
別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（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 交付金事業に要
間接交付金事業者名 した経費

1 
地域活「生化 行政放送地デジ運営事業 玄海町 61,863,560 

措置

 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

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 I玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町内及び佐賀県唐津市東大島

交付金充当額 備 考

51,200,000 

町内のほぼ全世帯が加入する地上デジタルケ ー ブルテレビにおいて、情報の充実、促進に
交付金事業の概要 向け、年間を通じて行政放送の番組作成や番組の送信に係る委託費、回線の利用に係る経

費について電源立地地域対策交付金を活用し、住民サ ー ビスの充実に努めます。







別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（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 交付金事業に要
間接交付金事業者名 した経費

1 
地域活性 総合相談事業 玄海町 11,241,753 化措置

 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

1 地域活性化措置 総合相談事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I玄海町
交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町大字仮屋ほか町内全域

交付金充当額

7,000,000 

充当対象及び期間：委託料のうち、相談員2名分の人件費に充当

備 考

交付金事業の概要 内容：社会的援護を要する人々が住み慣れた地域で孤立することなく安心して暮らすこと
ができるよう、子育てや介護、家庭など各分野にわたる相談に総合的に対応する事業。
体制：総合相談員が電話、来所、窓口訪問による相談を受け、必要に応じ関係機関や民間
団体と連携し、住民の日常生活を送る上での不安を解消する。







別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（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 交付金事業に要
間接交付金事業者名 した経費

1 福祉対策 養護老人ホ ー ム 玄海町 17,905,084 措置 入所措置事業

 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

1福祉対策措置 養護老人ホ ー ム入所措置事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I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

平成31年4月～令和2年3月分

交付金充当額 備 考

11,500,000 

高齢者であって養護を受ける事が困難な者の町外の養護老人ホ ー ムヘの入所事業に係る
交付金事業の概要 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、これに交付金を充当します。
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I . 事業評価総括表（令和元年度）

（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 交付金事業に要
間接交付金事業者名 した経費

1 地域活性 在宅介護支援センタ ー 運営 玄海町 8,545,637 
化措置 事業

 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

1地域活性化措置 在宅介護支援センタ ー運営事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I玄海町
交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町一円

【充当対象及び期間】福祉相談員等2名分の人件費に充当
平成31年4月1日から令和2年3月31日

交付金充当額 備 考

7,600,000 

内容：在宅介護支援センタ ーの委託契約のうち、 福祉相談員等2名の人件費に充当
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

交付金事業の概要 れらの者を抱える家族からの各種相談等に対し、 次によって行なう。
(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













別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（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 交付金事業に要
間接交付金事業者名 した経費

公共用施設に

1 係る整備 、 維 環境維持運営事業 玄海町 21,937,374 持補修又は維
持運営等措置

 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

1 公共用施設に係る整備、維持補 環境維持運営事業修又は維持運営等措置

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 l玄海町

交付金事業実施場所 佐賀県東松浦郡玄海町一円

交付金充当額 備 考

18,000,000 

一般廃棄物の処理については、当町のみで行うよりも唐津市を含む広域で共同処理するほ

交付金事業の概要

うが効率的であるため、当町の一般廃棄物の処理業務を唐津市へ委託する委託料のうち、
下記施設の運営に係る費用の一部に交付金を充当する。

【充当対象及び期間】 人件費相当分 H31. 4.1,,..,__,2020. 3. 31 
電気料相当分 H31. 4. 1,,...,_.,2020. 2. 29 
水道料相当分 H31. 4. 1'"'-'2020. 2. 29 
運転管理委託料相当分 H31. 4. 1 "-'2020. 3. 31 

【処理施設名】唐津市清掃センタ ー

【概 要】唐津市、玄海町から排出される 一般廃棄物の処理、処分及び再資源化を
行う。処理能力：焼却施設150t/日、粗大、不燃処理施設48 t I日







別紙
I. 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施設に

唐津北部衛生処理センタ ー

1 係る整備 、 維
持補修又は維 管理運営事業持運営等措匿

交付金事業者名又は 交付金事業に要
間接交付金事業者名 した経費

玄海町 33,063,916 

 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

1 公共用施設に係る整備、維持補 唐津北部衛生処理センタ ー管理運営事業修又は維持運営等措置

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 1佐賀県東松浦郡玄海町一 円
交付金事業実施場所 玄海町

交付金充当額 備 考

21,000,000 

し尿の処理、再資源化については、当町のみで行うよりも崩津市を含む広域で共同処理す

交付金事業の概要

る方が効率的であるため、当町のし尿等の処理、再資源化を行う下記の施設利用に係る負担
金のうち当町分の電気料金、運転管理業務委託料等に相当する部分に交付金を充当する。

［充当対象及び期間】電気料相当分 H31. 4. 1,......,2020. 2. 29 

【 処理施設名
【 概 要

委託料相当分 H31. 4. l ,...,_,2020. 3. 31 
】唐津北部衛生処理センタ ー

】唐津市（七山、浜玉町、肥前町、鎮西町、呼子町）、玄海町から排出
されるし尿、浄化槽汚泥を膜分離後負荷脱窒素処理方式等により処理、再資源化を行う。
処理能力： 77ke (し尿45ke/日、浄化槽汚泥32ke/日）







別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（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 交付金事業に要
間接交付金事業者名 した経費

公共用施設に係

1 
る整備 、 維持補 水道配水管布設事業 玄海町 12,664,300 修又は維持運営

等措置

 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

1 
公共用施設に係る整備、 維 水道配水管布設事業持補修又は維持運営等措置

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I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•石田・仮屋地内

交付金充当額 備 考

8,000,000 

玄海町の水道事業は複数の簡易水道を統合し、2次にわたる拡張工事によって施設を整備
してきたが、 起伏の厳しい地理的条件や昨今の下水道の普及に伴い、 水圧が若干不足する
地区がでてきた。 このため電源立地地域対策交付金を充当し、 水圧不足を解消するととも

交付金事業の概要 に、 水道施設の合理化を図る。

玄海町上水道配水管新設工事設計業務委託（大薗・仮屋地区）
（委託内容：新設詳細設計、 減圧弁室詳細設計）







別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（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 交付金事業に要
間接交付金事業者名 した経費

公共用施設に

1 係る整備 、 維 町道橋梁長寿命化修繕事業 玄海町 73,155,500 持補修又は維
持運営等措置

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

1 公共用施設に係る整備、維持補 町道橋梁長寿命化修繕事業修又は維持運営等措置

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I玄海町
交付金事業実施場所 玄海町一 円

交付金充当額 備 考

72,000,000 

平成20年度に橋梁点検を行っており、これに基づき平成23年度「玄海町橋梁長寿命化修
繕計画」を策定しました。これに伴い、平成25年度に橋梁点検を実施し、平成30年度まで
に11橋修繕工事を行っています。本年度は、長倉橋、受付橋修繕工事、浜橋の架け替え工
事及び玄海町橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託に交付金を充当します。

• 長倉橋橋梁修繕工事 施工延長L=17m 1橋
交付金事業の概要 ・受付橋橋梁修繕工事 施工延長L=9m l橋

• 浜橋架け替え工事 施工延長L=llm 1橋
・玄海町橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 59橋







別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施設に

1 係る整備、維 町道路面維持修繕事業持補修又は維
持運営等措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

玄海町

 Il. 事業評価個表（令和元年度）
番号 措置名

1 
公共用施設に係る整備、維持補 町道路面維持修繕事業修又は維持運営等措置

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I玄海町

交付金事業実施場所 玄海町一円

交付金事業に要 交付金充当額 備 考した経費

11,124,300 11,000,000 

交付金事業の名称

路面の変状を把握し、必要に応じて適切な対策を行うことで安全性の向上と効率的な維
持修繕の実施するため、路面性状調査及び修繕維持管理計画策定業務委託に交付金を充当
します。

交付金事業の概要
・路面性状調査及び修繕維持管理計画策定業務委託 道路延長L=78. Ok m
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I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施設に

町道道路のり面・土エ構造1 係る整備 、 維
持補修又は維 物修繕事業持運営等措置

交付金事業者名又は 交付金事業に要
間接交付金事業者名 した経費

玄海町 16,094,100 

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

1 公共用施設に係る整備、維持補 町道道路のり面・士工構造物修繕事業修又は維持運営等措置

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I玄海町

交付金事業実施場所 玄海町一 円

交付金充当額 備 考

11,000,000 

道路のり面・土工構造物の変状を把握し、必要に応じて適切な対策を行うことで安全性の
向上と効率的な維持修繕の実施するため、道路のり面・土エ構造物調査及び修繕維持管理
計画策定業務委託に交付金を充当します。

交付金事業の概要
・道路のり面・土エ構造物調査及び修繕維持管理計画策定業務委託

N=118箇所
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I . 事業評価総括表（令和元年度）
（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 交付金事業に要

交付金事業者名 した経費

公共用施設
に係る整

備、 維持補
修又は維持

玄海町野球場修繕事業 玄海町 47,333,000 

運営等措置

 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

1 
公共用施設に係る整備、 維

玄海町野球場修繕事業
持補修又は維持運営等措置

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 玄海町大字新田

【事業期間】令和元年7月～令和2年3月
【施設名称】玄海町野球場

交付金事業の概要
【事業内容】 ・照明塔塗装塗り替え工事

・照明塔塗装塗り替え工事設計監理業務委託

交付金充当額 備

38,300,000 

（支柱、 トラス、 踊り場、 ライト廻りフレーム、 タラップ部分のケレン及び塗装
（本体トラス部（腐食ラチスを切断しメッキ処理部材へ切り替え））

考
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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新田

交付金事業の概要

玄海みらい学園の校内環境を改善するため、本事業を実施。
【工事内容】
玄海みらい学園空調設備追加工事
　(1)　メディアセンター・準備室　空調設備追加                                  ２部屋
　　 　空調室内機　１２機
　(2)　特別教室空調設備追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７部屋
 　　　理科室１・２、家庭科室(調理室・被服室)、美術室、工作･技術室、生徒会室
　　 　空調室内機　２３機

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 学校施設改修繕事業

交付金事業に要
した経費

68,817,100 60,000,0001
公共用施設に係る
整備、維持補修又
は維持運営等措置

学校施設改修繕事業 玄海町

番号 備　考交付金充当額



【主要政策・施策】
交付金事業に関係する主要政策・施策

交付金事業に関係する 第五次玄海町総合計画（平成28年度～平成37年度）

都道府県又は市町村の 基本目標3 教育分野
主要政策・施策とその

施策3-2 学校教育の充実
項目2 義務教育の充実

目標 教育環境の整備に努めます。
【メディアセンタ ー 図書貸出数】

H27 ""'--'30年度平均 91冊／年

事業開始年度 令和元年度I 事業終了（予定）年度 I 令和元年度

事業期間の設定理由 ・ 工事の終了期間まで

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和 2 年度

成果実績 冊 114 
図書貸し出し数 図書貸し出し数
1 0 0冊／年／ 1 0 0冊／年／ 目標値 冊 100 

達成度 ％ 114. 0%

交付金事業の成果目標 評価年度の設定理由
及び成果実績 事業実施後に評価をするため

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

佃Jヽヽヽ
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I . 事業評価総括表（令和元年度）
（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 交付金事業に要
間接交付金事業者名 した経費

公共用施設に

1 係る整備、 維 農業集落排水運営事業 玄海町 3,998,960 
持補修又は維
持運営等措置

 Il. 事業評価個表（令和元年度）

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 農業集落排水運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I玄海町

交付金事業実施場所 東松浦郡玄海町一円

交付金事業の概要 令和元年6月～令和2年3月分
農業集落排水施設の運営に係る汚泥処分業務委託料

交付金充当額 備 考

3,000,000 







別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）

（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 交付金事業に要
間接交付金事業者名 した経費

公共用施設
に係る整 社会教育施設維持運営事業

1 備、維持補 玄海町 440,000,000 
修又は維持 （基金造成）
運営等措置

 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

1 
公共用施設に係る整備、維持補 社会教育施設維持運営事業（基金造成）修又は維持運営等措置

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I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

交付金充当額 備 考

440,000,000 

教育文化の向上と福祉の増進及びスポ ー ツの振興を図り、住民の憩いの場、交流の場と
交付金事業の概要 なる社会教育施設の維持運営費として図書館業務委託料、維持管理業務委託料、電気料

金、水道料、下水道使用料等に交付金を充当する。







別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施設
に係る整 玄海海上温泉パレア施設

1 備、 維持補 改修事業（基金造成）修又は維持
運営等措置

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

玄海町

II. 事業評価個表（令和元年度）

番号 措置名

交付金事業に要
した経費

140,000,000 

交付金事業の名称

1 
公共用施設に係る整備、 維持補 玄海海上温泉パレア施設改修事業（基金造成）修又は維持運営等措置

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I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

交付金充当額 備 考

140,000,000 

玄海海上温泉パレアの施設維持のために施設の修繕や設備の改修などを実施するために交
付金で基金を造成する。

主な内容
交付金事業の概要 ・屋根及び天井改修工事

・空調設備改修工事







別紙
I . 事業評価総括表（令和元年度）
（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施設に

係る整備、維

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

1 町道・橋梁整備事業 玄海町
持補修又は維
持連営等措置

II. 事業評価個表（令和元年度）

番号 措置名

1 公共用施設に係る整備、維持補 町道・橋梁整備事業修又は維持運営等措置

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I玄海町

交付金事業実施場所 玄海町 一円

交付金事業に要 交付金充当額 備 考
した経費

509,317,000 509,317,000 

交付金事業の名称

町道及び町道の道路構造物（路面、法面、橋梁）の変状を把握し、安全で快適な道路環境づくりを行うた
交付金事業の概要 め，町道の整備改修、修繕計画に基づく町道の改修補修を行い、 安全で安心な生活道路を確保するため基金

を造成します。









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

短縮時間を目標としたため、道路改良事業終了の翌年に評価するため

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

福岡方面から
唐津市街地を
迂回して事業
地までの到達
時間の5分短縮
化達成率（%）

成果目標 成果指標

達成度

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期間事業期間の設定理由

％

％

（橋梁工事実施
前移動時間－実
施後異動時間）

÷5

100

評価年度 令和元年度

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6 快適分野 ここちよい生活ができるまち
　　　6-1 道路・交通網・公園の充実
　　　　項目1 安全で安心な生活道路を確保します。

%



町道防犯灯設置工事 指名競争入札 高田電気株式会社 32,881,680

町道舗装工事 指名競争入札 株式会社岸本組 47,524,320

交付金事業の契約の概要

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

交付金事業の総事業費
等

活動指標

％

％

備　考

達成度

0

71,000,000

0 80,406,000

平成30年度 令和元年度

交付金事業の活動指標
及び活動実績

100.0%

事業に基づく工事実施率

100

100

%

まちづくり課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

0

0

0

71,000,000

交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

まちづくり課




