
令和２年度交付金事業評価報告書
電源立地地域対策交付金（県事業）



総括表
（単位：円）

5
県立学校等情報ネットワー
ク推進事業

福井県 198,426,448 96,555,000

4
陽子線がん治療利用促進事
業

福井県 9,592,017 9,592,017

3 温排水漁場環境調査事業 福井県 2,051,666 1,894,000

文部科学省
 246,780,476
経済産業省
  56,793,524

2
陽子線がん治療施設運営事
業

福井県 420,005,760 286,902,000

文部科学省
 233,227,524
経済産業省
  53,674,476

1
若狭湾エネルギー研究セン
ター維持運営事業

福井県 477,685,000 303,574,000

番号 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



11 三方湖のヒシ対策事業 福井県 10,191,500 9,300,000

10
原子力防災情報インター
ネットシステム開発

福井県 5,830,000 3,789,000

9
鳥獣害のない里づくり推進
事業（有害獣捕獲補助金）

福井県
（県内１０市町）

117,385,000 69,168,000

8 実習船「雲龍丸」建造事業 福井県 210,700,000 210,700,000

7
産業教育実習用コンピュー
タ整備事業

福井県 69,465,371 45,783,000

6 CAI学習装置整備事業 福井県 44,004,279 28,602,000



17
嶺南地域のスポーツ・レク
リエーション施設整備事業

福井県 4,488,000 3,613,000

16 年縞博物館環境改善事業 福井県 7,244,930 6,029,000

15
若狭湾エネルギー研究セン
ター設備等更新事業

福井県 18,568,000 18,568,000

14
すみずみ子育てサポート事
業

福井県
（県内１６市町）

32,286,000 30,937,000

13 不妊治療費助成事業 福井県、福井市 8,508,681 8,508,681

12 文化財継承基盤整備事業 福井県 4,956,435 4,956,435



23 植物工場立地促進事業 福井県（１企業） 143,137,000 58,863,000

22
嶺南地域研究開発型企業等
立地促進補助事業

福井県（１企業） 100,000,000 40,000,000

21
県内成長企業生産拠点拡大
促進補助事業

福井県（４企業） 1,025,161,000 931,020,000

20 企業立地促進補助事業 福井県（３企業） 771,210,000 724,422,000

19
エネルギー研究成果等販路
開拓支援事業

福井県（（公財）若
狭湾エネルギー研究

センター）
6,962,000 4,000,000

18
嶺南地域新産業創出支援事
業

福井県（（公財）若
狭湾エネルギー研究

センター）
17,774,736 12,000,000



29 子どもの読書活動推進事業 福井県 1,993,634 1,993,634

28 「年縞」活用推進事業 福井県 3,242,800 3,039,000

27 産業教育設備整備事業 福井県 67,635,700 45,500,000

26
学校におけるタブレット活
用促進事業

福井県 148,280,000 113,370,000

25
陽子線がん治療施設整備事
業

福井県 36,478,200 32,078,000

24
定置漁業・底曳網漁業振興
対策事業

福井県
（県内２市町）

51,681,000 20,672,000



31
嶺南地域のスポーツ・レク
リエーション施設整備事業
（補助金）

福井県
（美浜町）

25,688,717 11,214,000

30
獣害防止ネット柵整備支援
事業

福井県
（県内５市町）

13,445,000 6,680,000



Ⅱ．事業評価個表（２年度）

事業期間の設定理由 ―

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

嶺南Ｅコースト計画 令和２年度～
基本戦略Ⅳ　　　多様な地域産業の育成
プロジェクト２　地元企業支援や企業誘致により、多様な産業を育成
主な施策（１）　若狭湾エネルギー研究センターの研究開発、産業支援機能を強化

（目標）
若狭湾エネルギー研究センターにおける民間企業等との共同研究数
令和２年度～令和６年度　１００件（累計）

事業開始年度 2年度 事業終了（予定）年度 2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県敦賀市長谷　福井県若狭湾エネルギー研究センター

交付金事業の概要

　福井県若狭湾エネルギー研究センターは、多様な炉型の原子力発電所の集積による裾野の広い関連分野
の情報集積、原子力やエネルギーに関連する高度な科学技術とこれに精通した技術者などの人材の集積と
いった本県の特性を最大限に活かし、原子力・エネルギー関連の科学技術と地域産業への応用に係る研究
開発、高度な知識や技術の研修・移転等の交流拠点施設として、地域振興を図ろうとするものであり、こ
れらの目的を実現するため、当施設の管理運営を行いました。（委託先：（公財）若狭湾エネルギー研究
センター、人件費：1名、燃料費、光熱水費、施設関係保守点検費、加速器利用系保守費、放射線管理費の
12ｹ月分に交付金を充当）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 企業導入・産業活性化措置 若狭湾エネルギー研究センター維持運営事業



うち経済産業省分 58,833,240 66,795,604 56,793,524 182,422,368

交付金充当額 298,059,000 300,813,000 303,574,000 902,446,000

うち文部科学省分 239,225,760 234,017,396 246,780,476 720,023,632

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 469,007,000 473,341,000 477,685,000 1,420,033,000

61

達成度 ％ 102.3% 100.0% 93.4%

2年度

施設稼働率

活動実績 ％ 61 61 57

活動見込 ％ 60

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

61

評価年度の設定理由

―

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

無

件数

成果実績 件 24

目標値 件 20

達成度 ％ 120.0%

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 2年度

若狭湾エネル
ギー研究セン
ターにおける民
間企業等との共
同研究数



交付金事業の担当課室 福井県地域戦略部電源地域振興課

交付金事業の評価課室 福井県地域戦略部電源地域振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

施設維持運営 随意契約（指定管理）
（公財）若狭湾エネルギー
研究センター（敦賀市）

477,685,000

交付金事業の契約の概要



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 ―

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】
「福井県地域振興計画」
◇安全・安心の確保　　○福祉・医療サービスの充実
【目標】
・令和元年度以降の年間治療患者の目標数を180人とし、北陸３県を中心に当県の陽子線が
ん治療をＰＲすることにより、目標達成に向け患者獲得に努めます。

事業開始年度 2年度 事業終了（予定）年度 2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県福井市四ツ井　福井県立病院陽子線がん治療センター

交付金事業の概要

陽子線がん治療センターにおいて、施設の維持管理や治療装置の運転維持など、安定的な
施設運営を行うための業務委託費及び維持運営費（12ヶ月分）として電源立地地域対策交
付金を活用しました。（令和２年度実績：電気料金（１式）、治療装置運転・維持、保守
業務委託（１式）、MRI／PET／CT装置保守点検・校正業務委託（１式）、ボーラス・コリ
メータ製作業務委託（１式））

番号 措置名 交付金事業の名称

2 福祉対策措置 陽子線がん治療施設運営事業



246

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

2年度

開所日数

活動実績 日 245 244 246

活動見込 日 245

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

244

評価年度の設定理由

―

交付金事業の定性的な成果及び評価等

同種の施設が近隣で開所された影響等により患者数は伸び悩んでいるため、出前講座の開催や陽子
線施設見学会の受け入れなど、患者数増に向けた取り組みを行っています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

人数

成果実績 人 177

目標値 人 180人（年間）

達成度 ％ 98.3%

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 2年度

患者数
年間180人



交付金事業の担当課室 福井県健康福祉部地域医療課

交付金事業の評価課室 福井県健康福祉部地域医療課

PET/CT装置保守業務委託 （一般）入札 （株）ミタス（福井市） 26,488,000

ボーラス・コリメータ製作
業務委託

随意契約（特命）
八十島プロシード（株）

（大阪市）
58,203,750

治療装置運転・維持・保守
業務委託

随意契約（特命）
（株）日立製作所福井支店

（福井市）
264,770,000

MRI装置保守点検・校正業
務委託

（一般）入札 （株）ミタス（福井市） 17,050,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

電気料金 随意契約（特命） 北陸電力（株）（福井市） 53,494,010

うち経済産業省分 58,642,760 70,076,396 53,674,476 182,393,632

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 297,094,000 315,588,000 286,902,000 899,584,000

うち文部科学省分 238,451,240 245,511,604 233,227,524 717,190,368

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 402,082,380 419,324,606 420,005,760 1,241,412,746



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

評価年度の設定理由

－

成果実績

目標値

達成度

事業期間の設定理由 －

交付金事業の成果目標
及び成果実績

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 2年度

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】
政策集「チャレンジ！～ふくいに新しい風を吹き込む～」
【目標】
◆政策４　くらしがあんしん　【「もっと！」安全・安心】
          　６　原子力・エネルギー政策は「県民の安全最優先」を徹底します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県周辺海域

交付金事業の概要
　原子力発電所前面海域（沿岸海域）およびその周辺、沖合海域の海況を把握するととも
に、発電所から放出される排水（冷却水・循環水）が与える影響を把握し、周辺海域の水
塊構造の状況について知るための基礎資料としました。

番号 措置名 交付金事業の名称

3 企業導入・産業活性化措置 温排水漁場環境調査事業



10

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

2年度

沿岸海域およびその周辺、沖
合海域において、排水が海洋
環境へ与える影響について年
10回調査

活動実績 回 10 10 10

活動見込 回 10

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

10

交付金事業の定性的な成果及び評価等

原子力発電施設からの温排水が周辺の漁場環境に与える影響について調査し県民に情報提
供することで、原子力行政への信頼性の一層の向上を図ることができます。なお、原子力
発電施設の稼働時と非稼働時との比較が必要であるため、施設非稼働時においても調査を
続ける必要があります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業の成果目標
及び成果実績



交付金事業の評価課室 福井県農林水産部水産課

調査報告書作成 随意契約（少額）
山幸印刷製本工業有限会社

（敦賀市）
66,990

交付金事業の担当課室 福井県農林水産部水産課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

船舶燃料代 随意契約（特命）
福井県漁業協同組合連合会

（福井市）
1,984,676

うち経済産業省分 1,875,000 1,899,000 1,894,000 5,668,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 1,875,000 1,899,000 1,894,000 5,668,000

うち文部科学省分 0 0 0 0

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 2,685,533 2,589,099 2,051,666 7,326,298



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

評価年度の設定理由

―

人数

成果実績 人 177

目標値 人 180人（年間）

達成度 ％ 98.3%

事業期間の設定理由 ―

交付金事業の成果目標
及び成果実績

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 2年度

患者数
年間180人

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】
「福井県地域振興計画」
◇安全・安心の確保　　○福祉・医療サービスの充実
【目標】
・令和元年度以降の年間治療患者の目標数を180人とし、北陸３県を中心に当県の陽子線が
ん治療をＰＲすることにより、目標達成に向け患者獲得に努めます。

事業開始年度 2年度 事業終了（予定）年度 2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県福井市四ツ井　福井県立病院陽子線がん治療センター

交付金事業の概要
陽子線がん治療センターがより利用しやすくなるよう、治療技術の向上や普及啓発に係る
委託費等として電源立地地域対策交付金を活用しました。（北陸３県主要病院働きかけ、
インターネット検索連動型広告の活用、海外誘致施設紹介DVDの翻訳、紙面対談の実施）

番号 措置名 交付金事業の名称

4 福祉対策措置 陽子線がん治療利用促進事業



うち経済産業省分 12,336,000 9,400,000 9,592,017 31,328,017

交付金充当額 12,336,000 9,400,000 9,592,017 31,328,017

うち文部科学省分 0 0 0 0

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 12,651,398 9,528,540 9,592,017 31,771,955

246

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

2年度

開所日数

活動実績 日 245 244 246

活動見込 日 245

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

244

交付金事業の定性的な成果及び評価等

同種の施設が近隣で開所された影響等により患者数は伸び悩んでいるため、出前講座の開催や陽子線施設
見学会の受け入れなど、患者数増に向けた取り組みを行っています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業の成果目標
及び成果実績



交付金事業の担当課室 福井県健康福祉部地域医療課

交付金事業の評価課室 福井県健康福祉部地域医療課

インターネット検索連動型
広告の活用

（一般）入札 Bigmac（株）（福井市） 2,772,000

海外誘致施設紹介DVDの翻
訳

随意契約（特命）
（株）ウララコミュニケー

ションズ
(福井市)

2,277,000

北陸３県主要病院働きかけ （一般）入札 （株）アイル（福井市） 2,540,017

紙面対談の実施（富山） 謝金 対談医師 50,000

紙面対談の実施（石川） 謝金 対談医師 50,000

紙面対談の実施（富山） 随意契約（特命）
（株）北日本新聞社（金沢

市）
803,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

紙面対談の実施（石川） 随意契約（特命）
（株）北國新聞社（金沢

市）
1,100,000

交付金事業の契約の概要



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 5年間の運用契約を契約に含めているため

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】
福井県教育振興基本計画
方針8：新たな時代を見据えた教育環境の整備
　1 学校における働き方改革の推進

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 令和4年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要

平成29年度に長期継続契約したネットワークの運用を行いました。
　（ネットワークの運用・保守 12ｹ月分）
・県立学校のネットワーク、システム、サーバの運用
・統一的なグループウェア、ホームページ作成システム、校務支援システムの運用
・外部委託による運用・保守のサポート体制
・標的型メール攻撃を受けた時に攻撃型メールの侵入阻止および情報流出事案発生時の被
害拡大防止に向けたセキュリティ対策
・臨時休校時におけるオンライン授業を想定したネットワーク

番号 措置名 交付金事業の名称

5 福祉対策措置 県立学校等情報ネットワーク推進事業



365

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

2年度

システム稼働日数

活動実績 日 365 366 365

活動見込 日 365

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

366

評価年度の設定理由

―

交付金事業の定性的な成果及び評価等

クラウドコンピューティングの活用によるセキュリティの確保、および統一のグループ
ウェア運用により情報共有の推進等に資することができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

成果実績

目標値

達成度

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 2年度



交付金事業の担当課室 福井県教育庁教育政策課

交付金事業の評価課室 福井県教育庁教育政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

構築及び運用保守
随意契約（プロポーザル公

募）

NTTビジネスソリューショ
ンズ（株）北陸支店福井営

業所（福井市）
198,426,448

うち経済産業省分 102,092,000 147,195,000 96,555,000 345,842,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 102,092,000 147,195,000 96,555,000 345,842,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 145,845,360 147,195,780 198,426,448 491,467,588



Ⅱ．事業評価個表（2年度）

評価年度の設定理由

―

成果実績

目標値

達成度

事業期間の設定理由 ―

交付金事業の成果目標
及び成果実績

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 2年度

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】
　福井県教育振興基本計画（令和2年度～令和6年度）
　　方針1：学ぶ喜びを知り、自ら進んで学ぶ意欲と力の育成
【目標】
　○ICTを活用した授業改善

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要
県立学校のコンピュータ教室で使用するコンピュータ等機器やネットワーク環境の保守管
理を行いました。（実習用パソコンの保守 12ｹ月分）

番号 措置名 交付金事業の名称

6 福祉対策措置 CAI学習装置整備事業



うち経済産業省分 28,032,000 41,879,000 28,602,000 98,513,000

交付金充当額 28,032,000 41,879,000 28,602,000 98,513,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 30年度 31年度 2年度 備　考

総事業費 39,065,692 41,879,478 44,004,279 124,949,449

45

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

2年度

保守実施のCAI教室数

活動実績 教室 46 46 45

活動見込 教室 46

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 31年度

46

交付金事業の定性的な成果及び評価等

情報活用能力を育成するとともに、ICT活用により基礎的・基本的な知識技能の取得、思考
力・判断力・表現力等の育成を図るため、コンピュータや周辺機器等を正常な状態に維持
し、円滑な授業運営を行うことができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業の成果目標
及び成果実績



勝山高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,359,600

大野高校全日制保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
1,306,800

大野高校定時制保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
752,400

丸岡高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 31,680

丸岡高校定時制保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
1,049,400

金津高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,017,720

丸岡高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,294,920

足羽高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,269,840

三国高校保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
924,000

高志高校保守管理 一般競争入札 栄月（株）（福井市） 726,000

羽水高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,399,200

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

藤島高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,174,800

交付金事業の契約の概要



若狭高校定時制保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
1,122,000

若狭東高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,271,160

美方高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,085,040

若狭高校保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
1,240,800

敦賀高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,268,520

敦賀高校定時制保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,254,000

武生高校定時制保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,188,000

武生東高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,124,640

丹生高校保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
1,042,800

武生高校全日制保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,411,080

鯖江高校定時制保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,371,315

丹南高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,333,200

鯖江高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,400,520



福井南特別支援学校保守管
理

一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 382,800

ろう学校保守管理 一般競争入札 酒井電機（株）（福井市） 282,480

福井特別支援学校保守管理 一般競争入札 酒井電機（株）（福井市） 335,280

道守高校保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
963,600

盲学校保守管理 一般競争入札 酒井電機（株）（福井市） 547,800

福井商業高校保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
1,003,200

武生商業高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,122,000

武生工業高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,042,800

敦賀工業高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,297,560

科学技術高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,254,000

奥越明成高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,271,160

福井農林高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,280,400

坂井高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,359,600



交付金事業の評価課室 福井県教育庁教育政策課

嶺南西特別支援学校保守管
理

一般競争入札
（株）システムラン（小浜

市）
387,684

交付金事業の担当課室 福井県教育庁教育政策課

南越特別支援学校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 467,280

嶺南東特別支援学校保守管
理

一般競争入札 酒井電機（株）（福井市） 378,840

清水特別支援学校保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
797,280

奥越特別支援学校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 382,800

福井東特別支援学校月見分
校保守管理

一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 291,720

嶺北特別支援学校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 373,560

福井東特別支援学校保守管
理

一般競争入札 酒井電機（株）（福井市） 363,000



Ⅱ．事業評価個表（2年度）

評価年度の設定理由

―

成果実績

目標値

達成度

事業期間の設定理由 ―

交付金事業の成果目標
及び成果実績

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 2年度

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】
　福井県教育振興基本計画（令和2年度～令和6年度）
　　方針1：学ぶ喜びを知り、自ら進んで学ぶ意欲と力の育成
【目標】
　○ICTを活用した授業改善

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要
商業系や工業系の学科で使用するコンピュータおよびネットワーク環境の設備整備および
保守管理を行いました。（パソコンの購入2校分および保守 12ｹ月分）

番号 措置名 交付金事業の名称

7 福祉対策措置 産業教育実習用コンピュータ整備事業



うち経済産業省分 23,991,000 35,040,000 45,783,000 104,814,000

交付金充当額 23,991,000 35,040,000 45,783,000 104,814,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 30年度 31年度 2年度 備　考

総事業費 33,491,826 35,210,912 69,465,371 138,168,109

30

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

2年度

保守実施の実習用PC室数

活動実績 教室 30 30 30

活動見込 教室 30

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 31年度

30

交付金事業の定性的な成果及び評価等

情報活用能力を育成するとともに、ICT活用により基礎的・基本的な知識技能の取得、思考
力・判断力・表現力等の育成を図り、ひいては将来の県内産業を担っていく人材育成を目
指すため、コンピュータや周辺機器等を正常な状態に維持し、円滑な授業運営を行うこと
ができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業の成果目標
及び成果実績



若狭東高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,928,520

若狭東高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,742,400

若狭東高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,038,840

美方高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,372,800

若狭東高校保守管理 随意契約（特命） （株）ＴＡＳ（敦賀市） 569,360

敦賀高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,327,920

美方高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,016,400

丹南高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,438,800

敦賀高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,333,200

坂井高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 16,720,000

丹南高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,386,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

若狭東高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 15,488,000

交付金事業の契約の概要



奥越明成高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,293,600

武生工業高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,284,360

奥越明成高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,980,000

奥越明成高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,029,600

科学技術高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,320,000

科学技術高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,327,260

坂井高校保守管理 一般競争入札 大電産業（株）（福井市） 1,145,760

科学技術高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,320,000

坂井高校保守管理 一般競争入札 大電産業（株）（福井市） 1,259,280

坂井高校保守管理 一般競争入札 大電産業（株）（福井市） 1,267,200

坂井高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,327,081

坂井高校保守管理 一般競争入札 大電産業（株）（福井市） 260,040

若狭東高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 38,390



交付金事業の評価課室 福井県教育庁教育政策課

武生商業高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,386,000

交付金事業の担当課室 福井県教育庁教育政策課

武生商業高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,122,000

武生商業高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,306,800

福井商業高校保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
1,049,400

福井商業高校保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
1,201,200

福井商業高校保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
158,400

福井商業高校保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
868,560

敦賀工業高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,102,200

福井商業高校保守管理 一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
1,056,000



Ⅱ．事業評価個表（2年度）

評価年度の設定理由

―

成果実績

目標値

達成度

事業期間の設定理由 実習船の建造に期間を要するため

交付金事業の成果目標
及び成果実績

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

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

福井県教育振興基本計画（令和２年度～令和６年度）
方針６：ふるさとを愛する心と社会に貢献する志の育成
【目標】
 　地域や社会を担う人材の育成

事業開始年度 平成31年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県小浜市千種　若狭高等学校

交付金事業の概要

現在、若狭高校で使用している小型実習船「あおば」は、平成3年度に竣工、建造から27年
が経過し老朽化が進んでいます。そこで、実習船を更新する必要があり、船名を「雲龍
丸」とした新しい実習船を建造しました。
　　（総トン数：19トン、全長：約25ｍ、定員：45名）

番号 措置名 交付金事業の名称

8 福祉対策措置 実習船「雲龍丸」建造事業



交付金事業の担当課室 福井県教育庁教育政策課

交付金事業の評価課室 福井県教育庁教育政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

実習船建造 一般入札
㈱ニシエフ小浜工場（小浜

市）
210,700,000

うち経済産業省分 3,630,000 7,700,000 210,700,000 222,030,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,630,000 7,700,000 210,700,000 222,030,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 30年度 31年度 2年度 備　考

総事業費 5,184,000 8,200,000 210,700,000 224,084,000

1

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

2年度

実習船建造
総トン数19トン

全長約25ｍ
定員45名

活動実績 式 1 1 1

活動見込 式 1

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 31年度

1

交付金事業の定性的な成果及び評価等

実習船「雲龍丸」を建造しました。実習船は若狭高校の実習等で使用し、新たな水産関連
産業を支える人材育成を図るとともに、児童生徒の体験航海等に広く活用し、ふるさとに
愛着を持つ子供たちの育成等を図りました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（　2年度）

事業期間の設定理由 ―

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】
　新ふくいの農業基本計画〔令和1年度～5年度〕
　　プロジェクト：農村の魅力創出・交流促進
　　　６　農村コミュニティの活性化と農村文化の昂揚
　　　　（２）農地、水を守り、能ある風景や農村文化を次世代に継承
【目標】
　農村のくらしに深刻な影響を及ぼしている鳥獣害の拡大を防止します

事業開始年度 2年度 事業終了（予定）年度 2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県（県内１０市町）

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要

 市町長が実施する有害獣捕獲および外来獣防除に係る経費の補助を行いました。（令和２年度補
助実績：１０市町、捕獲頭数：15,634頭）
補助上限額
　 シカ:【成獣①】13,000円（うち9,000円定額）、
　　　　【成獣②】12,500円（うち8,000円定額）、
　　　　【成獣③】12,000円（うち7,000円定額）、【幼獣】5,500円（うち1,000円定額）
　 イノシシ:【成獣】14,000円、【幼獣】4,000円、
　 サル、クマ:7,000円、ハクビシン:3,000円、アライグマ:5,000円、ヌートリア:3,000円
　　 （シカ成獣①―ジビエ施設に運び込んだ場合、シカ成獣②―焼却施設等に運び込んだ場合、
　　　 シカ成獣③―①、②以外の場合）

番号 措置名 交付金事業の名称

9 地域活性化措置 鳥獣害のない里づくり推進事業（有害獣捕獲補助金）



うち経済産業省分 60,997,000 43,442,000 69,168,000 173,607,000

交付金充当額 60,997,000 43,442,000 69,168,000 173,607,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 111,248,000 137,830,000 117,385,000 366,463,000

17,000

達成度 ％ 81.9% 88.3% 92.0%

2年度

捕獲頭数

活動実績 頭 11,751 18,540 15,634

活動見込 頭 14,342

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

21,000

評価年度の設定理由

―

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

無

農作物被害面
積（ha）

成果実績 ha 123

目標値 ha 143（前年度被害面積を150haと想定した場合）

達成度 ％ 116.2%

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 2年度

　被害面積
 前年度より
 5％低減
（R5年度目標
:120ha以下）



交付金事業の評価課室 福井県農林水産部中山間農業・畜産課

有害獣捕獲 補助 若狭町 20,469,000

交付金事業の担当課室 福井県農林水産部中山間農業・畜産課

有害獣捕獲 補助 高浜町 8,143,000

有害獣捕獲 補助 おおい町 17,250,000

有害獣捕獲 補助 越前町 5,827,000

有害獣捕獲 補助 美浜町 9,920,000

有害獣捕獲 補助 池田町 6,577,000

有害獣捕獲 補助 南越前町 7,178,000

有害獣捕獲 補助 小浜市 18,188,000

有害獣捕獲 補助 越前市 5,568,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

有害獣捕獲 補助 敦賀市 18,265,000

交付金事業の契約の概要



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

事業期間の設定理由 ―

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】
防災先進県福井の確立
【目標】
・平常時から避難所および避難ルート等の情報発信により原子力防災に対する理解促進を
図るとともに、災害時に安定ヨウ素剤の配布場所、避難退域時検査会場のお知らせなど、
緊急情報の発信を行い円滑な住民避難につなげる

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要
原子力災害について、地図データを活用した小学校区ごとの避難所ルート表示機能および
原子力災害に係る基礎的な知識やデータを災害情報インターネットシステムに反映しまし
た。（令和２年度実績：原子力災害情報インターネットシステム構築　１式）

番号 措置名 交付金事業の名称

10 福祉対策措置 原子力防災情報インターネットシステム開発



評価年度の設定理由

―

交付金事業の定性的な成果及び評価等

原子力災害時の避難所または避難所までの避難ルートについて県民が簡単に情報を取得で
きるようシステムを構築し、円滑な住民避難を図ることができました。また、多言語（１
４か国語）による情報発信を行うことで、外国人への情報提供の充実を図ることができま
した。

成果実績

目標値

達成度

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



交付金事業の担当課室 福井県安全環境部危機対策・防災課

交付金事業の評価課室 福井県安全環境部危機対策・防災課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

開発業務委託 随意契約
日本無線（株）関西支社福

井営業所（福井市）
5,830,000

うち経済産業省分 3,789,000 3,789,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,789,000 3,789,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 2年度 備　考

総事業費 5,830,000 5,830,000

1

達成度 ％ 100.0%

2年度

システム開発

活動実績 1 1

活動見込 1

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（２年度）

事業期間の設定理由 ―

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】
福井県環境基本計画（平成30年度～令和4年度）
第１章　自然と共生する社会づくりの推進
第２節　里山里海湖の保全・再生と活用
〇生き物をシンボルとして、科学的知見に基づく自然再生を推進します。

【目標】
湖周辺の住民や漁業関係者等にアンケートを実施し、湖環境が改善されたと回答する人の
割合が全体の８０％（三方湖における漁業条件の改善、悪臭等の改善、湖の生態系の保
全、湖景観の向上等）

事業開始年度 ２年度 事業終了（予定）年度 ２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県美浜町、若狭町（三方湖）

交付金事業の概要

三方湖に繁茂するヒシによる漁業のための航路阻害や湖辺に堆積するヒシの枯死体から発
せられる悪臭などの社会的問題、ヒシの群落内における水中の貪酸素化による生態系の悪
影響や湖景観の悪化を解消するため、ヒシの刈り取りを実施しました。（刈り取り面積：
110.4ha）

番号 措置名 交付金事業の名称

11 地域活性化措置 三方湖のヒシ対策事業



200

達成度 ％ 89.6% 72.0% 55.0%

2年度

ヒシ刈り業務委託
（ヒシの刈り取り面積）

活動実績 ha 215 144 110

活動見込 ha 240

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

200

評価年度の設定理由

―

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

無

％

成果実績 ％ 80

目標値 ％ 80

達成度 ％ 100.0%

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 ２年度

湖環境が改善
されたと回答
する人の割合

80％



交付金事業の担当課室 福井県安全環境部自然環境課

交付金事業の評価課室 福井県安全環境部自然環境課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

ヒシ刈取業務委託 随意契約（特命）
特定非営利法人　世界に誇
るラムサール湿地三方五湖
を育む会（若狭町）

10,191,500

うち経済産業省分 12,636,000 10,381,000 9,300,000 32,317,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 12,636,000 10,381,000 9,300,000 32,317,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 17,997,120 13,930,400 10,191,500 42,119,020



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

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

福井県文化財保存活用大綱に基づいて行う事業です。
（１）実地調査し、文化財の保存環境や損傷の程度を把握し、指定文化財が重大な棄損、
滅失等の大きな損失につながる前の予防対策の検討や保存修理軽減を図ります。
調査文化財数：令和2年度　34件
・文化財の状態や管理されている所在場所等を把握し、文化財の防犯・防災対策マニュア
ルを作成に役立てます。
（２）毎月3,000件以上あるアクセスが、HPをリニューアルすることによりアクセス数の増
加します（情報発信の効果拡大）。
・文字情報の他に写真や動画を追加することで、視覚的に見やすくなります。また、動画
による文化財修理や活用状況等を見ることができるようにします。

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要

（１）国・県指定文化財の確認調査とデータベース化
国・県指定文化財の所在場所や所有者の確認調査（対象文化財分野：有形文化財・有形民
俗文化財・史跡・名勝・天然記念物）し、県指定文化財台帳の更新・デジタル化による
データベースを作成しました。【令和2年度～令和6年度】
（２）福井の文化財ホームページリニューアル事業
福井県の文化財のＨＰに文字と写真の情報に加えて、地域・文化財の分野内容ごとに閲覧
できるシステムをリニューアルし、福井の文化財の情報を求める人や、県内外の人々に福
井県の文化財情報の発信や県内埋蔵文化財の分布図を公開等をしました。

番号 措置名 交付金事業の名称

12 地域活性化措置 文化財継承基盤整備事業



評価年度の設定理由

※令和2年度が評価年度のため記載なし

交付金事業の定性的な成果及び評価等

・コロナ禍による緊急事態宣言の発出のため、文化財の保存環境調査のための有識者の招
聘ができなくなり、予定していた３４件よりも少ない２１件の調査となりました。調査の
できた文化財については、適切な維持管理をするための情報を得ることができ、データ
ベース化できました。
・文化財のホームページをリニューアルすることで、検索の項目の追加や地図上の表示な
ど文化財を検索する機能が向上しました。また、子どものためのページや年表などを追加
し、文化財に関する情報を増やすことで文化財について分かりやすいホームページにでき
ました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

成果実績

目標値

達成度

事業期間の設定理由 ―

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

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度



うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 4,956,435 4,956,435

総事業費 4,956,435 4,956,435

交付金充当額 4,956,435 4,956,435

達成度 ％ 100.0%

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

1

活動見込 式 1

34

達成度 ％ 61.8%

2年度

文化財調査件数

活動実績 件 21

活動見込 件
交付金事業の活動指標

及び活動実績

活動指標 単位

ホームページリニューア
ル事業

活動実績 式



指定文化財（工芸品）調査
（12/21）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
10,000

指定文化財（工芸品）調査
（2/19）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
10,000

指定文化財（建造物）調査
協議（11/17）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
10,000

指定文化財（史跡・考古資
料）調査協議（11/18）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
10,000

指定文化財（古文書）調査
（11/3）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員（2名）
20,000

指定文化財（天然記念物）
調査（11/16）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
10,000

指定文化財（名勝）調査協
議（10/23）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
10,000

指定文化財（歴史資料）調
査協議（10/29）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
10,000

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

指定文化財（工芸品）調査
協議（10/19）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
10,000



指定文化財（名勝）調査協
議（10/23）

旅費
福井県文化財保護審議会委

員
10,060

指定文化財（歴史資料）調
査協議（10/29）

旅費
福井県文化財保護審議会委

員
9,880

指定文化財（建造物）調査
（3/29）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
10,000

指定文化財（工芸品）調査
協議（10/19）

旅費
福井県文化財保護審議会委

員
1,480

指定文化財（絵画）調査協
議および調査（3/22、23）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
20,000

指定文化財（史跡）調査
（3/25）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
10,000

指定文化財（考古資料）調
査（3/11）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
10,000

指定文化財（天然記念物）
調査（3/16）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
10,000

指定文化財（考古資料）調
査（2/25、26）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
20,000

指定文化財（工芸品）調査
（3/9）

謝金
福井県文化財保護審議会委

員
10,000



指定文化財（史跡）調査
（3/25）

旅費
福井県文化財保護審議会委

員
4,810

指定文化財（建造物）調査
（3/29）

旅費
福井県文化財保護審議会委

員
2,590

指定文化財（天然記念物）
調査（3/16）

旅費
福井県文化財保護審議会委

員
20,480

指定文化財（絵画）調査協
議および調査（3/22、23）

旅費
福井県文化財保護審議会委

員
42,440

指定文化財（工芸品）調査
（3/9）

旅費
福井県文化財保護審議会委

員
1,850

指定文化財（考古資料）調
査（3/11）

旅費
福井県文化財保護審議会委

員
3,330

指定文化財（天然記念物）
調査（11/16）

旅費
福井県文化財保護審議会委

員
8,080

指定文化財（史跡・考古資
料）調査協議（11/18）

旅費
福井県文化財保護審議会委

員
560

指定文化財（古文書）調査
（11/3）

旅費
福井県文化財保護審議会委

員（1名分）
6,140

指定文化財（建造物）調査
協議（11/17）

旅費
福井県文化財保護審議会委

員
1,480



交付金事業の担当課室 福井県教育庁生涯学習・文化財課

交付金事業の評価課室 福井県教育庁生涯学習・文化財課

調査票送付・同返信用切手
代

随意契約（少額）
福井県庁生活協同組合（福

井市）
33,600

調査票再送付・同返信用切
手代

随意契約（少額）
福井県庁生活協同組合（福

井市）
9,408

消耗品購入（撮影機材） 一般入札 有限会社東光軒（福井市） 224,930

消耗品購入（写真バック
アップ用ハードディスク）

随意契約（少額）
（株）ヤマダデンキ　福井
大和田営業所（福井市）

19,140

ホームページリニューアル
（委託料）

一般入札
共同コンピュータ（株）

（福井市）
3,986,400

備品購入（カメラおよび標
準レンズ）

一般入札 有限会社東光軒（福井市） 379,777



Ⅱ．事業評価個表（２年度）

事業期間の設定理由 ―

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

福井県子ども・子育て支援計画
２　家庭での子育てを応援
〇不妊治療への助成
　不妊治療の中でも、治療費が高額で、医療保険が適用されない体外受精や顕微授精の治
療費の一部を助成します。また、無精子症など男性の不妊治療費のうち、医療保険が適用
されない精巣内精子採取術などの治療費についても一部を助成します。

事業開始年度 ２年度 事業終了（予定）年度 ２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県および福井市

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要

国の特定不妊治療費助成事業の対象とならない治療に対して10万円を限度に助成しまし
た。
ただし、凍結胚移殖等の採卵を伴わない治療（治療法Ｃ・Ｆ）および採卵に至らない治療
（治療法Ｇ・Ｈ）の助成については7万5千円を限度に助成しました。
また、特定不妊治療に至る過程の一環として、男性不妊治療として行う精巣内精子採取術
を実施した場合、5万円を限度に助成しました。
（令和２年度助成延べ件数：106件、助成実人数：71人））

番号 措置名 交付金事業の名称

13 地域活性化措置 不妊治療費助成事業



315

達成度 ％ 80.9% 60.6% 33.7%

2年度

助成金交付件数

活動実績 件 233 191 106

活動見込 件 288

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

315

評価年度の設定理由

―

交付金事業の定性的な成果及び評価等

特定不妊治療を受ける機会の確保および経済的負担の軽減

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

人

成果実績 人 71

目標値 人 180

達成度 ％ 39.4%

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 ２年度

助成金交付
人数



交付金事業の評価課室 福井県健康福祉部子ども家庭課

不妊治療費補助 補助 福井市 3,248,661

交付金事業の担当課室 福井県健康福祉部子ども家庭課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

助成金交付 補助 助成金申請者 5,260,020

うち経済産業省分 18,936,000 11,230,000 8,508,681 38,674,681

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 18,936,000 11,230,000 8,508,681 38,674,681

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 19,730,270 16,197,555 8,508,681 44,436,506



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 ー

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

福井県子ども・子育て支援計画
２　家庭での子育てを応援
〇一時預かり等の実施
　一時的に子育ての手助けが必要なとき、ＮＰＯやシルバー人材センター等が実施する一
時預かりなどのサポートについて支援します。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県（県内１６市町）

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要

市町が実施する、以下のサポート事業に要する経費の一部を補助しました。（社会福祉法
人、ＮＰＯ等に委託可）
①対象事由　　　　疾病、冠婚葬祭等、一時的に子育て等に対する支援が必要な場合
②サポートの種類　一時預かり・保育所等への送迎・家事支援
③補助基準額　　　利用料（上限）：350円（または700円）／時間
　　　　　　　　　保険料（上限）：400円／人（一人当たり年額保険料）
（令和２年度市町補助実績：１６市町、延べ利用者数：38,432人）

番号 措置名 交付金事業の名称

14 地域活性化措置 すみずみ子育てサポート事業



365

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

2年度

サービス提供日数

活動実績 日 365 366 365

活動見込 日 365

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

366

評価年度の設定理由

ー

交付金事業の定性的な成果及び評価等

・既存の子育て支援制度では補いきれない、きめ細かなサービスを実施できました。
・子育て家庭および妊婦家庭における経済的または精神的な負担を軽減できました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

延べ利用者
数

成果実績 人 32,982

目標値 人 47,000

達成度 ％ 70.1%

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

すみずみ子
育てサポー
ト利用者数



すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 坂井市 854,000

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 永平寺町 487,000

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 あわら市 650,000

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 越前市 1,242,000

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 勝山市 46,000

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 鯖江市 3,486,000

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 敦賀市 5,632,000

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 小浜市 3,083,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 福井市 14,989,000

うち経済産業省分 48,607,000 24,928,000 30,937,000 104,472,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 48,607,000 24,928,000 30,937,000 104,472,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 49,650,000 47,570,000 32,286,000 129,506,000



交付金事業の評価課室 福井県健康福祉部子ども家庭課

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 若狭町 37,000

交付金事業の担当課室 福井県健康福祉部子ども家庭課

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 高浜町 72,000

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 おおい町 46,000

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 越前町 4,000

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 美浜町 697,000

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 池田町 14,000

すみずみ子育てサポート事
業費補助

補助 南越前町 947,000



Ⅱ．事業評価個表（２年度）

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

嶺南Ｅコースト計画 令和2年度～
基本戦略Ⅳ　　　多様な地域産業の育成
プロジェクト2　地元企業支援や企業誘致により、多様な産業を育成
主な施策（１）　若狭湾エネルギー研究センターの研究開発、産業支援機能を強化

（目標）
若狭湾エネルギー研究センターにおける民間企業等との共同研究数
令和2年度～令和6年度　100件（累計）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県敦賀市長谷（福井県若狭湾エネルギー研究センター）

交付金事業の概要

　福井県若狭湾エネルギー研究センターは、多様な炉型の原子力発電所の集積による裾野
の広い関連分野の情報集積、原子力やエネルギーに関連する高度な科学技術とこれに精通
した技術者などの人材の集積といった本県の特性を最大限に活かし、原子力やエネルギー
に関連する科学技術と地域産業への応用に係る研究開発、高度な知識や技術を普及するた
めの研修、高度な技術を移転するための交流拠点施設として、地域振興を図ろうとするも
のであり、これらの目的を実現するため、当施設の管理運営を行いました。
 ・入室管理システムの整備　N＝1式

番号 措置名 交付金事業の名称

15
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

若狭湾エネルギー研究センター設備等更新事業



1

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

2年度

修繕件数

活動実績 ％ 2 1 1

活動見込 ％ 2

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

1

評価年度の設定理由

―

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

無

件数

成果実績 件 24

目標値 件 20

達成度 ％ 120.0%

事業期間の設定理由 ―

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 2年度

若狭湾エネル
ギー研究セン
ターにおける
民間企業等と
の共同研究数

事業開始年度 2年度 事業終了（予定）年度 2年度



交付金事業の担当課室 福井県地域戦略部電源地域振興課

交付金事業の評価課室 福井県地域戦略部電源地域振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

入室管理システムの整備 一般入札 （株）TAS（敦賀市） 18,568,000

うち経済産業省分 63,232,000 13,534,000 18,568,000 95,334,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 63,232,000 13,534,000 18,568,000 95,334,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 81,702,000 14,135,000 18,568,000 114,405,000



Ⅱ．事業評価個表（２年度）

事業期間の設定理由 ―

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】
福井県環境基本計画（平成30年度～令和4年度）
第１章　自然と共生する社会づくりの推進
第２節　里山里海湖の保全・再生と活用
〇年縞博物館を拠点に、水月湖年縞の価値を国内外に広く普及します。
【目標】
年縞博物館への来館者数　年間60,000人

事業開始年度 2年度 事業終了（予定）年度 2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県三方上中郡若狭町鳥浜

交付金事業の概要
年縞博物館内のカーテンウォール部分に、ロールスクリーンを設置しました。（建築工事
一式、設計・管理　一式）

番号 措置名 交付金事業の名称

16
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置 年縞博物館環境改善事業



42

達成度 ％ 100.0%

2年度

ロールスクリーン設置数

活動実績 箇所 42

活動見込 箇所

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位

評価年度の設定理由

―

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

無

人数

成果実績 人 42,000

目標値 人 60,000

達成度 ％ 70.0%

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 2年度

年縞博物館へ
の来館者数
年間60,000人



交付金事業の評価課室 福井県安全環境部自然環境課

設計・監理 随意契約（特命）
（株）内藤廣建築設計事務
所（東京都千代田区）

988,900

交付金事業の担当課室 福井県安全環境部自然環境課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

建築工事 一般入札 （株）前田産業（若狭町） 6,256,030

うち経済産業省分 6,029,000 6,029,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 6,029,000 6,029,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 2年度 備　考

総事業費 7,244,930 7,244,930



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 ―

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】
第4次元気な福井の健康づくり応援計画（平成30年度～令和4年度）
　全体目標　「健康長寿日本一」に向けて、健康長寿のさらなる延伸
　基本方針（１）子どもから高齢者までの生涯を通じた健康づくり
　　各世代の県民が日常生活の中に自然に健康づくりの習慣を取り入れ、継続できるよう
支援を進めていきます。
【目標】
運動習慣者（20～64歳）の割合
  平成28年度　男性17.8％、女性18.6％　→　令和4年度　男性30.0％、女性30.0％
　※運動習慣者…1回30分以上で週2回以上の運動を1年以上継続している者

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 小浜市北塩屋（若狭総合公園）

交付金事業の概要
嶺南地域においても年少者から高齢者まで幅広い世代が楽しく体力づくりや健康づくりが
できるよう、スポーツ・レクリエーション施設の整備を行います。令和2年度は、若狭総合
公園の遊具改修工事に係る実施設計を行いました。　N＝1

番号 措置名 交付金事業の名称

17
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

嶺南地域のスポーツ・レクリエーション施設整備事業



1

達成度 ％ 100.0%

2年度

（県事業）設計施設数

活動実績 件 1

活動見込 件

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位

評価年度の設定理由

第4次元気な福井の健康づくり応援計画の終期であるため

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

無

1回30分以上
で週2回以上
の運動を1年
以上継続し
ている者の

成果実績

目標値 30

達成度 ％ 0.0%

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4年度

運動習慣者
（20～64

歳）の割合



交付金事業の担当課室 福井県健康福祉部地域福祉課

交付金事業の評価課室 福井県健康福祉部地域福祉課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

実施設計 指名入札
京福コンサルタント（株）

小浜市
4,488,000

うち経済産業省分 3,613,000 3,613,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,613,000 3,613,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 2年度 備　考

総事業費 4,488,000 4,488,000



Ⅱ．事業評価個表（２年度）

事業期間の設定理由 ―

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

嶺南Ｅコースト計画（令和2年度～）
基本戦略Ⅳ　多様な地域産業の育成
プロジェクト2　地元企業支援や企業誘致の充実により、多様な産業を育成
主な施策
（2）県内企業への原子力・エネルギー関連技術の移転を促進、経営等の支援を充実
・県内企業の新産業創出に向けて、技術・製品の研究開発から販路拡大までを幅広く支援
目標　支援による製品化件数

事業開始年度 2年度 事業終了（予定）年度 2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 公益財団法人　若狭湾エネルギー研究センター

交付金事業実施場所 福井県内（嶺南地域）

交付金事業の概要
公益財団法人若狭湾エネルギー研究センターが実施する、原子力・エネルギー関連技術等
を活用して新たな技術や商品の研究開発に取組む地元企業等への支援事業（嶺南地域新産
業創出モデル事業）に対して助成を行いました。（令和２年度補助実績：５件）

番号 措置名 交付金事業の名称

18 企業導入・産業活性化措置 嶺南地域新産業創出支援事業



7

達成度 ％ 31.3% 43.8% 71.4%

2年度

研究開発費の助成（支援
件数）

活動実績 件 5 7 5

活動見込 件 16

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 1年度

16

評価年度の設定理由

―

交付金事業の定性的な成果及び評価等

（公財）若狭湾エネルギー研究センターに対し、新技術・新製品の研究・開発について５
件
／年の支援を行いました。（防災分野１件、植物工場・施設園芸４件）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

件

成果実績 件 2

目標値 件 3

達成度 ％ 66.7%

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 2年度

製品化件数



交付金事業の担当課室 福井県地域戦略部電源地域振興課

交付金事業の評価課室 福井県地域戦略部電源地域振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

研究開発支援 補助
（公財）若狭湾エネルギー
研究センター（敦賀市）

17,774,736

うち経済産業省分 2,800,000 2,570,000 12,000,000 17,370,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 2,800,000 2,570,000 12,000,000 17,370,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 30年度 1年度 2年度 備　考

総事業費 8,447,906 17,248,388 17,774,736 43,471,030



Ⅱ．事業評価個表（２年度）

事業期間の設定理由 ―

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

嶺南Ｅコースト計画（令和2年度～）

基本戦略Ⅱ　デコミッショニングビジネスの育成
　プロジェクト1　廃止措置工事等への地元企業の参入促進、製品・技術の供給拡大
　主な施策（4）研究開発した製品・技術について、他分野での活用も含めた県内外への販
路開拓を支援

基本戦略Ⅳ　多様な地域産業の育成
　プロジェクト2　地元企業支援や企業誘致の充実により、多様な産業を育成
　主な施策（２）県内企業への原子力・エネルギー関連技術の移転を促進、経営等の支援
を充実

事業開始年度 2年度 事業終了（予定）年度 2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 公益財団法人　若狭湾エネルギー研究センター

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要

公益財団法人若狭湾エネルギー研究センターが実施する、県内企業が研究開発した製品・
サービスの販路開拓への支援に対して助成を行いました。（令和２年度補助実績：５件）

［助成対象者］県内の研究機関や電力事業者との共同研究等により開発した製品等（製
品・サービス）の販路開拓を希望する県内企業または県内企業を含む産学官グループ
 [補助率 、補助上限額] 　1/2、2,000千円／年
 [補助期間]　最長２年

番号 措置名 交付金事業の名称

19 企業導入・産業活性化措置 エネルギー研究成果等販路開拓支援事業



うち経済産業省分 4,000,000

交付金充当額 4,000,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 ２年度 備　考

総事業費 6,962,000

5

達成度 ％ 100.0%

２年度

販路開拓費の助成（支援
件数）

活動実績 件 5

活動見込 件

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位

評価年度の設定理由

販路開拓活動が売上増に反映するには相当期間を要するため

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

無

千円

成果実績 千円

目標値 千円 10,000

達成度 ％

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 5年度

補助対象製
品の売上増
加額合計



交付金事業の担当課室 福井県地域戦略部電源地域振興課

交付金事業の評価課室 福井県地域戦略部電源地域振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

販路開拓支援 補助
公益財団法人若狭湾エネル
ギー研究センター（敦賀
市）

6,962,000

交付金事業の契約の概要



Ⅱ．事業評価個表（2年度）

事業期間の設定理由 ―

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】
　福井経済新戦略（平成31年3月改訂）
【目標】
　製造品出荷額等
　2兆437億円（2016年）→　2兆2,200億円（2023年）

事業開始年度 2年度 事業終了（予定）年度 2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県（３企業）

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要
　国際的に魅力のある産業立地環境を整え、先端技術産業等の立地を促進し、産業構造の
高度化ならびに雇用機会の拡大を図るため、企業が県内に工場等を設置するための経費に
対し補助を行いました。（令和２年度補助実績：３件）

番号 措置名 交付金事業の名称

20 企業導入・産業活性化措置 企業立地促進補助事業



6

達成度 ％ 50.0% 66.7% 50.0%

2年度

補助金交付件数

活動実績 件 4 4 3

活動見込 件 8

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 31年度

9

評価年度の設定理由

―

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

無

福井経済
新戦略

成果実績 円 2兆2,569億円（2020年）

目標値 円 2兆2,200億円（2023年）

達成度 ％ 101.7%

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 2年度

製造品
出荷額等



交付金事業の担当課室 福井県産業労働部企業誘致課

交付金事業の評価課室 福井県産業労働部企業誘致課

施設整備費補助 補助
日本ゼオン㈱（東京都千代

田区）
610,000,000

施設整備費補助 補助 光洋㈱（神奈川県横浜市） 110,210,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

施設整備費補助 補助 タニコー㈱(東京都品川区) 51,000,000

うち経済産業省分 165,000,000 390,136,000 724,422,000 1,279,558,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 165,000,000 500,536,000 724,422,000 1,389,958,000

うち文部科学省分 110,400,000 110,400,000

交付金事業の総事業費等 30年度 31年度 2年度 備　考

総事業費 389,769,000 841,388,000 771,210,000 2,002,367,000



Ⅱ．事業評価個表（2年度）

事業期間の設定理由 ―

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】
　福井経済新戦略（平成31年3月改訂）
【目標】
　製造品出荷額等
　2兆437億円（2016年）→　2兆2,200億円（2023年）

事業開始年度 2年度 事業終了（予定）年度 2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県（４企業）

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要
　県内企業の有望分野への新規参入、工場の増設および設備投資に対し補助金を交付することにより、県
内企業の県外流出を防止するとともに本県経済の活性化を促進しました。（令和２年度補助実績：４件）

番号 措置名 交付金事業の名称

21 企業導入・産業活性化措置 県内成長企業生産拠点拡大促進補助事業



4

達成度 ％ 100.0% 50.0% 100.0%

２年度

補助金交付件数

活動実績 件 2 1 4

活動見込 件 2

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 ３０年度 元年度

2

評価年度の設定理由

―

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

無

福井経済
新戦略

成果実績 円 2兆2,569億円（2020年）

目標値 円 2兆2,200億円（2023年）

達成度 ％ 101.7%

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 2年度

製造品
出荷額等



交付金事業の評価課室 福井県産業労働部企業誘致課

施設整備費補助 補助
信越化学工業㈱（東京都千代田

区）
302,000,000

交付金事業の担当課室 福井県産業労働部企業誘致課

施設整備費補助 補助 ㈱福井村田製作所（越前市） 390,661,000

施設整備費補助 補助 東洋紡㈱（大阪府大阪市） 302,500,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

施設整備費補助 補助
㈱東京セロレーベル（京都府京

都市）
30,000,000

うち経済産業省分 301,215,000 305,346,000 931,020,000 1,537,581,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 301,215,000 305,346,000 931,020,000 1,537,581,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 ３０年度 元年度 ２年度 備　考

総事業費 303,500,000 322,244,000 1,025,161,000 1,650,905,000



Ⅱ．事業評価個表（2年度）

事業期間の設定理由 ―

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】
　福井経済新戦略（平成31年3月改訂）
【目標】
　製造品出荷額等
　2兆437億円（2016年）→　2兆2,200億円（2023年）

事業開始年度 2年度 事業終了（予定）年度 2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県（１企業）

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要
　県・市町による誘致企業が、県内に研究所等を設置して行う研究開発経費を補助するこ
とにより、研究開発型企業等の立地を促進し、産業の創出と育成、雇用機会の確保・拡大
を図り、本県経済の活性化を促進しました。（令和２年度補助実績：１件）

番号 措置名 交付金事業の名称

22 企業導入・産業活性化措置 嶺南地域研究開発型企業等立地促進補助事業



1

達成度 ％ 100.0% 66.7% 100.0%

2年度

補助金交付件数

活動実績 件 3 2 1

活動見込 件 3

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 31年度

3

評価年度の設定理由

―

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

無

福井経済
新戦略

成果実績 円 2兆2,569億円（2020年）

目標値 円 2兆2,200億円（2023年）

達成度 ％ 101.7%

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 2年度

製造品
出荷額等



交付金事業の担当課室 福井県産業労働部企業誘致課

交付金事業の評価課室 福井県産業労働部企業誘致課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

研究開発費補助 補助
日本電産テクノモータ㈱

（京都府京都市）
100,000,000

うち経済産業省分 175,350,000 158,334,000 40,000,000 373,684,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 175,350,000 158,334,000 40,000,000 373,684,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費等 30年度 31年度 2年度 備　考

総事業費 240,132,000 158,334,000 100,000,000 498,466,000



Ⅱ．事業評価個表（R2年度）

事業期間の設定理由 ―

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】
　「嶺南Eコースト計画」
　　　多様な地域産業の育成
　　　　・技術の高度化、地元企業等への技術移転による次世代の農林水産業を実現
【目標】
　事業採択数　年間１ヶ所

事業開始年度 R2年度 事業終了（予定）年度 R2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県小浜市飯盛

交付金事業の概要

成長産業として期待されている植物工場への参入を図る企業を県内に誘致し地域の活性化
を図るため、県内への植物工場企業参入に向けた企業誘致および植物工場等を設置するた
めの経費に対し補助を行いました。（令和２年度実績：補助１件（植物工場建設）、大規
模展示会出展１件）

番号 措置名 交付金事業の名称

23 企業導入・産業活性化措置 植物工場立地促進事業



達成度 ％ 100.0%

1

活動見込 1

1

達成度 ％ 100.0%

2年度

企業誘致課活動

活動実績 式 1

活動見込
交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

植物工場採択件数

活動実績 件

評価年度の設定理由

－

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

無

件数

成果実績 件 1

目標値 件 1

達成度 ％ 100.0%

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 R2年度

植物工場
採択件数

R2年度 1件



交付金事業の評価課室 福井県農林水産部園芸振興課

大規模展示会出展小間料 随意契約（少額）
リードエグジビションジャ
パン（株）（東京都新宿

区）
715,000

交付金事業の担当課室 福井県農林水産部園芸振興課

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

施設整備費補助 補助 ㈱悠晴（東京都立川市） 142,422,000

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 58,863,000 58,863,000

総事業費 143,137,000 143,137,000

交付金充当額 58,863,000 58,863,000

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 ―

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】
　ふくいの水産業基本計画（平成２７年度～令和元年度）
　１生産量の増大プロジェクト
　④定置漁業・底曳網漁業の生産力強化
　　・県内の主要漁業である定置漁業と底曳網漁業を対象に、
　　　生産量の増加に向けた経営基盤強化を支援
【目標】
　漁獲量　現状　　　定置漁業：6,600トン　底曳網漁業：3,500トン（平成２５年度）
　　　　　最終目標　定置漁業：8,085トン　底曳網漁業：3,550トン（令和５年度）

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県（２市町）

交付金事業実施場所 福井県内一円（越前町、おおい町）

交付金事業の概要
経営基盤強化支援：定置漁業および底曳網漁業に携わる漁業経営体が行う、生産量の増加
に向けた施設整備等（定置網の改良・移設、底曳網漁船の代船建造等）に対して支援しま
した。（補助率1/3、令和２年度補助実績：2件）

番号 措置名 交付金事業の名称

24 企業導入・産業活性化措置 定置漁業・底曳網漁業振興対策事業



2

達成度 ％ 100.0% 75.0% 100.0%

2年度

補助金交付件数
（経営基盤強化対策・経
営基盤強化支援）

活動実績 件 4 3 2

活動見込 件 4

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

4

評価年度の設定理由

翌年度漁期の総漁獲量をもとに評価を行うため

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

無

トン

成果実績 トン

目標値 トン 2670

達成度 ％

交付金事業の成果目標
及び成果実績

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４年度

漁獲増加量
（平成25年

度比）



交付金事業の評価課室 福井県農林水産部水産課

補助事業 補助 おおい町 18,348,000

交付金事業の担当課室 福井県農林水産部水産課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

補助事業 補助 越前町 33,333,000

うち経済産業省分 71,100,000 40,628,000 20,672,000 132,400,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 71,100,000 40,628,000 20,672,000 132,400,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 83,466,000 47,167,371 51,681,000 182,314,371



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 ―

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】
「福井県地域振興計画」
◇安全・安心の確保　　○福祉・医療サービスの充実
【目標】
・令和元年度以降の年間治療患者の目標数を180人とし、北陸３県を中心に当県の陽子線が
ん治療をＰＲすることにより、目標達成に向け患者獲得に努めます。

事業開始年度 2年度 事業終了（予定）年度 2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県福井市四ツ井　福井県立病院陽子線がん治療センター

交付金事業の概要

　陽子線がん治療センターを安定的に運営するに当たり、必要な機器・備品等の整備を行
うため、電源立地地域対策交付金を活用しました。
 （整備内容）・エリアモニタ、放射線管理設備、ワークステーション、
　　　　　　　 エレクトロメータ、水平用水ファントムの購入
　　　　　 　・CT用QAファントム附属PC端末およびソフトウェアの更新
　　　　　　 ・治療使用PCの更新            （N＝1式）

番号 措置名 交付金事業の名称

25 福祉対策措置 陽子線がん治療施設整備事業



246

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

2年度

開所日数

活動実績 日 245 244 246

活動見込 日 245

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

244

評価年度の設定理由

―

交付金事業の定性的な成果及び評価等

同種の施設が近隣で開所された影響等により患者数は伸び悩んでいるため、出前講座の開
催や陽子線施設見学会の受け入れなど、患者数増に向けた取り組みを行っています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

人数

成果実績 人 177

目標値 人 180人（年間）

達成度 ％ 98.3%

交付金事業の成果目標
及び成果実績

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 2年度

患者数
年間180人



CT用QAファントム附属PC端
末およびソフトウェアの更

新
随意契約（見積合わせ） （株）ミタス（福井市） 1,001,000

治療使用PCの更新 随意契約（見積合わせ）
（株）北陸ワキタ福井営業

所（福井市）
567,600

放射線管理設備の購入 随意契約（特命）
富士電機（株）関西支社

（大阪市）
13,750,000

ワークステーションの購入 （一般）入札
（株）北陸ワキタ福井営業

所（福井市）
11,220,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

エリアモニタの購入 随意契約（特命）
富士電機（株）関西支社

（大阪市）
6,050,000

うち経済産業省分 6,014,000 32,078,000 38,092,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 6,014,000 32,078,000 38,092,000

うち文部科学省分 0 0 0

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 7,568,996 36,478,200 44,047,196



交付金事業の担当課室 福井県健康福祉部地域医療課

交付金事業の評価課室 福井県健康福祉部地域医療課

水平用水ファントムの購入 随意契約（特命）
（株）日立製作所福井支店

（福井市）
1,650,000

治療装置データ解析・管理
用パソコンの購入

随意契約（見積合わせ）
丸文通商（株）福井支店

（福井市）
832,700

エレクトロメータの購入 随意契約（見積合わせ）
丸文通商（株）福井支店

（福井市）
1,406,900



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

評価年度の設定理由

調査結果を確認できるのが令和3年12月頃であるため

よくわかると
答えた生徒数
／全生徒数

成果実績 ％

目標値 ％ 36.9

達成度 ％

事業期間の設定理由 ―

交付金事業の成果目標
及び成果実績

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

授業の内容が
よくわかると
答えた生徒の

割合

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

福井県教育振興基本計画（令和2年度～令和6年度）
　方針1：学ぶ喜びを知り、自ら進んで学ぶ意欲と力の育成
　 1．確かな学力の育成
　 （1）基礎・基本の定着
　 　②ＩＣＴを活用した授業改善
　　　　県立学校においてＡＩ教材等のデジタル教材を活用し、一人一人の能力や特性に
　　　　応じた学習や協働学習を効果的に実施するためのタブレット端末を配備
 目標：学習者用コンピュータ1台当たりの生徒数　高校 3人/台

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県内一円　県立中学校1校、県立高等学校27校

交付金事業の概要
　タブレットならではの利点を生かした個別学習の質の向上を図るとともに、効果的な協
働学習を実現させるため、県立中学校・高等学校に生徒用タブレット1,799台および教員用
タブレット751台を整備しました。

番号 措置名 交付金事業の名称

26 福祉対策措置 学校におけるタブレット活用促進事業



交付金事業の担当課室 福井県　教育庁　教育政策課

交付金事業の評価課室 福井県　教育庁　教育政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

機器調達 一般入札
西日本電信電話㈱（福井

市）
148,280,000

うち経済産業省分 113,370,000 113,370,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 113,370,000 113,370,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 2年度 備　考

総事業費 148,280,000 148,280,000

2,420

達成度 ％ 105.4%

2年度

タブレット整備台数

活動実績 台 2,550

活動見込 台

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位

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

無

交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

事業期間の設定理由 ―

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】
福井県教育振興基本計画
方針6：ふるさとを愛する心と社会に貢献する志の育成
　1 社会や地域を担う人材の育成　(2)産業教育の推進
【目標】
県内企業に就職した高卒者の3年以内の離職率　34.9%(H30)から低下させる

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要

産業教育を実施するために必要な実験実習設備（トータルステーションシステム・6尺旋盤
等）の設備を県立学校6校において実施しました。
　産業教育：農業、工業、商業、水産業その他の産業に従事するために必要な知識、技能
および態度を習得させるための教育

番号 措置名 交付金事業の名称

27 福祉対策措置 産業教育設備整備事業



うち経済産業省分 43,481,874 23,666,000 45,500,000 112,647,874

交付金充当額 43,481,874 23,666,000 45,500,000 112,647,874

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 43,481,874 29,375,136 67,635,700 140,492,710

8

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

2年度

設備整備件数

活動実績 件 20 14 8

活動見込 件 20

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

14

評価年度の設定理由

令和３年３月卒業生の３年以内離職状況が判明する時期が令和６年であるため

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

無

34.9%未満

成果実績 ％

目標値 ％ 34.9未満

達成度 ％

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６年度

県内企業に就
職した高卒者
の3年以内の離
職率



交付金事業の評価課室 福井県教育庁教育政策課

備品購入 一般競争入札 吉岡幸（株）（福井市） 23,408,000

交付金事業の担当課室 福井県教育庁教育政策課

備品購入 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 8,580,000

備品購入 一般競争入札 （株）三笠商会（福井市） 21,780,000

備品購入 随意契約（少額） 東洋溶剤（株）（福井市） 726,000

備品購入 一般競争入札 吉岡幸（株）（福井市） 2,750,000

備品購入 一般競争入札 （有）谷川商会（福井市） 7,141,200

備品購入 随意契約（少額） （株）苅安商店（福井市） 830,500

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

備品購入 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 2,420,000

交付金事業の契約の概要



Ⅱ．事業評価個表（２年度）

評価年度の設定理由

―

人数

成果実績 人 42,000

目標値 人 60,000

達成度 ％ 70.0%

事業期間の設定理由 ―

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 ２年度

年縞博物館へ
の来館者数
年間60,000人

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】
福井県環境基本計画（平成30年度～令和4年度）
第１章　自然と共生する社会づくりの推進
第２節　里山里海湖の保全・再生と活用
〇年縞博物館を拠点に、水月湖年縞の価値を国内外に広く普及します。

【目標】
年縞博物館への来館者数　年間６０，０００人

事業開始年度 ２年度 事業終了（予定）年度 ２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県三方上中郡若狭町鳥浜

交付金事業の概要
年縞研究および年縞を通じた環境教育の推進に資するため、年縞に関係する資料を現物ま
たは映像などで収集・保存し、展示資料の充実を図りました。(設置委託　一式、配筋調査
一式)

番号 措置名 交付金事業の名称

28 地域活性化措置 「年縞」活用推進事業



交付金事業の評価課室 福井県安全環境部自然環境課

配筋調査 随意契約（少額）
（株）前田産業（三方上中
郡若狭町能登野）

52,800

交付金事業の担当課室 福井県安全環境部自然環境課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

設置委託 随意契約（特命）
（株）乃村工藝社（東京都
港区）

3,190,000

うち経済産業省分 35,368,000 1,209,000 3,039,000 39,616,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 35,368,000 1,209,000 3,039,000 39,616,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 35,855,092 1,218,460 3,242,800 40,316,352

310

達成度 ％ 100.0% 100.3% 90.0%

2年度

開館日数309日
開館時間9時～17時

活動実績 日 166 310 279

活動見込 日 166

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

309

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

無

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（ 2 年度）

事業期間の設定理由 ※単年度事業のため記載なし

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

「福井県教育振興基本計画（令和２～６年度）」
「第３次福井県子どもの読書活動推進計画」
【目標（R6）】
・平日の読書時間が全くない児童（小学６年）の割合　15.0%（R1 15.5%）
・平日の読書時間が全くない生徒（中学３年）の割合　30.0% (R1 32.1%)
・１か月に１冊も本を読まない高校生の割合　        40.0%（R1 43.8%）
・「読書が好き」な児童（小学６年）の割合　　　　　R6の全国平均
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（R1 福井県:72.6%全国平均:75.0%）

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要

　子どもの読書活動を効果的に推進するために、読書活動に関わる人たちの連携・協力を
図り、家庭、地域、学校を通じた子どもの読書活動を推進することにより、子どもが自主
的に楽しく読書に親しむ環境を整え、子どもの健やかな成長を促しました。
　事業内容：推奨図書の選定および冊子の作成配布、保護者への普及啓発、
　　　　　　ボランティアや図書館・児童館職員への研修機会の提供、
　　　　　　ジュニア司書養成講座・図書館宿泊体験企画の開催　等

番号 措置名 交付金事業の名称

29 地域活性化措置 子どもの読書活動推進事業



うち経済産業省分 1,993,634 1,993,634

交付金充当額 1,993,634 1,993,634

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 2年度 備　考

総事業費 1,993,634 1,993,634

28

達成度 ％ 82.1%

2年度

子どもの読書を普及啓発
する講座の開催回数

活動実績 回 23

活動見込 回

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位

評価年度の設定理由

―

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

無

参加者数

成果実績 名 401

目標値 名 325

達成度 ％ 123.4%

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

子どもの読
書を普及啓
発する講座



第4回 推奨図書選定会議アド
バイザー謝礼(12/10)

謝金 選書アドバイザー（3名） 30,000

子どもの読書推進会議委員
謝礼(10/22)

謝金 推進会議委員(1名) 5,000

保育者のための絵本研修会
講師謝礼(11/17,18,27)

謝金 講師 30,000

保護者向け講演会講師謝礼
(10/10)

謝金 講師 10,000

子どもの読書推進会議委員
謝礼(10/22)

謝金 推進会議委員(6名) 30,000

第2回 推奨図書選定会議アド
バイザー謝礼(8/7)

謝金 選書アドバイザー（3名） 30,000

第3回 推奨図書選定会議アド
バイザー謝礼(9/11)

謝金 選書アドバイザー（3名） 30,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

第1回 推奨図書選定会議アド
バイザー謝礼(6/26)

謝金 選書アドバイザー（3名） 30,000

交付金事業の契約の概要



子どもの読書推進会議委員
旅費(10/22)

旅費 推進会議委員(6名) 7,040

子どもの読書推進会議委員
旅費(10/22)

旅費 推進会議委員(1名) 560

保護者向け講演会講師旅費
(10/10)

旅費 講師 2,590

子どもの読書推進会議委員
旅費(10/22)

旅費 推進会議委員(1名) 6,840

第2回 推奨図書選定会議アド
バイザー旅費(8/7)

旅費 選書アドバイザー（3名） 2,410

第3回 推奨図書選定会議アド
バイザー旅費(9/11)

旅費 選書アドバイザー（3名） 2,410

図書館宿泊体験企画 講座講
師謝礼(10/3)

謝金 講師 20,000

第1回 推奨図書選定会議アド
バイザー旅費(6/26)

旅費 選書アドバイザー（3名） 2,410

子ども読書指導者養成講座
講師謝礼
(11/21,28,12/12,19,1/30,2/6
)

謝金 講師 40,000



ジュニア司書養成講座 ゴム
印

随意契約（少額） 江川堂印房(株)　福井市 5,500

ジュニア司書養成講座 スタン
プ台 ゴム印

随意契約（少額） 江川堂印房(株)　福井市 8,690

ジュニア司書養成講座 配付
用布バック 名札

随意契約（少額） イワイ(株)　福井市 10,918

子ども読書指導者養成講座
講師旅費
(11/21,28,12/12,19,1/30,2/6
)

旅費 講師 5,550

ジュニア司書養成講座 ポス
ター印刷用紙

随意契約（少額） イワイ(株)　福井市 2,671

保育者のための絵本研修会
講師旅費(11/27)

旅費 講師 560

第4回 推奨図書選定会議アド
バイザー旅費(12/10)

旅費 選書アドバイザー（3名） 2,410

子どもの読書指導者研修会
旅費(11/5)

旅費 講師 4,960

保育者のための絵本研修会
講師旅費(11/17,18)

旅費 講師 1,120



ジュニア司書養成講座(嶺南)
記念品図書カード

随意契約（少額） (株)安部書店　福井市 3,000

子どもの読書推進会議委員
用飲料

随意契約（少額）
福井県庁生活協同組合　福
井市

1,176

ジュニア司書養成講座(嶺北)
記念品図書カード

随意契約（少額） (株)安部書店　福井市 16,000

ジュニア司書養成講座 のり等 随意契約（少額）
用品等集中管理事業特別会
計

1,004

子ども読書指導者養成講座
チラシ印刷用紙

随意契約（少額） イワイ(株)　福井市 1,722

ジュニア司書養成講座 認定
証用紙

随意契約（少額） イワイ(株)　福井市 1,023

ジュニア司書養成講座 配付
用ピンバッチ

随意契約（少額） (株)シンコー　福井市 67,815

ジュニア司書養成講座 模造
紙 クーピー等

随意契約（少額） イワイ(株)　福井市 8,817

ジュニア司書養成講座 参加
者用マウスシールド

随意契約（少額） イワイ(株)　福井市 4,400



交付金事業の評価課室 福井県教育庁生涯学習・文化財課

図書館宿泊体験企画 委託料 随意契約（少額）
(福)足羽福祉会足羽ワークセ
ンター　福井市

247,500

交付金事業の担当課室 福井県教育庁生涯学習・文化財課

加賀美幸子氏講演会ポス
ター印刷

随意契約（少額） 創文堂印刷(株)　福井市 79,750

図書館宿泊体験企画 参加者
保険料

随意契約（少額） (株)エール水仙　福井市 7,500

ジュニア司書養成講座 リーフ
レット印刷

随意契約（少額） やしろ印刷　福井市 29,150

子どもの成長段階に応じた推
奨図書掲載冊子印刷

一般入札 小川印刷(株)　福井市 1,202,080

子どもの読書指導者研修会
講師用飲料

随意契約（少額）
福井県庁生活協同組合　福
井市

108

子どもの読書指導者研修会
講師用昼食

随意契約（少額）
(福)足羽福祉会足羽ワークセ
ンター　福井市

950



Ⅱ．事業評価個表（　2年度）

事業期間の設定理由 ―

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】
　新ふくいの農業基本計画〔令和元年度～5年度〕
　　プロジェクト：農村の魅力創出・交流促進
　　　６　農村コミュニティの活性化と農村文化の昂揚
　　　　（２）農地、水を守り、能ある風景や農村文化を次世代に継承
【目標】
　農村のくらしに深刻な影響を及ぼしている鳥獣害の拡大を防止します

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県（県内５市町）

交付金事業実施場所 福井県内一円

交付金事業の概要
近年、イノシシおよびシカによる農業被害等が増加しているため、里地への侵入防止、農
作物の被害軽減を目的として、山ぎわに設置する獣害防止ネット柵の整備費に対し補助し
ました。（令和２年度補助実績：５件、整備延長：Ｌ＝7.05km）

番号 措置名 交付金事業の名称

30 地域活性化措置 獣害防止ネット柵整備支援事業



うち経済産業省分 17,653,000 2,700,000 6,680,000 27,033,000

交付金充当額 17,653,000 2,700,000 6,680,000 27,033,000

うち文部科学省分 0

交付金事業の総事業費等 30年度 元年度 2年度 備　考

総事業費 19,691,000 5,856,000 13,445,000 38,992,000

5

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

2年度

補助金交付件数
（獣害防止ネット柵の整
備に対する補助）

活動実績 件 1 3 5

活動見込 件 1

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 30年度 元年度

3

評価年度の設定理由

―

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

無

被害額
（千円）

成果実績 千円 0

目標値 千円 700

達成度 ％ 100.0%

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

ネット柵を整
備した集落の
被害額を3割以

上減少



交付金事業の担当課室 福井県農林水産部中山間農業・畜産課

交付金事業の評価課室 福井県農林水産部中山間農業・畜産課

獣害防止ネット柵整備補助 補助
越前市（越前市有害鳥獣対

策協議会）
1,794,000

獣害防止ネット柵整備補助 補助
越前町（越前町有害鳥獣対

策協議会）
8,601,000

獣害防止ネット柵整備補助 補助
永平寺町（永平寺町有害鳥

獣対策協議会）
650,000

獣害防止ネット柵整備補助 補助
鯖江市（鯖江市有害鳥獣対

策協議会）
365,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

獣害防止ネット柵整備補助 補助
福井市（福井市有害鳥獣対

策協議会）
2,035,000

交付金事業の契約の概要



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

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】
第4次元気な福井の健康づくり応援計画（平成30年度～令和4年度）
　全体目標　「健康長寿日本一」に向けて、健康長寿のさらなる延伸
　基本方針（１）子どもから高齢者までの生涯を通じた健康づくり
　　各世代の県民が日常生活の中に自然に健康づくりの習慣を取り入れ、継続できるよう
支援を進めていきます。
【目標】
運動習慣者（20～64歳）の割合
  平成28年度　男性17.8％、女性18.6％　→　令和4年度　男性30.0％、女性30.0％
　※運動習慣者…1回30分以上で週2回以上の運動を1年以上継続している者

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県（美浜町）
交付金事業実施場所 美浜町久々子（美浜町総合運動公園）

交付金事業の概要

嶺南地域においても年少者から高齢者まで幅広い世代が楽しく体力づくりや健康づくりが
できるよう、スポーツ・レクリエーション施設の整備を行いました。令和２年度は、美浜
町が行う美浜町総合運動公園の公園遊具およびウォーキングコース案内看板の整備に対す
る補助を行いました。（令和２年度補助実績：１件）

番号 措置名 交付金事業の名称

31
公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等措
置

嶺南地域のスポーツ・レクリエーション施設整備事業（補助金）



評価年度の設定理由
第4次元気な福井の健康づくり応援計画の終期であるため

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
無

1回30分以上
で週2回以上
の運動を1年
以上継続し
ている者の

割合

成果実績

目標値 30

達成度 ％ 0.0%

事業期間の設定理由 ―

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４年度

運動習慣者
（20～64

歳）の割合

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度



交付金事業の担当課室 福井県健康福祉部地域福祉課

交付金事業の評価課室 福井県健康福祉部地域福祉課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
補助事業 補助 美浜町 25,688,717

うち経済産業省分 11,214,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 11,214,000

うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

２年度 年度 年度 備　考

総事業費 25,688,717

達成度 ％ 100.0%

年度

（補助事業）補助市町数
活動実績 件 1
活動見込 件 1

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 ２年度 年度



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）
（単位：円）

交付金事業に要し
た経費

110,400,000 110,400,0001
企業導入・
産業活性化
措置

福井県地域活性化基金造成事業
〔企業立地促進補助事業〕

福井県

番号 備　考交付金充当額措置名
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



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

措置名 交付金事業の名称

企業導入・ 産業活性化措置 福井県地域活性化基金造成事業〔企業立地促進補助事業〕

番号

1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

福井経済
新戦略

2兆2,200億

評価年度 令和５年度

本県では、国際的にも魅力ある産業立地環境を整え、先端技術産業等の立地を促進し、県内産業の空洞化
に対処し、産業構造の高度化、雇用機会の拡大を図り、もって本県経済の健全な発展と県民生活の安定向
上に資するため、誘致企業が、県内に工場等を設置する際の施設整備費等に対する補助を行っており、こ
の補助事業に活用するため、基金を造成します。

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】
  福井経済新戦略（平成31年3月改訂）
【目標】
　製造品出荷額等
　2兆437億円（2016年）→　2兆2,200億円（2023年）

成果実績

目標値

令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度事業開始年度

成果目標 成果指標

―事業期間の設定理由

達成度

円

円

％

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

基金の活用期間に合せて設定

―

―

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

製造品
出荷額等

2兆2,200億円
（2023年）

交付金事業実施場所 美浜町、若狭町、南越前町、越前町、越前市、池田町

交付金事業の概要



交付金事業の担当課室

交付金事業の評価課室

福井県産業労働部企業誘致課

福井県産業労働部企業誘致課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

基金造成 積立 ― 110,400,000

110,400,000

達成度

活動指標

千円

千円

％ 100

基金造成額

110,400

110,400

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 令和２年度 年度 年度 備　考

110,400,000

110,400,000

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２年度単位

活動実績

活動見込


