令和元年度）

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

2
地域活性
化措置

保育所・児童館運営事業 玄海町 60,787,774 51,380,000

交付金事業の概要

子育て支援の充実や子どもの健全育成を目的に、町立保育所２園と児童館２館を運営する。
平成31年4月1日～令和2年3月31日

町立保育所運営の必要経費のうち、臨時賃金、臨時職員の社会保険料、光熱水費に本交付金を活
用する。
　・保育士等臨時職員延べ19人の賃金及び社会保険料
　・光熱水費（水道料）
児童館運営に係る委託料のうち、児童厚生員等の人件費相当分に本交付金を活用する。
　・児童厚生員等延べ10人の給与及び社会保険料

1 地域活性化措置 保育所・児童館運営事業

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ほか



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

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　次代を育成するまち
　１ 子育て支援の充実
　　　１）子どもの健全育成（地域ぐるみで子育てを支える体制の整備を促進します。）
　　　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。

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 令和7年度

事業期間の設定理由 第五次玄海町総合計画の終期まで

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2年度

要保育児の
入所率
100％

要保育児の入
所率：入所者
数÷入所対象
人口×100

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100.0%

100.0%

評価年度の設定理由

毎年度の見直し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

町立保育所の健全な運営が維持され、保護者に代わり乳幼児を保育することにより、家庭内保育
を補完する体制を維持することができた。
　児童館2館それぞれ年間280日以上稼働し、2館合計で延べ17,000人を超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　30.97人）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

児童館利用
率100％

児童館利用
者数/利用
希望者数

(％)

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％

無



交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

保育士・調理員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期
間（月））

活動実績 人月 190 208 208

活動見込 人月 192 216 228

達成度 人月 99.0% 96.3% 91.2%

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

81 84

達成度 人月 96.3% 107.4% 102.4%

令和元年度

児童厚生員等の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期
間（月））

活動実績 人月 78 87 86

活動見込 人月 81

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 83,088,721 68,323,383 60,787,774 212,199,878

うち経済産業省分 710,100,000 63,200,000 51,380,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 710,100,000 63,200,000 51,380,000

うち文部科学省分

保育所臨時雇用職員　社会保険料 （事業主）負担金 厚生労働省年金局事業管理課 4,759,182

保育所　水道料 随意契約（特命） 玄海町水道事業 469,380

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

保育所臨時雇用職員　賃金 雇用 臨時雇用職員19人 33,112,857

交付金事業の評価課室 住民課

児童館運営業務委託 委託料 玄海町社会福祉協議会 22,446,355

交付金事業の担当課室 住民課

合計 60,787,774



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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（令和元年度）

交付金事業に要し
た経費

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

平成31年4月～令和2年3月
子育て支援の充実及び学校教育の充実を図るため実施する町立の義務教育学校（玄海みらい学
園）を中心とした、学習支援や生活支援をはじめとする事業に当該交付金を活用する。

学力向上支援講師配置事業、学校ＩＣＴ事業、国際交流事業、グレードアップ学習事業、適正就
学事業、教育支援センター事業、スクールバス運行事業、学校図書購入事業の計８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

子ども学習応援事業 玄海町 101,640,048 99,220,000

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

子ども学習応援事業

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ほか

交付金事業の概要



事業終了（予定）年度 令和7年度

事業期間の設定理由 第五次玄海町総合計画の終期まで

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2年度

問題行動
発生件
数7件以下

児童生徒の問題
行動等月別報告
より問題行動発
生件数

成果実績 件

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3-2　　　学校教育の充実
　　　項目2　　　　　義務教育の充実
　　　　　　　　　　　　学力向上や「生きる力」の向上に取り組みます。
　　　　　　　　　　　　登下校時や学校内の安全を確保します。
　　　　　　　　　　　　心の教育や食育に取り組みます。
　　　　　　　　　　　　教育環境の整備に努めます。

事業開始年度 平成28年度

2

目標値 件 7

達成度 100.0%

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

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。また、講師等の雇用を行ったことにより、児童生徒の学習
面・生活面でのきめ細やかな支援を行ったことで、問題行動発生件数を抑えることができた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



通学バス運行業務委託 随意契約（公募） 玄海タクシー 51,203,509

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

学力向上支援講師等の雇
用量（雇用人数(人)×雇
用期間(月)）

活動実績 人月 190 212 250

活動見込 人月 192 216 252

達成度 ％ 99.0% 98.1% 99.2%

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

バス運行日数

活動実績 日 241 231 214

活動見込 日 242 242 242

達成度 ％ 99.6% 95.5% 88.4%

交付金事業の総事業費
等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

総事業費 94,650,233 108,406,527 101,640,048 304,696,808

交付金充当額 92,000,000 99,100,000 99,220,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 92,000,000 99,100,000 99,220,000

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

交付金事業の担当課室 教育課

交付金事業の評価課室 教育課

人件費 雇用 延べ18人 44,925,881

パソコン賃貸借料 指名競争入札 宮島商事 4,547,664

101,640,048

図書購入 随意契約（特命） 図書館流通センター 962,994

合計



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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（令和元年度）

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

ふたば園空調機事業

1

公共用施設
に係る整
備、維持補
修又は維持
運営等措置

ふたば園空調機事業 玄海町 32,450,000 31,230,000

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平尾

交付金事業の概要
町立保育所ふたば園を健全に運営するため、空調機の改修をする。
ふたば園空調機改修工事（施工　室外機８台、室内機１５台）



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

保育所の健全な運営を実施するため、施設整備の充実を図り、もって地域振興に寄与
する。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

事業期間の設定理由 令和元年度に工事が終了するため

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2年度

施設整備の充
実を図り、地
域振興に寄与
する

待機児童数
0

成果実績 人 0

目標値 人 0

達成度 ％ 100%

評価年度の設定理由

令和元年度中に工事が終了するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

町立保育所ふたば園の健全な運営が維持され、保護者に代わり乳幼児を保育すること
により、家庭内保育を補完する体制を維持することができた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



達成度 ％ 100.0%

年度

空調機改修箇所数

活動実績 箇所 23

活動見込 箇所 23

交付金事業の総事業
費等

令和元年度 年度 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 令和元年度 年度

総事業費 32,450,000

交付金充当額 31,230,000

うち文部科学省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

空調改修工事 指名競争入札
株式会社　小野建設

玄海支店
32,450,000

うち経済産業省分

交付金事業の契約の概要

交付金事業の評価課室 まちづくり課

交付金事業の担当課室 まちづくり課



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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（令和元年度）

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長倉他

交付金事業の概要
夜間における歩行者の安全確保と子供達を犯罪から未然に防ぎ、町民が安全に安心して
暮らせるために、県道加倉仮屋港線に防犯灯17基を設置した。
県道加倉仮屋港線防犯灯設置工事　17基

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置

防犯灯設置事業

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営

等措置

防犯灯設置事業 玄海町 21,424,000 17,000,000

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



評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

事業期間の設定理由 令和元年度に工事が終了するため

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２年度

安全確保のた
めの環境づく
り

安全確保の
ための環境
づくり

成果実績

目標値 定性的評価

達成度

評価年度の設定理由

令和元年度に工事が終了するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

防犯灯17基を設置し夜間、下校時間帯の利用者の安全と防犯に寄与した

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】
交付金事業に関する主要政策・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５ 安全分野
 　　施策５－２ 交通安全・防犯の充実
　　　項目２ 安心・安全なまちづくりに共同で取り組みます。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度



交付金事業の評価課室 まちづくり課

交付金事業の担当課室 まちづくり課

設置工事 指名競争入札
東島電気工事

株式会社
21,424,000

うち経済産業省分 17,000,000

交付金事業の契約の概要

うち文部科学省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

総事業費 21,424,000

交付金充当額 17,000,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 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 令和元年度 年度

達成度 ％ 100.0%

年度

防犯灯設置数

活動実績 基 17

活動見込 基 17



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）
（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（令和元年度）

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字長倉、牟形

交付金事業の概要

玄海町では、消防自動車・小型動力付き積載車更新計画に基づき、消防車について
は、経年劣化による故障により有事の際に使用出来ないことを防止するため、15年を
超える車両について更新する。
小型動力ポンプ付き積載車2台
〈車両部〉
排気量６６０ｃｃクラス、ＡＴ車
〈ポンプ部〉
・Ｂ２級（最大出力22kw以上）
・電子制御燃料噴射装置付水冷4ストロークエンジン、重量100ｋｇ未満

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

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

交付金事業に要
した経費

11,638,000 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



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

令和元年度に整備が完了し早期に評価を行う

整備することによって災害時における迅速な消防活動の確保が出来た。

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

災害時におけ
る迅速な消防
活動の確保

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

玄海町総合計画の終期まで事業期間の設定理由

達成度

災害時におけ
る迅速な消防
活動の確保

定性的評価

評価年度 令和2年度

成果実績

目標値

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　消防防災宅策の充実
　　　　・適切な消防・防災体制の整備を図ります。



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

令和元年度単位

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

年度年度

令和元年度 年度 年度 備　考

達成度 100.0%

消防車両整備台数

2

2

活動指標

台

台

％

11,638,000

交付金事業の評価課室

防災安全課

防災安全課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

10,000,000

10,000,000

車両購入 一般競争入札 有限会社　唐津興機 11,638,000

交付金事業の担当課室



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和元年度）

（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（令和元年度）

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

交付金事業の概要
地域に根ざした社会教育活動等の促進を図り施設を安全に運営するため、玄海町町民
会館の屋根漏水対策工事を行う。

1
公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置

玄海町町民会館整備事業

1

公共用施設に係
る整備、維持補
修又は維持運営
等措置

玄海町町民会館整備事業 玄海町 4,675,000 1,250,000

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



評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

事業期間の設定理由 第五次玄海町総合計画の終期まで

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

災害等を除
く臨時閉館
日数０日

災害等を
除く臨時
閉館日数
【日】

成果実績 日

目標値 日 0

達成度 %

評価年度の設定理由

事業終了後の翌年度（令和２年度）に成果を検証し令和３年度に評価するため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

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　次代を育成するまち
　　施策３－３　生涯学習・スポーツ・文化活動の推進
　　　項目１　　生涯学習の充実
　　　　地域に根ざした社会教育活動唐の促進を図ります。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和７年度



交付金事業の評価課室 教育課

交付金事業の担当課室 教育課

屋根工事 指名競争入札 有限会社　宮崎建設 4,675,000

うち経済産業省分 1,250,000

交付金事業の契約の概要

うち文部科学省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

総事業費 4,675,000

交付金充当額 1,250,000

交付金事業の総事業費等 令和元年度 年度 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 令和元年度 年度

達成度 % 100.0%

年度

事業に基づく工事実施
率

活動実績 % 100

活動見込 % 100


