
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
　「消防団の装備の基準」等の一部改正に伴い、消防活動服の仕様が全面的に変更と
なったため、新基準に対応した消防団消防活動服(上下)400着の更新について交付金を
活用する。

総事業費
5,500,000

5,500,000
6,264,000

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

消防団活動服整備事業 玄海町 6,264,000 5,500,000

（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諸浦

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

消防団活動服整備事業

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 　特に予定なし

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

　平成29年4月5日現在、人口あたりの加入率6.6％を維持できており、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

消防活動服購入 一般競争入札 有限会社唐津興機 6,264,000

交付金事業の成果指標 　消防団の消防活動服を更新することで、人口あたり消防団加入率6.6％を維持する。

交付金事業の成果目標
　消防団の消防活動服を更新することで、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

交付金事業の概要

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１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。学校の統廃合に伴い、自宅から学
校までの通学距離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路線について、本交付金を活用する。

総事業費
55,000,000

55,000,000
55,440,000

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

玄海町通学バス運行事
業

玄海町 55,440,000 55,000,000

（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一円

1 地域活性化措置 玄海町通学バス運行事業

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

　運行設定日数２４２日（仕様書による）について、１００％を達成でき、学校運営
の充実に大きく貢献できた。

交付金事業の契約の概要

玄海町通学バス運行業務委託 随意契約(公募) (株)玄海タクシー 55,440,000

交付金事業の成果指標 　運行設定日数を１００％実施し、学校運営を充実したものにする。

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り、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

1 地域活性化措置 児童館運営事業

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今村　ほか１件

1

番号

地域活性化措置

措置名 交付金事業の名称

児童館運営事業 玄海町 16,329,908 15,000,000

（単位：円）

番号

交付金事業の概要

　児童館２館の運営委託料のうち、人件費に本交付金を活用する。(登録児童数201人
に対する児童厚生員等延べ11人の人件費)
　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。
　平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

総事業費
15,000,000

15,000,000
16,329,908

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
　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、延べ１０，０００人の利
用者を受け入れる。

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。

交付金事業の成果及び評
価

　２館とも年間２９１日稼働し、延べ１０，０００人を越える利用者を受け入れるこ
とができた。

交付金事業の契約の概要

　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

　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 16,329,908

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無



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

48,000,000

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

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

1

交付金事業の概要

　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、臨時賃金、臨時職員、光熱水費の社会保険
料に交付金を活用する。
　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２７人の賃金及び社会保険料（平成28年4月～平成29年2
月分）
・光熱水費（電気代、ガス代、水道料）　（平成28年4月～平成29年3月分）

総事業費

（単位：円）

番号 措置名

保育所維持運営事業 玄海町 53,145,309 48,000,000

交付金充当額 備 考交付金事業の名称
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他1件

48,000,000
53,145,309

交付金充当額
うち文部科学省分
うち経済産業省分



3,785,324

5,778,599

　水道料 随意契約(特命)

交付金事業の成果目標
　28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。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

交付金事業の成果及び評
価

　平成２９年３月３１日現在の待機児童数は１名であった。
　児童の受入上限に達したことから、児童の入所待機が生じたものの、現在は解消し
ている。

交付金事業の契約の概要

　電気代 随意契約(特命) 九州電力(株)唐津営業所

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

　臨時雇用職員　賃金 雇用 臨時雇用職員２７人 40,797,336

　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

玄海町水道事業 982,360

　特に予定なし

　ガス代 随意契約(特命) 友田商店、(有)フカヤ 1,801,690

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。



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28年4月1日から平成29年3月31日
　13名の養護老人ホーム入所において、市町村が行う措置に要する費用

　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する。

総事業費
17,000,000

17,000,000
17,146,142

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

養護老人ホーム入所措
置事業

玄海町 17,146,142 17,000,000

（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諸浦

1 地域活性化措置 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



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 唐津市養護老人ホーム　延寿荘 10,007,868

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 4,111,223

交付金事業の成果及び評
価

延べ13名、希望者全員を措置できた。（100％）

交付金事業の契約の概要

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 3,027,051

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。



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２８年４月１日～平成２９年３月３１日、保健師２名分の人件費

保健サービスを充実させ生活習慣の確立や健康寿命の延伸を図るため、保健師の人件
費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 地域活性化措置

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 5,845,458 5,400,000

（単位：円）

交付金充当額

健康支援事業

5,400,000

5,400,000
5,845,458

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



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２８年度のがん検診の受診率15％以上について、６項目のうち５項目が達成で
きた。目標値を達成できなかった胃検診については、従来の胃透視だけではなく、胃
カメラの受診も可能となるよう医師会と協議を進めており、今後も受診勧奨を続ける
ことで、地域住民の福祉の向上に寄与していく。

交付金事業の契約の概要

給料・手当 雇用 保健師２名 5,845,458

交付金事業の成果指標

　保健師による保健サービスにより、自分の健康は自分で守るという参加型の保健衛
生思想を普及させ、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(対象者比)15％以上を目標とする。
　（項目：胃、肺、大腸、子宮、乳、前立腺）

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

平成28年4月1日から平成29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名分の人件費に充当
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
8,263,581

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 8,263,581 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一円

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1,480件となり、よりよいサービスを提供することが
できた。

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 8,263,581

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

交付金事業の概要

　自然災害のみならず、原子力災害時の広報手段として欠かせない防災行政無線を各
戸に設置しており、その維持運営に交付金を活用する。
　防災行政無線通信施設保守点検業務
（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

総事業費
4,600,000

4,600,000
5,130,000

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

防災行政無線維持運営
事業

玄海町 5,130,000 4,600,000

（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一円

1 地域活性化措置 防災行政無線維持運営事業

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

防災行政無線通信施設保守点
検業務【同報系】

一般競争入札 ㈱九電工 4,266,000

防災行政無線通信施設保守点
検業務【移動系】

随意契約（特命） 日本無線㈱ 864,000

交付金事業の成果及び評
価

　システム及び機器不具合による稼働停止日０日で、安定的な運用ができた。

交付金事業の契約の概要

交付金事業の成果指標
　防災行政無線通信施設の安定した運用。システム及び機器不具合による稼働停止日
０日。

交付金事業の成果目標
　防災行政無線通信施設の活用により緊急時の体制を維持することで、災害を最小限
に食い止めることでき、もって地域住民の福祉の向上に資する。



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

交付金事業の概要

平成28年4月～平成29年3月
 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
人件費に電源立地地域対策交付金を活用している。
　児童生徒513人に対する、学習支援員、学校ＩＣＴ支援員、グレードアップ学習指導
員、保小連携兼務教員、教育支援センター　マネージャー・適応指導教室指導員・教
育相談員、外国人英語指導助手計17名分の人件費及び謝金

総事業費
39,000,000

39,000,000
43,254,941

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

子ども学習応援事業 玄海町 43,254,941 39,000,000

（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新田他1件

1 地域活性化措置 子ども学習応援事業

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

　問題行動の発生件数は前年比７割減の４件であったことから、教育環境の充実が図
られ、ひいては地域住民の福祉に寄与できた。

交付金事業の契約の概要

人件費、社会保険料 雇用 延べ２７名 43,254,941

交付金事業の成果指標
　平成２８年度児童生徒の問題行動等月別報告における問題行動の発生件数につい
て、前年度件数１５件以下とする。

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行うことができ、次代を担う子供たちの
健やかな成長と生きる力を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。



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
19,292,214

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

環境維持運営事業 玄海町 19,292,214 17,000,000

（単位：円）

交付金充当額 備 考

交付金事業の概要

　平成28年4月1日から平成29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、委託料のうち、人件
費、電気料、水道料及び運転管理費相当分に交付金を活用する。

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



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 19,292,214

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28年度排出量1,218tを目標に廃棄物の減量を目指して取り組む。

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1,226tの排出を確実に処理することが出来、町民の環
境衛生向上に寄与することが出来た。一方、ごみ削減については、目標達成とはなら
なかったが、本取組は循環型社会の形成の観点から、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

備 考

交付金事業の概要

　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
　まちの活気や魅力を高め、協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
　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

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 地域活性化措置 行政放送地デジ運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名

1

番号

地域活性化措置

措置名 交付金事業の名称

行政放送地デジ運営事
業

玄海町 75,121,560 72,000,000

（単位：円）

交付金充当額

玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町一円

72,000,000

72,000,000
75,121,560

交付金充当額
うち文部科学省分
うち経済産業省分



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

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 29,174,040

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 41,670,720

交付金事業の成果及び評
価

　年間計画放送番組数336本であり、住民活動の活性化等に大きく寄与した結果となっ
た。

交付金事業の契約の概要

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) 4,276,800

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300本以上とする。

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。



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28年4月1日から平成29年3月31日
　消防業務に係る委託料のうち、消防職員１７９名分の人件費について、唐津・東松
浦広域市町村圏組合の解散に関する協議書に定めた規約に準じて確定額から算定した
額に交付金を活用する。

総事業費
62,000,000

62,000,000
69,148,409

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

広域消防維持運営事業 玄海町 69,148,409 62,000,000

（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一円

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

広域消防維持運営事業

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



　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

消防業務委託 随意契約（特命） 唐津市 69,148,409

交付金事業の成果及び評
価

　人件費１７９名分の一部に交付金活用したこととで、消防職員数定員１７９人を維
持でき、町民の安全で安心なまちづくりを図ることができた。

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

交付金事業の成果指標
　引き続き消防業務を委託することにより、町民の安全で安心なまちづくりに必要な
消防・救急体制を維持することができる。消防職員数定員１７９人を維持する。

交付金事業の成果目標 　消防・救急体制を維持し、町民の安全で安心なまちづくりを図ることができ、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

玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町一円

49,000,000

49,000,000
56,102,507

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 56,102,507 49,000,000

（単位：円）

交付金充当額 備 考

交付金事業の概要

平成28年4月1日から平成29年3月31日
水道の安定供給と公共福祉の増進のため、水道施設の管理・点検業務の委託料及び人
件費に充当する。
　・職員３人分の人件費
　・水道施設日常管理・点検業務
　・浄水場ろ過砂補充及び切り返し業務

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）

水ing株式会社 27,086,400

交付金事業の成果及び評
価

　7項目中pf値が7.8～7.9、マンガン及びその化合物が0.012mg/Lと目標値を越える月
もあったが、基準値内であり、おおむね良質な水質が維持できた。

交付金事業の契約の概要

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 11,880,000

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

給料・手当 雇用 職員３名 17,136,107

水道施設日常管理・点検業務 指名競争入札



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

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

唐津北部衛生処理セン
ター管理運営事業

玄海町 16,913,237 15,000,000

（単位：円）

番号

交付金事業の概要

　平成28年4月1日から平成29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唐津市
への業務委託料のうち、電気料、運転管理費等に交付金を活用する。

総事業費
15,000,000

15,000,000
16,913,237

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28年度実績は1,922㎘となり、27年度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

管理運営業務委託料 随意契約（特命） 唐津市 16,913,237

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

1 地域活性化措置 玄海町薬用植物栽培研究所運営事業

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今村

1

番号

地域活性化措置

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 9,354,525 8,000,000

（単位：円）

番号

交付金事業の概要

　Ｈ28.4月～Ｈ29.3月分　所長1名分の人件費および施設電気料
　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
8,000,000

8,000,000
9,354,525

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
　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H28年度13,500㎡
(H27比7％増)まで拡大する。

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

　試験栽培の面積が増えたため、平成28年度の販売に係る栽培面積は12,582㎡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 園長（係長）１名 4,808,621

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)唐津営業所 4,545,904



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２８年６月～１０月
玄海園テラスデッキ床改修工事
　デッキの亀裂や破損にともなう、一部取替
　既設木製デッキ解体撤去及びＰＶＣデッキボード設置
　改修面積　1,691.12㎡

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

特別養護老人ホーム玄海園施設改修事業 

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

特別養護老人ホーム玄
海園施設改修事業

玄海町 19,764,000 18,500,000

（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平尾

18,500,000

18,500,000
19,764,000

交付金充当額
うち文部科学省分
うち経済産業省分



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

　ウッドデッキが安全に利用できるようになり、ケガ等の事故は無く、施設の充実を
図ることができた。

交付金事業の契約の概要

玄海園テラスデッキ床改修工
事

指名競争入札 株式会社岸本組 19,764,000

交付金事業の成果指標 　ウッドデッキにおける施設利用者のケガ０件。

交付金事業の成果目標
　ウッドデッキの床改修を行うことで、施設利用者の安全を確保することができ、ひ
いては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

交付金事業の概要

　Ｈ28.4月～Ｈ29.3月分
農業用水の安定化を図り、地域の農業の振興を図るため、農業用用排水基幹水利施設
の維持管理業務委託料のうち、電気料および整備費相当分について、交付金を活用す
る。

総事業費
15,000,000

15,000,000
15,018,580

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

農業用用排水施設管理
事業

玄海町 15,018,580 15,000,000

（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諸浦

1
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

農業用用排水施設管理事業

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



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

　平成28年度の新規就農者は2名で、単年平均では目標値に達しており、事業実施によ
り農業の振興を図ることができた。

交付金事業の契約の概要

農業用用排水施設管理業務 随意契約（特命） 唐津市 15,018,580

交付金事業の成果指標 新規就農者5年間累計5名の確保（総合戦略の目標値）

交付金事業の成果目標
　事業により農業用水の安定化や農家の負担軽減が図られ、農産物の安定生産が可能
となることから、経営の安定化を図り、もって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

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石田

6,900,000

6,900,000
7,884,000

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

玄海海上温泉パレア設
備整備事業

玄海町 7,884,000 6,900,000

（単位：円）

交付金充当額 備 考

交付金事業の概要

平成２９年２月２７日～平成２９年３月３１日
水浄化除菌装置の修理・メンテナンス用補修部品の有効期限切れに伴い、故障の未然
防止のため、温泉及びプールの水浄化に使用する滅菌装置の更新に交付金を活用す
る。
滅菌装置の電解次亜塩素酸生成能力60L/日1基

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

玄海海上温泉パレア設備整備事業



交付金事業の成果目標
　設備を更新し安定的な施設維持運営をすることで、地域住民の健康増進が図られ、
ひいては福祉の向上に寄与する。

7,884,000

交付金事業の成果指標 　故障による休業日「ゼロ」とする。

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

　計画的に更新できたことで、故障による臨時休業は発生せず、地域住民の福祉の向
上に寄与できた。

交付金事業の契約の概要

玄海海上温泉パレア滅菌装置
取替工事

随意契約（特命） 西日本クリスタル株式会社



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

玄海町下水道施設整備事業 

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小加倉他3件

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

玄海町下水道施設整備
事業

玄海町 7,311,600 5,800,000

（単位：円）

番号

交付金事業の概要
水処理施設の機器の経年劣化により、安定した機器運転に支障を来しており部品等の
交換が必要となっているため、下水道施設設備更新等工事(し渣スクリーン分解整備1
基、ばっ気ブロワ分解整備2台、ブロワ更新8台)に交付金を活用した。

総事業費
5,800,000

5,800,000
7,311,600

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
　予防を図ることで、故障による汚水処理の中断を防ぐ。
　故障による汚水処理中断時間０時間。

交付金事業の成果目標
　不具合を改善し、設備の長寿命化を図ることで、安定した汚水処理が維持でき、ひ
いては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

　故障による汚水処理中断時間は無く、安定した汚水処理が維持できた。

交付金事業の契約の概要

座川内・小加倉浄化センター
機器更新工事

指名競争入札 株式会社　サデック 4,266,000

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 　特に予定なし

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的

南部浄化センターし渣スク
リーン修繕工事

指名競争入札 株式会社　小野建設 1,998,000

北部浄化センターばっ気ブロ
ワ分解整備工事

随意契約（少額） 有限会社　ショー 1,047,600



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大字諸浦他2件

29,000,000

29,000,000
31,168,800

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

消防自動車整備事業 玄海町 31,168,800 29,000,000

（単位：円）

交付金充当額 備 考

交付金事業の概要
　本部及び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につ
いて、１５年を経過するものを更新する。
　消防ポンプ自動車1台、小型動力ポンプ付き積載車２台更新

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

消防自動車整備事業

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
　消防自動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。

交付金事業の成果指標 　消防自動車を更新することで、人口あたり消防団加入率6.6％を維持する。

松枝商会 10,756,800

消防ポンプ自動車1台購入 一般競争入札 ㈱サガハツ 20,412,000

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 　特に予定なし

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

　平成29年4月5日現在、人口あたりの加入率6.6％を維持できており、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

小型動力ポンプ付き積載車2台購入 一般競争入札



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

　当町の原子力災害時避難計画の見直しに伴う、原子力災害時における避難経路図、
玄海町防災マップ、および玄海町災害時職員行動マニュアルの更新および印刷。
　玄海町防災マップ　　2,000部
　職員行動マニュアル　　150部
　避難経路図　A1版　　2,000部
　避難経路図　A0版　　　200部　計4,350部

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 地域活性化措置

1

番号

地域活性化措置

措置名 交付金事業の名称

玄海町防災マップ等改
定事業

玄海町 3,100,545 2,900,000

（単位：円）

交付金充当額

玄海町防災マップ等改定事業

2,900,000

2,900,000
3,100,545

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



　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 　特に予定なし

契約金額契約の相手方契約の方法契約の目的

玄海町防災マップ等改定業務 一般競争入札 (株)ゼンリン 3,100,545

交付金事業の成果及び評
価

　避難経路図等を平成２９年４月に全1,564世帯配付および全27地区の公民分館に掲示
をおこない、変更後の避難計画等の周知徹底を図ることができた。

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

交付金事業の成果指標
　本年度作成する原子力災害時の避難経路図等を全世帯約1,500世帯に配付し、かつ全
27地区の公民分館に掲示する。

交付金事業の成果目標
　原子力災害時の避難経路図、防災マップを更新し、住民に広く周知することで、迅
速で円滑な住民避難等が期待でき、もって地域住民の福祉の向上に資する。



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

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

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普恩寺

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

町道普恩寺小加倉線改
良事業

玄海町 5,119,200 4,200,000

（単位：円）

番号

交付金事業の概要
当該路線の安全・安心な誘導を図る改良工事を詳細に計画するため、町道普恩寺小加
倉線改良工事測量設計業務に交付金を活用した。
L=296.3m

総事業費
4,200,000

4,200,000
5,119,200

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
　この事業により設計業務を行うことで、計画どおりに次年度に用地測量調査業務が
実施できる。

交付金事業の成果目標
　快適に移動できる交通体系の整備を目指す本町の長期計画に基づき、当該路線の測
量設計業務を行うことで、計画的な改良工事を行うことができ、車輌及び歩行者の安
心・安全な通行につなげ、ひいては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

　用地測量調査業務にとりかかることができた。

交付金事業の契約の概要

町道普恩寺小加倉線改良工事
測量設計業務

指名競争入札 朝日テクノ株式会社 5,119,200

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 　特に予定なし

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

交付金事業の概要
橋梁を最適な状態に保つことを目的とした玄海町長寿命化修繕計画に基づいた調査・
修繕等にかかる調査設計業務を委託。（大薗橋　1橋）

総事業費
2,900,000

2,900,000
3,062,880

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 3,062,880 2,900,000

（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大薗

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 　特に予定なし

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

　修繕工事にとりかかることができた。

交付金事業の契約の概要

大薗橋修繕工事に伴う設計業
務

指名競争入札 株式会社間瀬コンサルタント 3,062,880

交付金事業の成果指標
　この事業により設計業務を行うことで、計画どおりに次年度に修繕工事が実行でき
る。

交付金事業の成果目標
　平成２３年度に策定した玄海町橋梁長寿命化修繕計画に基づき、調査設計業務を行
い、計画どおり予防保全をすることで、車輌及び歩行者の安心・安全な通行につなが
り、ひいては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

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）

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

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

仮屋漁港漁船避難係留
施設整備事業（基金造
成）

玄海町 37,000,000 37,000,000

（単位：円）

番号

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基金造成する。
・台風時等に確実に係留する避難係留施設の新設

総事業費
37,000,000

37,000,000
37,000,000

交付金充当額
うち文部科学省分
うち経済産業省分



交付金事業の成果指標 　新規漁業就業者5年間累計5名の確保（総合戦略の目標値）

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 － 37,000,000



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

交付金事業の概要

福祉の向上に一層重点を置き、住みなれた地域で、安心して暮らし続けることができ
るよう、日常生活圏の居場所づくりとなる、複合的な福祉の拠点施設の整備を行うた
めの基金を造成する。
・福祉施設新設に係る工事

総事業費
273,300,000

273,300,000
273,300,000

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

福祉対策措置

措置名 交付金事業の名称

玄海町福祉施設整備事
業（基金造成）

玄海町 273,300,000 273,300,000

（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諸浦

1 福祉対策措置 玄海町福祉施設整備事業（基金造成）

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



交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 　平成29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 － 273,300,000

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
　健康寿命1歳の延伸、および合計特殊出生率1.89の維持。
　H32年度健康寿命男性66.1歳､女性67.7歳(H25年度比較)
　H27～H32年合計特殊出生率1.89(H20～24年比較)

交付金事業の成果目標
　複合施設により、適切な福祉サービスを提供できるとともに多世代の交流も生み出
し、もって地域住民の福祉の向上に資する。



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

備 考

交付金事業の概要
農業用水の安定化を図るため、農業用用排水施設管理委託費用の基金を造成する。
　　・農業用用排水基幹水利施設の維持管理業務委託料

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

農業用用排水施設管理
事業（基金造成）

玄海町 45,096,000 45,096,000

（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

農業用用排水施設管理事業（基金造成）

45,096,000

45,096,000
45,096,000

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諸浦



　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

基金造成 積立 － 45,096,000

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

交付金事業の成果指標 　新規就農者5年間累計5名の確保（総合戦略の目標値）

交付金事業の成果目標
　事業により農業用水の安定化や農家の負担軽減が図られ、農産物の安定生産が可能
となることから、経営の安定化を図り、もって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

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

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

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 180,000,000 180,000,000

（単位：円）

交付金充当額

内水対策（新田地区）整備事業（基金造成）

180,000,000

180,000,000
180,000,000

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 － 180,000,000

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

交付金事業の概要

唐津市へ委託している消防業務委託料のうち人件費相当額や、住民の安全のために設
置している防災行政無線の保守点検業務の費用について交付金を活用し基金を造成し
た
　　・消防業務に係る委託業務の人件費相当分
　　・全戸に設置している防災行政無線の保守点検業務

総事業費
199,500,000

199,500,000
199,500,000

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

消防防災維持運営事業
（基金造成）

玄海町 199,500,000 199,500,000

（単位：円）

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
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

消防防災維持運営事業（基金造成）

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



　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

基金造成 積立 － 199,500,000

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

交付金事業の成果指標
地区別防災訓練の世帯参加率99％および町内の自主防災組織の組織率100％を維持す
る。

交付金事業の成果目標
　防災行政無線を利用したり、消防署の指導を受ける地区別防災訓練を実施するな
ど、消防・救急・緊急体制を維持することで、地域住民の福祉の向上に寄与する。


