
別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

Ⅱ．事業評価個表

1 地域活性化措置 児童館運営事業 玄海町 16,078,870 14,000,000

交付金充当額 備　　　　考

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　児童の健全な発達を支援するため、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

児童館運営業務委託 随意契約 社会福祉法人　玄海町社会福祉協議会 16,078,870

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字今村　他１件

交付金事業の概要

さくら児童館及びみどり児童館の運営委託料のうち、児童厚生員等７名の人件費
・職員２名の給料（平成27年4月～平成28年3月分）、手当（平成27年4月～平成28年3月分）、社会保険料（平成27年4月～平成28年2月
分）
・嘱託職員１名の給料（平成27年4月～平成28年3月分）、手当（平成27年4月～平成28年3月分）、社会保険料（平成27年4月～平成28年
2月分）
・臨時雇用職員４名の賃金及び社会保険料（平成27年4月～平成28年2月分）

総　事　業　費 16,078,870 交付金充当額（経済産業省分） 14,000,000

交付金事業の成果及び評価

　児童厚生員として要求される基礎的かつ専門的な知識を持つ児童厚生員等の配置によって、児童に遊びのもつ教育効果を補い遊び
を通して考え、決断し、行動し、責任を持つという自主性や、仲間との関係で社会性を身につけるなど児童の健全な発達を支援できる児
童館運営が維持された。

契約の相手 契約金額

1 地域活性化措置 児童館運営事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。



番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。

1 地域活性化措置 健康支援事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字諸浦

交付金事業の概要

健康増進、生活習慣病対策、保健対策事業に係る保健師１名の給料、手当、共済費（平成27年4月～平成28年3月分）

総　事　業　費 4,904,888 交付金充当額（経済産業省分） 3,500,000

交付金事業の成果及び評価

　保健師として要求される基礎的かつ専門的な知識を持つ保健師の配置によって、健康的な生活習慣や適正な受診行動の推進体制を
維持することができた。

契約の相手 契約金額

給料・手当 雇用 保健師１名 4,064,928

共済費 負担金 佐賀県市町村職員共済組合 839,960

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　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、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

Ⅱ．事業評価個表

1 地域活性化措置 健康支援事業 玄海町 4,904,888 3,500,000

交付金充当額 備　　　　考



番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。

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

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町一円

交付金事業の概要

消防業務に係る委託料のうち、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給料、
職員手当（平成27年4月～平成28年3月分）

総　事　業　費 72,409,766 交付金充当額（経済産業省分） 65,000,000

交付金事業の成果及び評価

　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た。

【成果】
・消防職員数　定員180人に対し、実員179人
・消防車数　　 ポンプ車2台、タンク車7台　　　　・救急車他　　　高規格救急車8台、指揮車1台、支援車1台、査察広報車等13台
・特殊車両　　はしご車2台、大型科学高所放水車1台、大型科学車1台、泡原液搬送車1台、救助工作車1台、水難救助車1台

契約の相手 契約金額

消防業務委託 随意契約 唐津市 72,409,766

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　消防業務を適切に維持するため、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

広域消防維持運営事業 玄海町 72,409,766 65,000,000

交付金充当額 備　　　　考



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

Ⅱ．事業評価個表

1 地域活性化措置 玄海町通学バス運行事業 玄海町 67,375,108 60,000,000

交付金充当額 備　　　　考

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　児童の通学時の安全と安心、児童と住民との交流をおこなうため、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

玄海町通学バス運行業務委託 随意契約 (株)玄海タクシー 67,375,108

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町一円

交付金事業の概要

　平成２７年度に二小学校二中学校の計４校を統合し、小中一貫校の玄海町立玄海小学校、玄海町立玄海中学校（通称：玄海みらい学
園）を設置した。
　統合により通学距離が遠方になったため、１年生から９年生までの通学路上の安全を確保するため、１～４年生は１．５ｋｍ以上、５～６年
生は２．５ｋｍ以上、７～９年生は４．０ｋｍ以上の子どもたちをバス通学の対象とし、子どもたちの負担軽減や安全の確保に取り組むこととし
ており、児童生徒の通学バス運行経費（通学バス７路線）へ充当した。

総　事　業　費 67,375,108 交付金充当額（経済産業省分） 60,000,000

交付金事業の成果及び評価

　通学時間の短縮により、児童本人への負担が軽減され、充実した学習環境が提供でき、保護者の負担も軽減できた。また、通学路上に
おける事故や犯罪は無かった。

契約の相手 契約金額

1 地域活性化措置 玄海町通学バス運行事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。



番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。

1 地域活性化措置 企業誘致対策事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字諸浦

交付金事業の概要

　町内に工場等の新設、増設及び移転する者に対して、便宜の供与及び奨励措置を行い本町における産業立地を促進し雇用機会の拡
大と産業振興を図り、町内の経済活性化に資することを目的として「玄海町産業立地促進条例」を平成２１年４月１日から施行している。
　指定企業が事業所用に供するため取得した土地、家屋及び償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を、事業開始後最初に課
税される年度から起算して５年間、企業立地奨励金を交付することとしており、本年度は１指定企業へ５年目となる企業立地奨励金を交付
した。

総　事　業　費 7,587,000 交付金充当額（経済産業省分） 7,500,000

交付金事業の成果及び評価

　「玄海町産業立地促進条例」に基づき適正に奨励金を交付することができ、町内の経済の活性化に寄与できた。

契約の相手 契約金額

奨励金 補助 唐津農業協同組合 7,587,000

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　雇用機会の拡大と産業の振興を図り、町内の経済の活性化のため、申請があれば来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

Ⅱ．事業評価個表

1 地域活性化措置 企業誘致対策事業 玄海町 7,587,000 7,500,000

交付金充当額 備　　　　考



番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。

1 地域活性化措置 玄海町薬用植物栽培研究所運営事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字今村

交付金事業の概要

　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」を行っている。
　施設の運営に係る園長１名の給料、手当、共済費及び電気料（平成27年4月～平成28年3月分）へ充当した。

総　事　業　費 8,975,977 交付金充当額（経済産業省分） 8,500,000

交付金事業の成果及び評価

　薬草を活用した新たな取組みを実施するなど、薬用植物栽培研究所の運営体制を維持することができた。

契約の相手 契約金額

4,143,863

給料・手当 雇用 園長１名 4,014,528

共済費 負担金 佐賀県市町村職員共済組合 817,586

電気料 随意契約 九州電力(株)唐津営業所

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　生産技術の確立と生産基盤の整備を行う施設の維持のため、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

玄海町 8,975,977 8,500,000

交付金充当額 備　　　　考



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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 玄海町 29,548,800 25,000,000

交付金充当額 備　　　　考

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　水道水の安定供給と公共福祉の増進を図るため、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

水道施設日常管理・点検業務 指名競争入札 水ing(株)九州支店 29,548,800

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町一円

交付金事業の概要

上水道施設維持運営経費（取水場４箇所、浄水場４箇所、ポンプ場３箇所、送水場３箇所、追塩場１箇所、配水池１６箇所の日常管理・点
検業務委託料）

総　事　業　費 29,548,800 交付金充当額（経済産業省分） 25,000,000

交付金事業の成果及び評価

　水道水の全項目検査（年４回-４９項目）、省略項目検査（年８回-９項目）及びカビ臭検査（年１２回-２項目）の水質基準項目値を遵守す
るなど、町民の安心・安全で快適な生活に必要な安定した水の供給体制を維持できたことから、必要不可欠な事業と評価している。

契約の相手 契約金額

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

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。



番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。

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

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町一円

交付金事業の概要

　玄海町には、単独のし尿及び浄化槽汚泥再処理センターは無く、住民が安心・安全な生活環境の中で快適に生活できるように、旧東松
浦郡　（浜玉町、七山村、肥前町、鎮西町、呼子町）と玄海町が共同で行う東松浦地区汚泥再生処理センター（現在は唐津北部衛生処理
センター）の管理運営業務を継承している唐津市にし尿及び浄化槽汚泥再処理業務を委託している。
　委託料のうち、玄海町と呼子町との間の東松浦地区汚泥再生処理センターの設置に係る事務の委託についての協議書に定めた規定
に準じて、確定額から算定した電気料及び運転管理業務委託料に充当した。

総　事　業　費 17,135,332 交付金充当額（経済産業省分） 15,000,000

交付金事業の成果及び評価

　引き続きし尿及び浄化槽汚泥再処理業務を委託することにより、町民の安心・安全で快適な生活を維持することができた。

　平成２７年度　　利用人口　　２，２２９人　　し尿処理量　１，５９０，９１０kg

契約の相手 契約金額

管理運営業務委託料 随意契約 唐津市 17,135,332

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無
　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　生活環境の快適性や公衆衛生の向上を図るため、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

玄海町 17,135,332 15,000,000

交付金充当額 備　　　　考



番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。

1 地域活性化措置 養護老人ホーム入所措置事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町一円

交付金事業の概要

老人福祉法第１１条の規定により、６５歳以上の者であって、環境上、経済的理由により居宅において養護を受ける事が困難な者を養護
老人ホームに入所させる事業に係る経費（扶助費）

総　事　業　費 20,236,868 交付金充当額（経済産業省分） 17,000,000

交付金事業の成果及び評価

　引き続き入所措置することにより、居宅において養護を受ける事が困難な者の生活を維持することができた。

　平成２７年度　措置対象者１３名
　　　　　　　　　　（養護老人ホーム　延寿荘７名、養護老人ホーム　松風園４名、養護（盲）老人ホーム　サリバン２名）

契約の相手 契約金額

5,309,350

入所措置費 扶助 唐津市養護老人ホーム　延寿荘 10,583,780

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 4,343,738

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

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　高齢者の福祉向上を図るため、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

Ⅱ．事業評価個表

1 地域活性化措置
養護老人ホーム入所措置
事業

玄海町 20,236,868 17,000,000

交付金充当額 備　　　　考



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

Ⅱ．事業評価個表

1 地域活性化措置
在宅介護支援センター運営
事業

玄海町 8,137,408 7,300,000

交付金充当額 備　　　　考

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　高齢者福祉の向上を図るため、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

運営業務委託 随意契約 社会福祉法人　玄海町社会福祉協議会 8,137,408

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字一円

交付金事業の概要

在宅介護支援センターの運営委託料のうち、看護職員１名、福祉相談員１名の人件費
・看護職員１名、福祉相談員１名の給料（平成27年4月～平成28年3月分）、手当（平成27年4月～平成28年3月分）、社会保険料（平成27
年4月～平成28年2月分）

総　事　業　費 8,137,408 交付金充当額（経済産業省分） 7,300,000

交付金事業の成果及び評価

　保健福祉サービス、高齢者福祉サービスを推進することで、地域の高齢者やその家族が安心して生活できる環境を維持することができ
た。

契約の相手 契約金額

1 地域活性化措置 在宅介護支援センター運営事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

Ⅱ．事業評価個表

1 地域活性化措置 行政放送地デジ運営事業 玄海町 77,892,840 70,000,000

交付金充当額 備　　　　考

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　積極的な行政情報、新鮮な地域情報、迅速な防災情報を発信するため、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

4,276,800

行政放送番組作成業務 随意契約 (株)唐津ケーブルテレビジョン 31,945,320

行政放送送出業務 随意契約 (株)唐津ケーブルテレビジョン 41,670,720

ネットワーク回線利用料 随意契約 九州通信ネットワーク(株)

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町一円

交付金事業の概要

行政放送番組作成、番組の送信、ネットワーク回線の利用に係る経費

総　事　業　費 77,892,840 交付金充当額（経済産業省分） 70,000,000

交付金事業の成果及び評価

　積極的な行政情報の発信、新鮮な地域情報の受発信、迅速な防災情報の発信体制を維持することができた。

【効果】
行政お知らせ番組220件、取材撮影番組30件、イベント等紹介番組79件、各課取り組み紹介番組7件、リポート番組3件、イベント生中継
番組制作1件、議会・委員会番組2件。

契約の相手 契約金額

1 地域活性化措置 行政放送地デジ運営事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。



番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。

1 福祉対策措置 玄海町唐津赤十字病院移転事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字諸浦

交付金事業の概要

　平成21年度に佐賀県が策定した地域医療再生計画（北部医療圏）に基づき、地域医療センターエリアの核となる唐津赤十字病院を移
転新築し、医療提供体制の再構築を目指す事業で、移転改築事業への補助金に充当した。

総　事　業　費 94,509,000 交付金充当額（経済産業省分） 90,000,000

交付金事業の成果及び評価

　補助金を交付することで移転改築事業を推進し、地域医療再生計画を推進することができた。

契約の相手 契約金額

補助金 補助 唐津赤十字病院 94,509,000

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　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

別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

Ⅱ．事業評価個表

1 福祉対策措置
玄海町唐津赤十字病院移
転事業

玄海町 94,509,000 90,000,000

交付金充当額 備　　　　考



番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 町道長倉藤平線改良事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字長倉～藤平

交付金事業の概要

町内各地区を結ぶ連絡道路網の改良工事
（施工延長）
　改良工事 L=358.9m
　法面工事 L=65.0m
　舗装工事 L=1,672.2m

総　事　業　費 138,138,480 交付金充当額（経済産業省分） 132,200,000

交付金事業の成果及び評価

　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、計画的な改良工事を行うことができた。

契約の相手 契約金額

10,578,600

町道長倉藤平線改良(1工区)工事 指名競争入札 (有)宮崎建設 6,488,640

町道長倉藤平線改良(2工区)工事 指名競争入札 (有)池田産業 28,027,080

町道長倉藤平線舗装(3工区)工事 指名競争入札 (株)岸本組玄海支店

町道長倉藤平線改良(3工区)工事 指名競争入札 (有)嵯峨苑 6,005,880

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　生活の基盤である道路交通に対し車輌及び歩行者の安心・安全な通行のため、年次計画により来年度以降も交付金を充当していく予定である。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成３１年度

別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

町道長倉藤平線改良事業 玄海町 138,138,480 132,200,000

交付金充当額 備　　　　考

町道長倉藤平線改良(4工区)工事 指名競争入札 (株)小野建設玄海支店 39,148,920

町道長倉藤平線改良(法面工)工事 指名競争入札 日本建設技術(株) 2,550,960

町道長倉藤平線舗装(1工区)工事 指名競争入札 (株)岸本組玄海支店 5,625,720

町道長倉藤平線舗装(2工区)工事 指名競争入札 (株)岸本組玄海支店 39,712,680



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

町道浜野浦仮立線改良事
業

玄海町 28,227,960 25,800,000

交付金充当額 備　　　　考

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

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

町道浜野浦仮立線改良工事 指名競争入札 (有)徳永工務店 16,385,760

町道浜野浦仮立線舗装工事 指名競争入札 (株)岸本組玄海支店 11,842,200

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字平尾

交付金事業の概要

町内各地区を結ぶ連絡道路網の改良工事
（施工延長）
　改良工事 L=251.9m　W5.5m(7.75m)
　舗装工事 L=250.5m　W5.5m(7.75m)

総　事　業　費 28,227,960 交付金充当額（経済産業省分） 25,800,000

交付金事業の成果及び評価

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、計画的な改良工事を行うことができた。

契約の相手 契約金額

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 町道浜野浦仮立線改良事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。



番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 町道諸浦轟木線改良事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字長倉・諸浦

交付金事業の概要

町内各地区を結ぶ連絡道路網の改良工事
（施工延長）
　改良工事 L=216.9m　W4.0m(5.0m)
　舗装工事 L=216.9m　W4.0m(5.0m)

総　事　業　費 50,355,000 交付金充当額（経済産業省分） 44,800,000

交付金事業の成果及び評価

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、計画的な改良工事を行うことができた。

契約の相手 契約金額

町道諸浦轟木線改良工事 指名競争入札 (株)岸本組玄海支店 42,176,160

町道諸浦轟木線舗装工事 指名競争入札 (株)岸本組玄海支店 8,178,840

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

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

別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

町道諸浦轟木線改良事業 玄海町 50,355,000 44,800,000

交付金充当額 備　　　　考



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

町道橋梁長寿命化修繕事業 玄海町 16,120,080 14,400,000

交付金充当額 備　　　　考

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　安心・安全な通行のため、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

2,871,720

日の出松橋及び金の手橋橋梁修繕工事 指名競争入札 (株)岸本組玄海支店 12,384,360

町道橋梁点検業務委託 指名競争入札 第一復建(株)佐賀事務所 864,000
大薗橋修繕工事に伴う調査業務委託 指名競争入札 ｱｼﾞｱｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)佐賀支店

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字有浦上　他４件

交付金事業の概要

　町民の生活や一般交通に支障を及ぼさないよう橋梁を最適な状態に保つ事を目的とし、平成２３年度に、玄海町が管理する町道橋４６
橋（橋長１５ｍ以上１７橋、１５ｍ未満２９橋）を対象に長寿命化修繕計画の策定を行った。
　平成27年度は、この計画に基づき下記の工事、業務委託を行った。

　橋梁修繕工事 2橋（日の出松橋 L=11.09m W=4.52m、金の手橋 L=7.72m W=5.20m）、点検業務 2橋（宮迫新橋、寺の下橋）、調査業務
1橋（大薗橋）

総　事　業　費 16,120,080 交付金充当額（経済産業省分） 14,400,000

交付金事業の成果及び評価

　玄海町橋梁長寿命化修繕計画に基づく、計画的な橋梁の修繕工事を行うことができた。また、工事が完了した橋については、車輌及び
歩行者の安心・安全な通行が確保された。

契約の相手 契約金額

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

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

内水対策（新田地区）整備
事業

玄海町 28,424,520 24,700,000

交付金充当額 備　　　　考

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　車両及び歩行者の安全・安心な通行のため、年次計画により来年度以降も交付金を充当していく予定である。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成３１年度

993,600

内水対策（新田地区）整備事業に伴う実施設計業務委託 指名競争入札 東亜建設技術(株) 23,004,000
内水対策（新田地区）整備事業に伴う地質調査・解析業務委託 指名競争入札 (株)ｴｽｼﾞｰ技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 4,426,920
内水対策（新田地区）整備事業に伴う用地測量業務委託 指名競争入札 日本建設技術(株)

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字新田

交付金事業の概要

　玄海町の新田地区の内水域において、内水域中央部を貫通している準用河川黒形川の大雨による洪水と、仮屋湾潮位のピーク時との
重なりにより、これまで内水域はん濫による浸水被害が絶えない状況にある。本事業は、内水域での湛水を速やかに海域へ排水するた
め、内水域排水系統の現状の把握及び、準用河川黒形川流末の海岸堤防に配置されている排水樋門の機能状況確認を行い対策工を
行う事業で、平成27年度は、下記の業務委託を行った。

　内水対策に伴う実施設計業務委託、地質調査・解析業務委託、用地測量業務委託
総　事　業　費 28,424,520 交付金充当額（経済産業省分） 24,700,000

交付金事業の成果及び評価

　排水系統の把握、現地踏査、排水樋門の機能状況の確認結果により、護岸の築堤や既設排水樋門の改築及び樋門の追加新築を行う
ことができる。

契約の相手 契約金額

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 内水対策（新田地区）整備事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

町道諸浦轟木線改良（法面
対策）事業

玄海町 5,400,000 2,500,000

交付金充当額 備　　　　考

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

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

町道諸浦轟木線法面対策工事 指名競争入札 日本建設技術(株) 5,400,000

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字長倉

交付金事業の概要

町内各地区を結ぶ連絡道路網の改良工事
（施工延長）
　法面工事 L=43.6m

総　事　業　費 5,400,000 交付金充当額（経済産業省分） 2,500,000

交付金事業の成果及び評価

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、計画的な改良工事を行うことができた。

契約の相手 契約金額

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 町道諸浦轟木線改良（法面対策）事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。



番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 町道古園線改良事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字今村

交付金事業の概要

町内各地区を結ぶ連絡道路網の改良工事
（施工延長）
　局部改良工事 L=127.0m

総　事　業　費 8,015,760 交付金充当額（経済産業省分） 6,480,000

交付金事業の成果及び評価

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、計画的な改良工事を行うことができた。

契約の相手 契約金額

町道古園線局部改良工事 指名競争入札 (有)ショー 8,015,760

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

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

別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

町道古園線改良事業 玄海町 8,015,760 6,480,000

交付金充当額 備　　　　考



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

Ⅱ．事業評価個表

1 福祉対策措置 玄海町福祉施設整備事業 玄海町 28,252,800 27,000,000

交付金充当額 備　　　　考

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　高齢者福祉の向上を図るため、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

福祉施設整備実施設計委託 随意契約 (株)石橋建築事務所 28,252,800

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字平尾

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、福祉の拠
点施設の整備を行う事業で、平成27年度は福祉施設整備実施設計業務を委託した。

総　事　業　費 28,252,800 交付金充当額（経済産業省分） 27,000,000

交付金事業の成果及び評価

　福祉施設整備計画を推進することができた。また、次年度以降、計画的な建設工事に取りかかることができる。

契約の相手 契約金額

1 福祉対策措置 玄海町福祉施設整備事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

防犯灯設置事業 玄海町 11,782,800 10,300,000

交付金充当額 備　　　　考

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　歩行者の安心・安全な通行のため、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

防犯灯設置工事 指名競争入札 (株)九電工唐津営業所 11,124,000

防犯灯設置工事設計監理業務 指名競争入札 (株)クオテック 658,800

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字石田

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、国道204号の玄海海上温泉
パレア入口から石田橋区間の350ｍに防犯灯10基を設置した。

防犯灯設置工事　国道10基、設計監理業務委託

総　事　業　費 11,782,800 交付金充当額（経済産業省分） 10,300,000

交付金事業の成果及び評価

　夜間における歩行者の安全確保や夕暮れ時の下校時間帯における児童・生徒の安全が確保できる環境を整えることができた。

契約の相手 契約金額

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

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。



番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。

1 福祉対策措置 玄海町福祉施設整備事業（基金造成）

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字平尾

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、福祉の拠
点施設の整備を行う事業で、平成28年度以降、着実に建設工事を行うために基金造成を行った。

総　事　業　費 676,700,000 交付金充当額（経済産業省分） 676,700,000

交付金事業の成果及び評価

　福祉施設整備計画を推進するための資金を確保することができた。

契約の相手 契約金額

基金造成 積立 － 676,700,000

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　高齢者福祉の向上を図るため、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

Ⅱ．事業評価個表

1 福祉対策措置
玄海町福祉施設整備事業
（基金造成）

玄海町 676,700,000 676,700,000

交付金充当額 備　　　　考



番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 玄海町観光案内板設置事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字牟形

交付金事業の概要

　玄海町に入る主要道路の4ヶ所に観光案内板等を設置し、来町されたお客様に対し町をＰＲしている。4ヶ所のうち平成5年度に設置した
観光案内板（歓迎塔）1基が腐食が進むなど老朽化が目立っていたため、玄海町に来町されたお客様に対して快く歓迎し、また、お見送
りするため、同様の観光案内板（歓迎塔）を新しく設置した。

総　事　業　費 5,508,000 交付金充当額（経済産業省分） 4,500,000

交付金事業の成果及び評価

　佐賀県屋外広告物条例に基づき、広告物を良好な状態に保持することができ、また、玄海町来訪者に対し玄海町をPRすることができ
る。

契約の相手 契約金額

玄海町歓迎塔設置工事 指名競争入札 シンテック(株) 5,508,000

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　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

別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

玄海町観光案内板設置事
業

玄海町 5,508,000 4,500,000

交付金充当額 備　　　　考



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

玄海町立小中学校整備事
業

玄海町 96,120,000 95,000,000

交付金充当額 備　　　　考

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　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

有浦中学校校舎解体工事 条件付一般競争入札 (株)中野建設唐津支店 96,120,000

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字新田

交付金事業の概要

　本町では、学校運営を行うに当たり、「玄海町教育環境を考える検討委員会」による答申や「玄海町議会」での決議を受け、小中一貫校
を建設することとし、平成２７年度に二小学校二中学校の計４校を統合し、玄海町立玄海小学校、玄海町立玄海中学校（通称：玄海みら
い学園）を設置した。
　平成27年度は、同敷地の旧中学校校舎の解体工事（建築主体、電気設備、機械設備の解体工事）を行った。

総　事　業　費 96,120,000 交付金充当額（経済産業省分） 95,000,000

交付金事業の成果及び評価

　落ち着いた学習環境、明るい学校生活環境の形成、個に応じた学習環境の提供、9年間を見通した長期的視野でのカリキュラム形成と
指導計画を行うことができる小中一貫校教育を実施するための玄海町立小中学校整備事業を推進することができた。

契約の相手 契約金額

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 玄海町立小中学校整備事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。



番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 玄海町立小中学校（プール建設）整備事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字新田

交付金事業の概要

　本町では、学校運営を行うに当たり、「玄海町教育環境を考える検討委員会」による答申や「玄海町議会」での決議を受け、小中一貫校
を建設することとし、平成２７年度に二小学校二中学校の計４校を統合し、玄海町立玄海小学校、玄海町立玄海中学校（通称：玄海みら
い学園）を設置した。
　平成27年度はプール建設工事（建築主体工事、機械設備工事、電気設備工事）を行った。

総　事　業　費 358,282,440 交付金充当額（経済産業省分） 256,600,000

交付金事業の成果及び評価

　落ち着いた学習環境、明るい学校生活環境の形成、個に応じた学習環境の提供、9年間を見通した長期的視野でのカリキュラム形成と
指導計画を行うことができる小中一貫校教育を実施するための玄海町立小中学校整備事業を推進することができた。

契約の相手 契約金額

68,013,000

玄海みらい学園ﾌﾟｰﾙ建設（建築主体）工事 指名競争入札 唐津土建工業(株) 261,360,000
玄海みらい学園ﾌﾟｰﾙ建設（機械設備）工事 指名競争入札 (株)有明電設唐津営業所 28,909,440
玄海みらい学園ﾌﾟｰﾙ・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ建設（電気設備）工事 指名競争入札 東島電気工事(株)

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　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

別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

玄海町立小中学校（プール
建設）整備事業

玄海町 358,282,440 256,600,000

交付金充当額 備　　　　考



番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。

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

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字新田　他１件

交付金事業の概要

玄海町総合計画により、各地区の非常備消防組織（玄海町消防団）に消防自動車を配備しており、１５年を経過するポンプ、積載車を計
画的に更新している。

小型動力ポンプ付き積載車　２地区各１台更新
（車両部）排気量660ccクラス、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120kg以内

総　事　業　費 10,584,000 交付金充当額（経済産業省分） 9,400,000

交付金事業の成果及び評価

　町民の安全で安心なまちづくりに必要な消防・救急体制を整備することができた。

契約の相手 契約金額

小型動力ポンプ付き積載車購入 一般競争入札 (有)唐津興機 10,584,000

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　消防団活動を維持するため、来年度以降も交付金を充当していく予定である。

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

別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

小型動力ポンプ付き積載車
整備事業

玄海町 10,584,000 9,400,000

交付金充当額 備　　　　考



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

大薗地区防火水槽設置事
業

玄海町 6,048,000 5,000,000

交付金充当額 備　　　　考

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　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

大薗地区防火水槽新設工事 指名競争入札 中山土木 6,048,000

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字大薗

交付金事業の概要

当該地区の防火水槽は、昭和４８年７月に新設し４１年が経過しており、老朽化が進みひび割れ等により漏水が生じ、消火活動が憂慮さ
れる状態であった。そのため、新しく防火水槽を設置した。

防火水槽新設工事
40㎥級耐震性防火水槽（鋼製）1基

総　事　業　費 6,048,000 交付金充当額（経済産業省分） 5,000,000

交付金事業の成果及び評価

　町民の安全で安心なまちづくりに必要な消防・救急体制を整備することができた。

契約の相手 契約金額

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 大薗地区防火水槽設置事業

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。



別紙

Ⅰ．事業評価総括表 (単位：円)

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

特別養護老人ホーム玄海
園施設改修事業

玄海町 20,304,000 17,800,000

交付金充当額 備　　　　考

成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無

　特に予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

　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

玄海園テラスデッキ床改修工事 指名競争入札 (株)岸本組玄海支店 18,900,000
玄海園テラスデッキ床改修工事設計監理業務 指名競争入札 平野建築設計事務所 1,404,000

契約の目的 契約の方法

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

交付金事業実施場所 玄海町大字平尾

交付金事業の概要

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム玄海園）の天然木を使用したウッドデッキは、平成１９年の竣工から８年が経過し、亀裂や破損が
確認されたことから、施設利用者の安全を確保するため、耐久性や火災に対する安全性も高い人工木（木粉とプラスチックを混ぜた材質）
に改修（張替え）を行った。

既設木製デッキ解体撤去及び人工木製デッキ設置　A=368.9㎡

総　事　業　費 20,304,000 交付金充当額（経済産業省分） 17,800,000

交付金事業の成果及び評価

　ウッドデッキの破損等を要因とした転倒によるケガ等の危険性の軽減が期待される。また、人工木製デッキにすることで、今後、維持管理
に係る経費が削減される。

契約の相手 契約金額

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

玄海町交付金事業者名又は間接交付金事業者名

番号 措　置　名 交　付　金　事　業　名

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

（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。


