
事業評価個表

（単位：円）

番号 措 置 名 交 付 金 事 業 名

１ 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営措置 行政バス更新事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市昭和通地内

交付金事業の概要 マイクロバス（ロングタイプ）29人乗り

総事業費（円） ５，７２２，５００ 交付金充当額（円） ５，７２２，５００

交付金事業の成果及び

評価

行政バスは15年を既に経過し走行距離も相当に長いため，部品の経年劣化による故障が多々発生していた。今回の更新により，

安全性を確保するとともに，補助ステップなど利便性も向上し，行政バスを利用した市民による社会教育研修，生涯学習研修等

の促進に寄与する結果となった。

交付金事業の実施に伴い締結された売買，貸借，請負その他契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

行政バス購入 指名競争入札 鹿児島日産自動車株式会社 ５，７２２，５００

成果及び評価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

老朽化した２台の残り１台について年次的に更新を図っていく。

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



事業評価個表

（単位：円）

番号 措 置 名 交 付 金 事 業 名

２ 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営措置 市来高齢者福祉センター屋根防水改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市湊町地内

交付金事業の概要 塗膜防水（X-1）125.0㎡，塗膜防水（X-2）31.3㎡

総事業費（円） ２，１４２，０００ 交付金充当額（円） ２，１００，０００

交付金事業の成果及び

評価

市来高齢者福祉センターは建設後30年が経過し，防水シートが経年劣化による消耗が著しく雨漏りが発生し，建物内部に影響

を及ぼす恐れがあった。今回の改修により，平成２１年度で延959人に上る高齢者クラブ・身体障害者・母子寡婦団体等の利用

者が安心して快適に健康づくりや生きがいづくり，ふれあい活動を行うことができ，本市保健福祉サービスの向上に寄与する結

果となった。

交付金事業の実施に伴い締結された売買，貸借，請負その他契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

屋根防水改修工事 条件付一般競争入札 前田建窓ガラス有限会社 ２，１４２，０００

成果及び評価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



事業評価個表

（単位：円）

番号 措 置 名 交 付 金 事 業 名

３ 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営措置 串木野高齢者福祉センター高圧受電施設改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市新生町地内

交付金事業の概要
高圧受電施設改修

（低圧電灯盤800W，低圧動力盤900W，変圧器単相100kVA・三相150kVA，高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ30kVA，高圧気中負荷開閉器7.2kV200A外）

総事業費（円） ４，６５４，０００ 交付金充当額（円） ４，６５４，０００

交付金事業の成果及び

評価

串木野高齢者福祉センターでは，負荷開閉器が１１年，受変電設備が２６年経過し老朽化が進み，キュービクル本体に錆によ

る腐食が見られ雨水などよる停電や漏電の恐れがあった。今回の改修により，受変電設備故障による事故や停電の恐れがなくな

るなど良好な施設の維持管理が確保され，平成２１年度で延9,723人に上る地域の高齢者等の利用者が安心して快適に健康づく

りやレクレーション等を行うことができ，市の高齢者福祉サービスの向上に寄与する結果となった。

交付金事業の実施に伴い締結された売買，貸借，請負その他契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

高圧受電施設改修工事 条件付一般競争入札 海江田電機株式会社 ４，６５４，０００

成果及び評価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



事業評価個表

（単位：円）

番号 措 置 名 交 付 金 事 業 名

４ 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営措置 ドリームセンター屋上改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市元町地内

交付金事業の概要 屋根改修 A=224.0㎡ 改質アスファルトシート防水（平場A=214.0㎡，立ち上りA=40.7㎡，架台A=15.1㎡），外部改修

総事業費（円） ４，９９８，０００ 交付金充当額（円） ４，９６７，９４９

交付金事業の成果及び

評価

商店街活性化施設ドリームセンターは平成９年度の改修から１１年が経過し，屋上の防水施設及びコンクリートの老朽化が進

み，防水シートの亀裂により雨漏りのほか，屋上のコンクリートも破損していた。今回の改修により，良好な施設の維持管理が

確保されるとともに，年間約17,000人の利用者が安心して施設を利用することができ，市民が親しみやすく，憩い,集うための施

設として利便性の向上，商店街の活性化に寄与する結果となった。

交付金事業の実施に伴い締結された売買，貸借，請負その他契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

屋上改修工事 条件付一般競争入札 有限会社久木山建設 ４，９９８，０００

成果及び評価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

該当なし

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



事業評価個表

（単位：円）

番号 措 置 名 交 付 金 事 業 名

５ 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営措置 小学校図書室空調設備設置事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市大里，下名，上名，冠嶽，川上地内

交付金事業の概要
市来小（空調工事 ｶｾｯﾄ型同時ﾂｲﾝ2基設置,電気工事），照島小（空調工事 ｶｾｯﾄ型同時ﾂｲﾝ2基設置,電気工事），
生福小（空調工事 天吊型ｼﾝｸﾞﾙ1基設置,電気工事），冠岳小（空調工事 天吊型ｼﾝｸﾞﾙ1基設置,電気工事），
川上小（空調工事 天吊型同時ﾂｲﾝ1基設置,電気工事）

総事業費（円） １０，４３７，０００ 交付金充当額（円） １０，４３７，０００

交付金事業の成果及び

評価

本市小学校１０校中５校の図書室では空調設備が整備されておらず，特に夏季における読書等を通した学習環境は著しく悪化

し児童の読書ばなれが進むなど，教育の向上に支障をきたしていた。今回の整備により，整備した小学校の利用者数は延58,325

人（平成２０年度 53,628人）と利用の促進が図られ，読書等を通した教育の振興に寄与する結果となった。

交付金事業の実施に伴い締結された売買，貸借，請負その他契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

市来小学校図書室空調設備設置工事 条件付一般競争入札 海江田電機株式会社 ３，２３４，０００

照島小学校図書室空調設備設置工事 条件付一般競争入札 串木野建設工業株式会社 ３，４６５，０００

生福小学校等図書室空調設備設置工事 条件付一般競争入札 株式会社上野組 ３，７３８，０００

成果及び評価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

該当なし

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



事業評価個表

（単位：円）

番号 措 置 名 交 付 金 事 業 名

６ 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営措置 中学校図書室空調設備設置事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市下名，上名，大里地内

交付金事業の概要
串木野西中（空調工事 天吊型同時ﾄﾘﾌﾟﾙ1基設置,電気工事），串木野中（空調工事 天吊型同時ﾂｲﾝ1基設置,電気工事），
羽島中（空調工事 天吊型同時ﾄﾘﾌﾟﾙ1基設置,電気工事），生冠中（空調工事 天井埋込同時ﾂｲﾝ1基設置,電気工事），
市来中（空調工事 天吊型同時ﾂｲﾝ1基設置,電気工事）

総事業費（円） １１，５５０，０００ 交付金充当額（円） １１，５５０，０００

交付金事業の成果及び

評価

本市中学校５校の図書室では空調設備が整備されておらず，特に夏季における読書等を通した学習環境は著しく悪化し，生徒

の読書ばなれが進むなど，教育の向上に支障をきたしていた。今回の整備により，整備した中学校の利用者数は延22,757人（平

成２０年度 17,760人）と利用の促進が図られ，読書等を通した教育の振興に寄与する結果となった。

交付金事業の実施に伴い締結された売買，貸借，請負その他契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額（円）

串木野西中学校図書室空調設備設置工事 条件付一般競争入札 有限会社中薗組 ２，７３０，０００

串木野中学校等図書室空調設備設置工事 条件付一般競争入札 株式会社石原建設 ４，４６２，５００

生冠中学校等図書室空調設備設置工事 条件付一般競争入札 丸善設備工業株式会社 ４，３５７，５００

成果及び評価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

該当なし

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



事業評価個表

（単位：円）

番号 措 置 名 交 付 金 事 業 名

７ 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営措置 川南地区広報研修館トイレ改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市大里地内

交付金事業の概要 機械設備工事（給水設備，排水・通気設備，衛生器具設備，浄化槽設備），建築工事（外部改修，撤去），電気設備工事

総事業費（円） ２，１５２，５００ 交付金充当額（円） ２，０９９，０７６

交付金事業の成果及び

評価

川南地区広報研修館は建設後27年が経過して老朽化が進む中，トイレは汲み取り方式のため利用しづらく，悪臭など衛生面で

も問題があった。今回の改修により，川南地区公民館，松原自治公民館として，生涯学習講座や地域住民の集会場，各種検診の

会場として，安心で快適に地域住民の利用に供され，教養の向上，健康・社会福祉の増進，生活文化の振興に寄与する結果とな

った。

交付金事業の実施に伴い締結された売買，貸借，請負その他契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

トイレ改修工事 条件付一般競争入札 株式会社本田建設 ２，１５２，５００

成果及び評価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

該当なし

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



事業評価個表

（単位：円）

番号 措 置 名 交 付 金 事 業 名

８ 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営措置 Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市下名地内

交付金事業の概要
艇庫改修工事（外壁・建具改修，機材棚補修，揚降装置改修，ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室・倉庫・更衣室・ｼｬﾜｰ室・ﾄｲﾚ・多目的ﾄｲﾚ・掃除用具庫・
通路ｽﾛｰﾌﾟ設置，既設ｼｬﾜｰ室・便所解体），電気設備工事，給排水衛生設備工事

総事業費（円） ２０，６９５，５００ 交付金充当額（円） ６，５００，０００

交付金事業の成果及び

評価

昭和５２年に建設後３１年が経過し，外壁や建具など老朽化が進みクレーンも不動状態であったほか，トイレ・シャワー設備

等がなく活用に支障をきたしていた。今回の改修により，ミーティング室や多目的（身障者用）トイレも設置され，利用者の利

便性が向上し，改修後の平成２１年８月の利用者は延５５４人（平成２０年８月２２４人）と利用が拡大し，市民の体力向上，

健康増進，海洋スポーツの振興に寄与する結果となった。

交付金事業の実施に伴い締結された売買，貸借，請負その他契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

艇庫改修工事 条件付一般競争入札 竹下工業株式会社 １５，１２０，０００

電気設備工事 条件付一般競争入札 有限会社満留電気 １，９５３，０００

給排水衛星設備工事 条件付一般競争入札 株式会社外薗総合住宅設備 ３，６２２，５００

成果及び評価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

該当なし

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



事業評価個表

（単位：円）

番号 措 置 名 交 付 金 事 業 名

９ 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営措置 Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改修事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市小瀬町地内

交付金事業の概要 海水プール改修工事（ﾌﾟｰﾙ本体塗装改修工事，ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ塗装改修工事，ﾎﾟﾝﾌﾟ室等改修工事），
機械設備工事（給水ﾎﾟﾝﾌﾟ等、ｼｬﾜｰ改修）

総事業費（円） １３，７７６，０００ 交付金充当額（円） ５，５００，０００

交付金事業の成果及び

評価

建設後３１年が経過し，海水プールのためクラック・浮き等が著しく，給水ポンプ設備等も塩害により頻繁に故障するなど利

用者に支障をきたしていた。今回の改修により，良好な環境が確保され，利用者の利便性も向上し，改修後の平成２１年８月の

利用者は延5,796人（平成２０年８月5,271人）と利用が拡大し，市民の体力向上，健康増進，観光振興に寄与する結果となった。

交付金事業の実施に伴い締結された売買，貸借，請負その他契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

プール改修工事 指名競争入札 有限会社有村工務店 ８，５０５，０００

機械設備工事 条件付一般競争入札 有限会社ハマベ鉄工設備 ５，２７１，０００

成果及び評価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

該当なし

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



事業評価個表

（単位：円）

番号 措 置 名 交 付 金 事 業 名

１０ 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営措置 給食配送車更新事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市下名地内

交付金事業の概要 車輌（平成21年式2トン以上積み1台，乗車定員3名，コンテナ改造車他），装備品他

総事業費（円） ３，８８５，０００ 交付金充当額（円） ３，８８５，０００

交付金事業の成果及び

評価

給食センターから各学校等への配送業務を行う給食配送車３台は，平成３～５年度に更新し既に15～17年が経過し老朽化が著

しく，配送中での故障トラブルも年に数回発生するなど対応に苦慮していた。今回の更新により，配送業務が安全で確実に確保

され，スムーズな給食業務の運営により，児童生徒の心身の健全な発達の促進に寄与する結果となった。

交付金事業の実施に伴い締結された売買，貸借，請負その他契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

給食配送車購入 指名競争入札 いすゞ自動車南九州株式会社川内支店 ３，８８５，０００

成果及び評価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

老朽化した３台のうち残り２台について年次的に更新を図っていく。

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



事業評価個表

（単位：円）

番号 措 置 名 交 付 金 事 業 名

１１ 福祉対策措置 災害時要援護者台帳管理システム整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市昭和通，湊町，新生町地内

交付金事業の概要
ソフトウェア（要援護者台帳管理システム，地図情報システム外），
ハードウェア（サーバ１台・無停電電源装置・バックアップ装置，クライアント機４台）

総事業費（円） ２，８２３，４５０ 交付金充当額（円） ２，８２３，４５０

交付金事業の成果及び

評価

要援護者が平常時の見守りや災害時における支援を地域のなかで受けることができるようにするための台帳を作成していた

が，紙ベースでの台帳であるため，データの更新や関係機関との速やかできめ細かな情報の共有化が難しい状況であった。今回

のシステムの導入により，８９６人の要援護者の同意を得て情報を一元化したことで，防災関係機関等でよりリアルタイムでの

データ更新，関係機関との速やかできめ細かな情報の共有，迅速かつ的確な要援護者の安否確認，避難支援を行うことが可能に

なり，要支援者に対するより高度な住民サービスの提供に寄与する結果となった。

交付金事業の実施に伴い締結された売買，貸借，請負その他契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

給食配送車購入 随意契約（公募型プロポーザル） 株式会社熊本計算センター ２，８２３，４５０

成果及び評価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

該当なし

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



事業評価個表

（単位：円）

番号 措 置 名 交 付 金 事 業 名

１２ 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営措置 地区公民館備品更新事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市湊町，冠岳，上名，下名，荒川，羽島地内

交付金事業の概要
アルミパイプいす260脚，スタックテーブルパネル付40台，スタックテーブル102台，会議用テーブル40台，
アルミパイプイス台車6台

総事業費（円） ４，６６０，７４０ 交付金充当額（円） ４，６６０，７４０

交付金事業の成果及び

評価

各地区公民館は、建設後 25 年が経過している施設が多く老朽化が進み，会議用机・イスなどの備品も破損などにより怪我をするこ

ともあるなど，利用しづらくなってきていた。今回の備品購入により，公民館講座・高齢者大学などの生涯学習や各種会議の運営等

がし易くなり，地域住民が安心して快適に施設を利用することにより，教養の向上，健康・社会福祉の増進，生活文化の振興に寄与

する結果となった。

交付金事業の実施に伴い締結された売買，貸借，請負その他契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

備品購入 指名競争入札 書店ありかわ ２，８８８，５５０

備品購入 指名競争入札 有限会社ハマベ鉄工設備 １，７７２，１９０

成果及び評価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

該当なし

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



事業評価個表

（単位：円）

番号 措 置 名 交 付 金 事 業 名

１３ 公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営措置 市道京町・元町線道路改良事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市元町地内

交付金事業の概要
工事延長 L=125.0m 排水水路工（落蓋式300型側溝 L=224.0m），

舗装工（アスファルト舗装 ｔ=40㎜ A=606.0㎡ 上層路盤工 ｔ=100㎜ A=606.0㎡）

総事業費（円） ７，１９２，５００ 交付金充当額（円） ７，１１９，７１７

交付金事業の成果及び

評価

昭和40年代に整備され，路面の劣化が著しく進行していたが，今回125ｍの改良工事で路面の補修及び側溝布設替が行われたことに
より，車両等の通行の円滑化及び地域住民の振動対策や安全確保，地域住民の利便性が図られるとともに，安心・安全な生活環境の
確保に寄与する結果となった。

交付金事業の実施に伴い締結された売買，貸借，請負その他契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額（円）

道路改良工事 条件付一般競争入札 株式会社永山工務店 ７，１９２，５００

成果及び評価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

該当なし

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



事業評価個表

（単位：円）

番号 措 置 名 交 付 金 事 業 名

１４ 給付金加算等措置 原子力発電施設周辺地域加算給付金交付事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 いちき串木野市

交付金事業実施場所 いちき串木野市羽島地区・荒川地区

交付金事業の概要
川内原子力発電所から概ね10キロメートルの圏内であるいちき串木野市の羽島・荒川地区の電灯需要家及び電力需要家に対する

加算給付金の交付

総事業費（円） ６，０５５，１９３ 交付金充当額（円） ６，０５５，１９３

交付金事業の成果及び

評価

原子力発電所から概ね 10 ㎞の範囲内に位置する本市羽島・荒川地区は，約 1,100 世帯，約 2,600 人が生活しており，原子力発電

所の南東に位置していることから，冬季の北西の季節風が常に原子力発電所の方向から風が吹いており，住民は常に不安を抱きなが

ら生活しているのが現状であるが，原子力発電所の立地市である薩摩川内市街地よりも近い距離にあるにもかかわらず，従来の原子

力発電施設等周辺地域給付金に差があることから，地区住民の中にも不均衡感が生じていた。

今回の事業により，当該地区の電灯需要家 15,912 口，電力需要家 20,168kw に対して，立地市と同等となるよう従来の原子力発電

周辺地域給付金に加算することで，原子力発電所に対する不安を緩和し，住民の不均衡感を取り除き原子力発電供用施設の設置の円

滑化に資することができた。

交付金事業の実施に伴い締結された売買，貸借，請負その他契約

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額（円）

加算給付金の交付 補助 財団法人電源地域振興センター ６，０５５，１９３

成果及び評価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

平成21年度以降も引き続き交付金充当し本事業を実施していく。

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


