
平成30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）

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

文部科学省
239,225,760
経済産業省
58,833,240

２ 陽子線がん治療施設運営事業 福井県 402,082,380 297,094,000

文部科学省
238,451,240
経済産業省
58,642,760

１ 若狭湾エネルギー研究センター維持運営事業 福井県 469,007,000 298,059,000

３

１０
陽子線がん治療利用促進事業

福井県

８
敦賀港釣り公園転落防止柵補修事業

福井県

９
エネルギー研究開発拠点化計画改定事業

福井県 5,407,274 4,108,000

12,651,398 12,336,000

１１

若狭湾エネルギー研究センター設備等更新事業
福井県 81,702,000 63,232,000

6,750,000 6,075,000

５
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 417,680 340,000

４
「年縞」活用推進事業

福井県 35,855,092 35,368,000

７
水産試験場　海上生簀連絡桟橋修繕工事

福井県 13,186,800 7,484,000

６
栽培漁業センター　魚類Ｂ棟鉄骨補強修繕

福井県 9,882,000 7,484,000

教育ＩＣＴ環境整備事業
福井県 133,094,880 120,982,000



71,100,000

301,215,000

165,000,000

162,383,000

２４
県内成長企業生産拠点拡大促進補助事業（先端産
業創出企業支援特例事業）

１３
三方湖のヒシ対策事業

福井県 17,997,120 12,636,000

１２
実習船「雲龍丸（仮称）」建造事業

福井県 5,184,000 3,630,000

１５
タイムスケイプ研究・活用事業

福井県 657,478 599,138

１４
里山里海湖魅力向上検討事業

福井県 2,659,610 2,407,000

１７
ふくい健康の森リニューアル事業

福井県 386,971,560 339,396,000

１６
福井情報スーパーハイウェイ管理運営事業

福井県 81,000,000 56,700,000

１９
温排水漁場環境調査事業

福井県 2,685,533 1,875,000

１８
サンドーム福井施設修繕事業

福井県 51,878,880 38,012,000

２１
廃炉ビジネス参入企業支援事業 福井県

（敦賀商工会議所）
2,167,777 2,100,000

２０

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）
8,447,906 2,800,000

福井県
（１企業）

303,500,000

２５
企業的園芸支援事業 福井県

（３市町）
225,007,433

２３
企業立地促進補助事業 福井県

（２企業）
389,769,000

２２
嶺南地域研究開発型企業等立地促進補助事業 福井県

（２企業）
240,132,000 175,350,000

２６
定置漁業・底曳網漁業振興対策事業 福井県（福井県漁業協同組合連

合会、３市町）
83,385,811



３３

福井県３１
不妊治療費助成事業

19,730,270

福井県

福井県

福井県

福井県

102,092,000

２８
教職員パソコン等配置事業

84,382,338 76,770,000

２７
県立学校等情報ネットワーク推進事業

145,845,360

３０
産業教育実習用コンピュータ整備事業

33,491,826 23,991,000

２９
ＣＡＩ学習装置整備事業

39,065,692 28,032,000

獣害防止ネット柵整備支援事業 福井県
19,691,000 17,653,000

３４
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
（１３市町）

111,248,000 60,997,000

18,936,000

３２
すみずみ子育てサポート事業 福井県

（１６市町）
49,650,000 48,607,000

３５

ふるさと企業人材確保支援事業 福井県 3,997,832 3,461,000

産業教育設備整備事業 福井県 43,481,874 43,481,874

三方青年の家外壁補修事業 福井県 13,137,120 9,209,000

３７

３６

３９
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 110,400,000 110,400,000

３８
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 361,238,000 361,238,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０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

エネルギー研究開発拠点化計画（平成17年度～）
第3章　具体的な取組
2　研究機能の強化
（3）若狭湾エネルギー研究センターの新たな役割
　①県内企業の製品化を目指した研究開発　②県内外の企業や県内外の企業や大学等への
施設設備の開放

目標　エネルギー研究センターの設備・機器の利用件数　2,800件以上／年

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 敦賀市長谷

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、当施設の管理運営を行い、これらの目的を実現するため事業を推進します。

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

番号 措置名 交付金事業の名称



交付金充当額 298,059,000 298,059,000 298,059,000 894,177,000

うち文部科学省分 230,576,227 239,923,365 239,225,760 709,725,352

総事業費 469,007,000 469,007,000 469,007,000 1,407,021,000

うち経済産業省分 67,482,773 58,135,635 58,833,240 184,451,648

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

15

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

15

達成度 ％ 140.0% 180.0% 160.0%

30年度

県内企業等との共同研究
数

活動実績 件 21 27 24

活動見込 件 15

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 平成30年度

設備・機器
利用数

2,800件以上

エネルギー
研究開発拠
点化計画

成果実績 件 1,580

目標値 件 2,800

達成度 件 56.4%

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

令和元年度にエネルギー研究開発拠点化計画の改定を予定しており、設備・機器利用件数
の目標についても併せて検討します。



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）

469,007,000

交付金事業の契約の概要



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

　陽子線がん治療センターにおいて、施設の安定的な運営を行うことにより、施設を県民
にひろく利用していただき、県が目指す「がん予防・治療日本一」の推進を図るため、施
設の維持管理や治療装置の運転維持などの業務委託を実施しました。（平成30年4月～31年
3月）

措置名 交付金事業の名称

福祉対策措置 陽子線がん治療施設運営事業

事業開始年度

―事業期間の設定理由

平成30年度 事業終了（予定）年度

交付金事業実施場所 福井市四ツ井　

交付金事業の概要

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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意(平成27年度～平成30年度）
◇県民の健康・サポートシステム　　○県立病院の経営改善
【目標】
・陽子線がん治療センターについて、 北陸３県おけるセミナーの開催、民間の医療専門人
材活用等により、保険適拡大おび治実績をＰＲし患者を増やします
　30年度目標　180人/年

番号

２

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

平成30年度



245

244

91.1%

評価年度

開所日数

成果実績

目標値

244 244

％

244

成果目標 成果指標

30年度29年度

達成度

人

人

％

交付金事業の活動指標
及び活動実績

達成度

164

180

「福井ふる
さと元気宣
言」推進に
関する政策
合意

単位

活動実績

活動見込

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

―

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。

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

患者数
30年度180人

活動指標

日

日 245

平成30年度

100.0% 100.0% 100.0%

28年度



PET/CT装置保守業務委託 一般競争入札 （株）ミタス（福井市） 26,438,400

放射線情報システム保守業
務委託

一般競争入札
（株）北陸ワキタ福井営業

所　（福井市）
3,132,000

空調設備保守点検業務委託 一般競争入札
北陸設備工業（株）

（福井市）
18,036,000

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）
263,520,000

MRI装置保守点検・校正業
務委託

一般競争入札 （株）ミタス（福井市） 17,172,000

放射線管理設備保守点検業
務委託

随意契約（特命）
富士電機（株）福井サービ

スセンター（福井市）
6,912,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金事業の総事業費
等

402,082,380 1,053,572,940

電気設備保守点検業務委託 一般競争入札
吉水建機（株）

（福井市）
3,132,000

297,094,000

238,451,240

58,642,760

927,571,000

735,685,648

191,885,352

327,477,000

253,333,773

74,143,227

303,000,000

243,900,635

59,099,365

交付金事業の契約の概要

交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分

330,186,780 321,303,780

28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費



交付金事業の評価課室 福井県　健康福祉部　地域医療課

モンテカルロ・三次元線量
分布解析計算機保守委託

一般競争入札
キヤノンシステムアンドサ
ポート（株）北陸営業部福

井営業所（福井市）
4,872,960

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）
58,867,020

交付金事業の担当課室 福井県　健康福祉部　地域医療課



Ⅱ．事業評価個表（平成３０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

エネルギー研究開発拠点化計画（平成17年度～）
第3章　具体的な取組
3　研究機能の強化
（3）若狭湾エネルギー研究センターの新たな役割
　①県内企業の製品化を目指した研究開発　②県内外の企業や県内外の企業や大学等への
施設設備の開放

目標　エネルギー研究センターの設備・機器の利用件数　2,800件以上／年

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 敦賀市長谷

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の設備は、設置後20年が経過し、応急処置的な修
繕では対処しきれない不具合が発生し、放置しておくとセンター内の高額な科学機器に影
響を与える、施設の利用が困難となるほか、利用者や職員等に危害を与える恐れがあるこ
とから、Ｈ30年度に、2か所の修繕工事を実施しました。（自動空調制御リモートコント
ローラー更新、個人線量計システム更新）

番号 措置名 交付金事業の名称

3
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



うち経済産業省分 41,729,000 15,295,000 63,232,000 120,256,000

交付金充当額 41,729,000 15,295,000 63,232,000 120,256,000

うち文部科学省分

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

2

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

2

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

修繕件数

活動実績 件 2

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 50,990,040 21,833,280 81,702,000 154,525,320

2 2

活動見込 件 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 平成30年度

設備・機器
利用数
2,800件以上

エネルギー
研究開発拠
点化計画

成果実績 件 1,580

目標値 件 2,800

達成度 件 56.4%

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

令和元年度にエネルギー研究開発拠点化計画の改定を予定しており、設備・機器利用件数
の目標についても併せて検討します。



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

個人線量計システム修繕 一般競争入札
富士電機㈱福井サービスセ
ンター（福井市）

17,820,000

交付金事業の契約の概要

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

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

自動制御ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ更新 一般競争入札 前田設備工業㈱(敦賀市) 63,882,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業期間の設定理由 ―

番号 措置名 交付金事業の名称

4
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」活用推進事業

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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意（平成27年度～平成30年度）
◇元気な里山里海湖　　〇福井の宝「世界の年縞」
　　学術的に高い評価を受ける水月湖年縞を観光にも積極的に活用する年縞博物館につい
て、30年9月の開館を目指し、建築や展示、外構工事を進めるとともに、近隣施設と連携し
誘客を図ります。
【目標】
　年縞博物館への来館者数　年間60,000人
　（平成30年度は9月開館のため、30,000人）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 三方上中郡若狭町鳥浜　

交付金事業の概要
　地質学的年代測定の世界標準である水月湖「年縞」を教育・観光などに有効に活用する
ため、年縞博物館等の施設において、研究備品（電子天秤、偏光顕微鏡、年縞保存庫等）
や事務備品（作業机・椅子等）を購入・設置しました。



交付金充当額 35,368,000

うち文部科学省分

総事業費 35,855,092

うち経済産業省分 35,368,000

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

開館日数166日（平成30
年度）
開館時間9時～17時

活動実績 日 166

活動見込 日 166

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 平成30年度

年間来館者
数
30年度に3万
人

「福井ふる
さと元気宣
言」推進に
関する政策
合意

成果実績 人 30,818

目標値 人 30,000

達成度 ％ 102.7%

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

平成30年9月の開館以降、一般向けの講座開催や展示物の充実など、施設の魅力向上に努め
ています。



交付金事業の評価課室 福井県  安全環境部  自然環境課

研究備品購入 随意契約（少額） (株)服部商会(福井市) 756,000

交付金事業の担当課室 福井県  安全環境部  自然環境課

(株)キハラ(敦賀市) 2,546,640

研究用消耗品購入 随意契約（少額） (株)服部商会(福井市) 1,316,628

研究備品購入 一般競争入札
ホシザキ北信越(株)福井営

業所(福井市)
3,110,400

事務備品購入 一般競争入札

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

研究備品購入 一般競争入札 (株)服部商会(福井市) 28,125,424

交付金事業の契約の概要



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業期間の設定理由 施設の完成まで４年間（見込）を要するため

番号 措置名 交付金事業の名称

5
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

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％　→　平成34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 平成30年度 事業終了（予定）年度 令和３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 福井県一円

交付金事業の概要
　嶺南地域の既存施設の整備を行うことにより、スポーツ・レクリエーション施設の機能
を強化し、県民の健康づくりを推進します。平成30年度は利用者や専門家、地元市町等に
よる検討委員会を開催し、整備箇所、整備内容等を検討しました。



うち経済産業省分 340,000

うち文部科学省分

総事業費 417,680

交付金充当額 340,000

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 66.7%

検討会開催回数

活動実績 回 2

活動見込 回 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 令和４年度

運動習慣者
（20～64
歳）の割合

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 ％

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

―



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

委員謝金・旅費(第２回) ― 検討委員会委員 39,990

資料作成委託 随意契約（少額）
（株）第一コンサル

（福井市）
324,000

委員謝金・旅費(第１回) ― 検討委員会委員 53,690

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



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業期間の設定理由 ―

番号 措置名 交付金事業の名称

6
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

栽培漁業センター魚類Ｂ棟鉄骨補強修繕

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～）
【目標】
◎養殖業の拡大
○さとうみの宿向けの増養殖強化
・さとうみの宿でニーズが高い魚種（マハタ、アオリイカ、カワハギ、マダイ、ナマコな
ど）を増養殖

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 小浜市堅海　福井県栽培漁業センター

交付金事業の概要

　安全な種苗飼育環境を整えるため、栽培漁業センター魚類Ｂ棟の鉄骨部分の補強を行い
ました。
　落下防止補強材・プレート塗装　120ヶ所
　鉄骨主根巻補強　本柱　18ヶ所・間柱　26ヶ所



交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 29年度 30年度

1

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0% 100.0%

修繕件数

活動実績 件 2 1

活動見込 件 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 平成30年度

マダイ稚魚
の生産およ
び配布：全
地区の要望
数の100％

全長50mmサ
イズの種苗
の生産
全地区の要
望数合計
100,000尾

成果実績 尾 100,000

目標値 尾 100,000

達成度 ％ 100.0%

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

鉄骨部分の補強が完了し、魚類Ｂ棟で飼育しているマダイ、ヒラメ、アユ等について安全
に種苗生産を行えるようになりました。また目標としていたマダイ稚魚の生産および配布
についても、目標を100％達成できました。



交付金事業の担当課室 福井県  農林水産部  水産課

交付金事業の評価課室 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

施設維持修繕 一般競争入札 轟産業㈱（福井市） 9,882,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 9,528,000 7,484,000 17,012,000

うち文部科学省分

総事業費 13,543,200 9,882,000 23,425,200

うち経済産業省分 9,528,000 7,484,000 17,012,000

交付金事業の総事業費
等

29年度 30年度 備　考



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

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 平成30年度

福井県の水
温環境に適
合したマハ
タ親魚の養
成

全長400㎜サ
イズの2才魚
500尾を飼育

成果実績 尾 500

目標値 尾 500

達成度 ％ 100.0%

番号 措置名 交付金事業の名称

7
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

水産試験場海上生簀連絡桟橋修繕工事

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・施設】
ふくいの水産業基本計画（平成27年度～）
【目標】
◎養殖業の拡大
○沿岸漁業（定置網・磯根漁）の漁獲量増大

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 敦賀市浦底　

交付金事業の概要

　安全な試験研究環境を整えるため、水産試験場海上生簀連絡桟橋の修繕を行いました。
　　劣化スパン撤去　　　　Ｌ＝12ｍ　Ｗ＝2.5ｍ
　　床版製作及び設置　　　Ｌ＝2ｍ　Ｗ＝2.5ｍ　厚さ15㎝×6枚
　　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ製作及び設置　33㎡



交付金事業の担当課室 福井県  農林水産部  水産課

交付金事業の評価課室 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

施設維持修繕 一般競争入札 （株）安田建設（敦賀市） 13,186,800

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 7,484,000

うち文部科学省分 0

総事業費 13,186,800

うち経済産業省分 7,484,000

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

修繕件数

活動実績 件 1

活動見込 件 1

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

―

交付金事業の定性的な成果及び評価等

桟橋の修繕が完了し、海上生簀で飼育しているマハタ、トラフグ等について、安全な試験
研究が行えるようになりました。また、調査船の係留についても支障が無くなりました。



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

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 平成30年度

転落事故件
数0件

「福井ふる
さと元気宣
言」推進に
関する政策

合意

成果実績 件 0

目標値 件 0

達成度 ％ 100.0%

番号 措置名 交付金事業の名称

8
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

敦賀港釣り公園転落防止柵補修事業

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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意(平成27年度～平成30年度）
◇あらゆる災害対応を迅速第一　　○インフラ施設の長寿命化対策
【目標】
平成27年から平成31年末までの5か年で、定期的な点検結果に基づき港湾施設などの維持・
補修を行い、長寿命化を進めます。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 敦賀市鞠山

交付金事業の概要
　既設の転落防止柵は、経年劣化し、塗装が剥がれ腐食が起きていたため、耐食性に優れ
るステンレス製の柵（延長129ｍ）に取り替えました。



交付金事業の担当課室 福井県　土木部　港湾空港課

交付金事業の評価課室 福井県　土木部　港湾空港課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

施設維持修繕 一般競争入札 ㈱中西鋼機（敦賀市） 6,750,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 6,075,000

うち文部科学省分

総事業費 6,750,000

うち経済産業省分 6,075,000

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

転落防止柵改修延長

活動実績 ｍ 129

活動見込 ｍ 129

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

―

交付金事業の定性的な成果及び評価等

転落防止柵の修繕を行ったことにより、安心して釣りを楽しめる環境が整いました。



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業期間の設定理由 国の具体的な施策を踏まえ、計画を改定する必要があるため

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 令和元年度

成果実績

目標値

達成度

評価年度の設定理由

計画改定を令和元年度に予定しているため

番号 措置名 交付金事業の名称

9 企業導入・産業活性化措置 エネルギー研究開発拠点化計画改定事業

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

エネルギー研究開発拠点化計画（平成17年度～）
1　安全・安心の確保
2　研究開発機能の強化
3　人材の育成・交流
4　産業の創出・育成

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

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 福井県嶺南地域一円

交付金事業の概要

　地域と原子力の自立的な連携を目指して、本県を原子力を中心としたエネルギーの総合
的な研究開発拠点地域とするべく策定した「エネルギー研究開発拠点化計画」を、「もん
じゅ」の廃止措置への移行など社会経済情勢の変化に対応するため改定に着手することと
し、30年度は現行計画の成果を総括するとともに、計画改定に向けた基礎調査の実施や関
係者間での会議を開催しました。



交付金充当額 4,108,000

うち文部科学省分

総事業費 5,407,274

うち経済産業省分 4,108,000

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

会議開催回数

活動実績 回 4

活動見込 回 4

交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　30年度は計画改定に向けた基礎調査として、現行計画の成果を総括するとともに、国内
外のエネルギーを活用した産業振興事例を調査しました。また、産業界や事業者、研究機
関、行政等が参画するワーキンググループにおいて計画改定を議論しました。



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

報償費・旅費 ― 委　員 275,650

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

福井県庁生活協同組合
（福井市）

6,784

会議開催費（会場設営） 随意契約（少額） ㈲リンクス（敦賀市） 89,640

会議開催費（茶菓） 随意契約（少額） ㈲グリーム（敦賀市） 2,400

会議開催費（茶菓） 随意契約（少額）

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

調査委託 随意契約（公募）
㈱価値総合研究所

（東京都千代田区）
5,032,800

交付金事業の契約の概要



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

180

達成度 ％ 91.1%

事業期間の設定理由 ―

成果目標 成果指標 単位 評価年度 平成30年度

患者数
30年度180人

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

―

「福井ふる
さと元気宣
言」推進に
関する政策
合意

成果実績 人 164

目標値 人

番号 措置名 交付金事業の名称

10 福祉対策措置 陽子線がん治療利用促進事業

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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意(平成27年度～平成30年度）
◇県民の健康・サポートシステム　　○県立病院の経営改善
【目標】
・陽子線がん治療センターについて、 北陸３県おけるセミナーの開催、民間の医療専門人
材活用等により、保険適拡大おび治実績をＰＲし患者を増やします
　30年度目標　180人/年

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 福井市四ツ井　

交付金事業の概要
　陽子線がん治療センターにおいて、当該センターがより利用しやすくなるよう、治療技
術の向上に係る研究やセミナー開催等の普及啓発事業を実施しました。



備　考

244

12,336,000 19,684,904

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費
等

総事業費

交付金充当額

うち文部科学省分 0 0 0

28年度 29年度 30年度

100.0%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標

開所日数

旅費（研究開発協議） ― 研究員・事務員 224,350

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額（見込）

細胞実験に必要な備品購入 随意契約（少額）
宇野酸素㈱福井営業所

（福井市）
1,107,000

うち経済産業省分 7,348,904

7,348,904 12,336,000 19,684,904

活動見込 日

7,435,679 12,651,398 20,087,077

30年度

活動実績 日 244 244 245

単位 28年度 29年度

244 245

達成度 ％ 100.0% 100.0%

交付金事業の成果目標
及び成果実績

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

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ますが、当事業によ
り、北陸３県において陽子線治療の普及啓発を実施し、特に福井県内からの患者数増に貢
献しました。

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

一般競争入札 Bigmac（株）（福井市） 2,957,040

交付金事業の担当課室 福井県　健康福祉部　地域医療課

公開講座の開催（福井） 随意契約（特命）
（公財）福井市ふれあい公

社（福井市）
136,320

公開講座の開催（パネル作
成）

随意契約（少額）
㈱リンクコーポレーション

（福井市）
96,768

公開講座の開催（石川） 随意契約（特命） ㈱北國新聞社（金沢市） 1,080,000

公開講座の開催（富山） 随意契約（特命）
㈱北日本新聞社

（富山市）
1,009,800

説明書・同意書等の英訳 随意契約（特命）
日本エマージェンシーアシ
スタンス（株）（東京都）

1,338,120

ホームページの英訳 随意契約（特命）
共同コンピュータ㈱

（福井市）
702,000

共同治療・研究 寄付
国立大学法人金沢大学

（金沢市）
2,000,000

共同治療・研究 寄付
国立大学法人福井大学

（福井市）
2,000,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

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 平成30年度

成果実績 件

目標値 件

達成度 ％

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

　プロジェクター等のＩＣＴ機器を導入したことにより、板書時間の短縮による授業効率
のアップや、多様な教材を瞬時に提示することにより質も向上しました。教員の意識も向
上し、プロジェクター用の教材開発も進んだため、機器を導入した学校の80％以上の教員
が、ＩＣＴ機器を活用した授業を実施しました。

番号 措置名 交付金事業の名称

11 福祉対策措置 教育ICT環境整備事業

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（平成27年度～令和元年度）
　方針2：夢や希望を実現する「突破力」を身に付ける教育の推進
　　（2）知識の活用、意見発表など自ら考え行動する力を身に付ける教育の推進
　　　　○ＩＣＴ機器を活用したスマート教育を推進
目標：全ての学校でＩＣＴ機器を活用した授業を実施

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 福井県一円　県立高等学校13校

交付金事業の概要
　板書時間の短縮による授業の効率化や多様な教材の提示により生徒の関心・意欲を高め
るため、県立高等学校13校の全普通教室236教室にプロジェクター、教員用タブレット、無
線ＬＡＮを整備しました。



交付金事業の評価課室 福井県  教育庁  教育政策課

交付金事業の担当課室 福井県  教育庁  教育政策課

保守委託 一般競争入札 三谷商事㈱（福井市） 3,991,680

物品購入 一般競争入札 三谷商事㈱（福井市） 20,367,720

物品購入 一般競争入札 三谷商事㈱（福井市） 6,260,760

物品購入 一般競争入札 三谷商事㈱（福井市） 34,143,120

物品購入 一般競争入札 三谷商事㈱（福井市） 30,880,440

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

物品購入 一般競争入札 三谷商事㈱（福井市） 37,451,160

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 120,982,000

うち文部科学省分

総事業費 133,094,880

うち経済産業省分 120,982,000

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

プロジェクター設置教室
数

活動実績 室 236

活動見込 室 236

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

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 平成30年度

成果実績

目標値

達成度 ％

評価年度の設定理由

―

番号 措置名 交付金事業の名称

12 福祉対策措置 実習船「雲龍丸（仮称）」建造事業

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（平成27年度～令和元年度）
方針3：社会への参加を進め、高度な専門知識・技能を身に付ける教育の推進
（2）高度な技術・技能、専門的知識が身に付けられる教育の充実
【目標】
 　生徒一人ひとりの適性に合わせた就労支援を充実

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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

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26
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（仮称）」とした新しい実習船を建造します。平成30年度は実習船の設計を実施しまし
た。



交付金事業の評価課室 福井県　教育庁　学校振興課

交付金事業の担当課室 福井県　教育庁　学校振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

設計業務委託 一般競争入札
（一社）海洋水産システム

協会(東京都中央区)
5,184,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 3,630,000

うち文部科学省分

総事業費 5,184,000

うち経済産業省分 3,630,000

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

概要設計・基本設計

活動実績 式 1

活動見込 式 1

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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　新実習船にかかる概要設計および基本設計を実施しました。翌年度以降に建造を行い、
若狭高校の実習等で使用して、海洋分野の即戦力となるような人材育成を図るとともに、
若狭湾全域での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
成等を図ります。



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

事業期間の設定理由 ―

番号 措置名 交付金事業の名称

13 地域活性化措置 三方湖のヒシ対策事業

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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意（平成27年度～平成30年度）
◇交流ネットワークの拡大　〇「高速交通開通アクション・プログラム」の実行
　敦賀開業の効果を嶺南全域に波及させるため、三方五湖エリアの魅力アップや民宿集落
の活性化支援、まちづくりや産業のプレイヤーの育成など、若狭湾エリアの地域構想の各
プロジェクトを着実に具体化・実施します。
　三方湖に繁茂するヒシの刈り取りを実施し湖景観等を改善することで、三方五湖全体の
魅力を向上させ、嶺南地域の活性化につなげます。
【目標】
三方五湖周辺の観光客数の増加に寄与する　年間約300,000人

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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、三方五湖全体の魅力を
向上させ、嶺南地域の活性化に寄与します。（作業日数：123日、刈り取り面積：215ha）



交付金充当額

うち文部科学省分

うち経済産業省分 12,636,000

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

総事業費 17,997,120

ヒシの刈り取り面積

活動実績 ha 215

交付金事業の成果目標
及び成果実績

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

活動見込 ha 240

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

　ヒシの刈り取りを実施したことにより、三方五湖周辺の環境改善、景観維持に寄与しま
した。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

12,636,000

達成度 ％ 89.5%

無

「福井ふる
さと元気宣
言」推進に
関する政策
合意

成果実績 人 282,000

目標値 人 300,000

達成度 ％ 94.0%

成果目標 成果指標 単位 評価年度 平成30年度

三方五湖周
辺の観光客
数　年間
300,000人



随意契約（特命）
特定非営利活動法人　世界
に誇るラムサール湿地三方
五湖を育む会

17,997,120

交付金事業の評価課室 福井県安全環境部自然環境課

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

ヒシ刈取業務委託



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

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 平成30年度

周遊ガイド
コースの設
定数3ルート

福井県環境
基本計画

成果実績 ルート 3

目標値 ルート 3

達成度 ％ 100.0%

番号 措置名 交付金事業の名称

14 地域活性化措置 里山里海湖魅力向上検討事業

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】
　検討会の開催
　周遊ガイドコースの設定　3ルート

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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　福井県年縞博物館

交付金事業の概要

　三方五湖周辺施設（福井県年縞博物館、里山里海湖研究所、若狭三方縄文博物館、道の
駅三方五湖等）が連携して魅力向上策について検討し、水月湖年縞を始めとした若狭地方
の優れた地形・地質や景観、植生、文化財等を、実際に現地で周遊し体感できるガイド
コースとして3ルート設定しました。



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

報償費・旅費 ― 検討委員会委員 78,410

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

地形地質等に関する調査委
託

指名競争入札
京福コンサルタント(株)

(小浜市)
2,581,200

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 2,407,000

うち文部科学省分

総事業費 2,659,610

うち経済産業省分 2,407,000

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

検討会開催回数

活動実績 回 1

活動見込 回 1

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

―

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　ガイドコースを設定したことにより、若狭地方の優れた地形・地質や景観、植生、文化
財等を実際に現地で周遊し体感しやすい環境を醸成し、普及啓発に貢献しました。



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

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 平成30年度

年間来館者
数　30年度
に3万人

福井県環境
基本計画

成果実績 人 30,818

目標値 人 30,000

達成度 ％ 102.7%

番号 措置名 交付金事業の名称

15 地域活性化措置 タイムスケイプ研究・活用事業

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
　（平成30年度は9月開館のため、30,000人）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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

　地質学的年代測定の世界標準である水月湖「年縞」を教育・観光に活用する年縞博物館
において、施設の魅力を向上させ嶺南地域の活性化に寄与するために、年縞研究と関わり
のある最新の研究成果について調査し、調査結果を博物館において紹介するとともに、一
般向けのミニ講座を開催しました。



交付金事業の評価課室 福井県　安全環境部　自然環境課

交付金事業の担当課室 福井県　安全環境部　自然環境課

報償費・旅費 ― 研究者 454,300

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

文献書籍の購入 随意契約（少額） (株)勝木書店(福井市) 203,178

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 599,138

うち文部科学省分

総事業費 657,478

うち経済産業省分 599,138

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

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

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

研究者によるミニ講座の
開催

活動実績 回 4

活動見込 回 4

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

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

　調査結果の紹介やミニ講座を開催し、施設の魅力向上に努め、嶺南地域の活性化に寄与
しました。



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

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

福井情報スーパーハイウェイ管理運営事業

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

高速通信サービスを提供するため整備した福井情報スーパーハイウェイの管理運営を行っ
ています。
①電気通信役務
　アクセスポイント（メイン5か所、サブ11か所）間を光ファイバ専用線により通信サービ
スを提供
②運用管理業務
　アクセスポイント（メイン5か所、サブ11か所）に設置した機器等の監視や解析、利用者
の接続、工事、運用状況の報告（定例会の開催）、技術的な照会への対応等
③保守業務
　複数の機器メーカとの保守契約を一元的に集約し、故障時等に対応
④ハウジング
　アクセスポイント、NOC、予備機器保管のスペース費用、電気料等



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IT推進アクションプラン（平成13年度～平成17年度）
　第４章　IT推進アクションプラン
　　３　主要プロジェクト
　　　（１０）福井県情報スーパーハイウェイ（仮称）などの整備
　　　　　・本庁、各合同庁舎、土木事務所、産業情報センターを高速・大容量の
　　　　　　通信回線で接続し、本庁および各合同庁舎にアクセスポイント（接続
　　　　　　点）を設置します。
【目標】
県民生活の向上、情報の地域間格差の是正、行政の効率化・電子化

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

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 平成30年度

継続かつ安
定したネッ
トワーク運

営

ハイウェイ
に起因する
サービス停

止

成果実績 件 0

目標値 件 5

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由

―



交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、福井情報スーパーハイウェイの管理運営を安定かつ継続して行う
ことができ、ネットワークに起因する利用者の行政サービスなどの停止案件を年間0件とす
ることができました。
引き続き、福井情報スーパーハイウェイが安定したネットワークサービスを継続して提供
可能なこと、安全な通信環境であること、また、本事業が電源立地地域対策交付金を財源
としていることについて県内市町等に周知し、さらなる利活用推進を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

365

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

年間稼働日数

活動実績 日 365 365 365

活動見込 日 365

交付金事業の総事業費等 28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

365

総事業費 81,000,000 81,000,000 81,000,000 243,000,000

うち経済産業省分 81,000,000 81,000,000 56,700,000 218,700,000

交付金充当額 81,000,000 81,000,000 56,700,000 218,700,000

うち文部科学省分



交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 福井県　地域戦略部　統計情報課

交付金事業の評価課室 福井県　地域戦略部　統計情報課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

管理運営委託
随意契約

（プロポーザル）

(株)NTT西日本‐北陸福井
支店ITビジネスセンタ

（福井市）
81,000,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

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

ふくい健康の森リニューアル事業

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

交付金事業に関係する主要政策・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～平成３４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：ふくい健康の森　年間利用者数　60万人

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 平成30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 福井市真栗町

交付金事業の概要
ふくい健康の森が、県民の健康づくりと生きがいづくりに利用される施設であり続けるた
め、利用が少なくなった施設の一部をリニューアルし、スケートパークやファミリー健康
広場（アスレチック遊具）等を整備しました。

事業期間の設定理由 完成まで2年間を要するため



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 令和元年度

ふくい健康
の森利用者

数

第4次元気な
福井の健康
づくり応援

計画

成果実績 人

目標値 人 600,000

達成度 ％

評価年度の設定理由

リニューアル初年度である元年度に年間利用者数60万人を目指す

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　リニューアル工事が完了したことで、県民の健康づくりと生きがいづくりに貢献し、施
設利用者の増加が見込まれます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

施設整備箇所数

活動実績 箇所 4

活動見込 箇所 4

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 備　考

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

総事業費 26,306,640 386,971,560 413,278,200

交付金充当額 18,830,000 339,396,000 358,226,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 18,830,000 339,396,000 358,226,000



契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

スケートパーク整備工事 一般競争入札 本郷土建（株）（福井市） 28,954,800

交付金事業の契約の概要

スケートパーク照明工事 一般競争入札 岩見電工（株）（福井市） 18,392,400

ファミリー健康広場遊具整
備

一般競争入札 谷崎工業（株）（福井市） 32,378,400

スケートパーク整備工事 一般競争入札
（株）松田（幸）組（福井

市）
144,007,200

スケートパーク整備工事 一般競争入札 丸一建設（株）（福井市） 31,609,440

交付金事業の評価課室 福井県　健康福祉部　地域福祉課

ウオーキングコース舗装 一般競争入札 大協建設（株）（福井市） 20,066,400

交付金事業の担当課室 福井県　健康福祉部　地域福祉課

大型屋根整備 一般競争入札
（株）エージー空間建築

（福井市）
91,755,720

ウオーキングコース舗装 一般競争入札 山本（清）組（福井市） 19,807,200



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

18
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

サンドーム福井施設修繕事業

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

福井経済新戦略（改訂版） 平成27年4月
基本戦略1　福井の強みに磨きをかけ、現行の戦略を次の段階に高める
戦略3　産業支援機関のレベルアップ　　7．産業支援機関や施設全体の機能を強化する
（目標）
イベントホール、小ホールの利用率
　Ｈ25年度　50％　⇒　令和2年度　70％

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 越前市瓜生町

交付金事業の概要

　サンドーム福井は福井県の産業振興施設として、商品開発支援、展示・販売、大規模な
コンベンションホールなどの多様な機能を有しています。
　このサンドーム福井の管理会議棟の外壁調査を平成25年度に実施した結果、修繕の必要
な箇所が多数発見されました。
また、平成28年9月の台風16号接近時には管理会議棟とエネルギー棟において、コンクリー
ト劣化により建物に入った亀裂が原因と思われる雨漏りが発生しました。
施設の保守、外壁落下等による事故を防ぎ、利用者の安全を確保するために、修繕工事
（管理棟　3,391㎡、プロパン庫　21.9㎡）を実施しました。



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 平成30年度

小ホール利
用率

利用日数/開
館日数

成果実績 ％ 52.7（188日/358日）

目標値 ％ 70（250日/358日）

達成度 ％ 75（188日/250日）

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

修繕工事を実施したことにより、平成30年10月に開催した福井しあわせ元気国体、元気大
会では雨漏りの被害が発生することなく、無事に終えることができました。
一方で工事期間中については、防音シート等の外観から営業していないと捉えられるケー
スもあり、利用が伸び悩みました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0% 100.0%

外壁修繕件数

活動実績 件 1 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 29年度 30年度

1



交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 備　考

総事業費 948,240 51,878,880 52,827,120

うち経済産業省分 704,592 38,012,000 38,716,592

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 704,592 38,012,000 38,716,592

うち文部科学省分

交付金事業の評価課室 福井県　産業労働部　産業技術課

外壁修繕工事 一般競争入札
（株）岡本ペンキ店

（敦賀市）
27,099,360

交付金事業の担当課室 福井県　産業労働部　産業技術課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

外壁修繕工事 一般競争入札 荒鹿建設(株)（勝山市） 24,779,520



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

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 温排水漁場環境調査事業

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】
福井ふるさと元気宣言
10 原子力・エネルギーの確かな将来展望と地域振興
【目標】
◆「安全最優先」の原子力行政

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 福井県嶺南地域

交付金事業の概要
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するために、原子力発電所全面
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）が与える影響を調査しました。

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 平成30年度

成果実績 回

目標値 回

達成度 ％



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

―

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
続けています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

10

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

沿岸海域調査回数（5海
域）

活動実績 回 10 10 10

活動見込 回 10

交付金事業の総事業費等 28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

10

総事業費 2,501,283 2,358,275 2,685,533 7,545,091

交付金充当額 2,132,000 2,132,000 1,875,000 6,139,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 2,132,000 2,132,000 1,875,000 6,139,000



契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

調査用消耗品調達 随意契約 用品等集中管理特別会計 13,341

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 福井県  農林水産部  水産課
交付金事業の評価課室 福井県  農林水産部  水産課

船舶用燃料代 随意契約 福井県漁業協同組合連合会 2,610,179

調査報告書作成 随意契約
山幸印刷製本工業（有）

（敦賀市）
62,013



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

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 嶺南地域新産業創出支援事業

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

エネルギー研究開発拠点化計画（平成17年度～）
第3章　具体的な取組
4　産業の創出・育成
（1）産学官連携による技術移転体制の構築
（2）原子力発電所の資源を活用した新産業の創出
（3）企業誘致の推進

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県（（公財）若狭湾エネルギー研究センター）

交付金事業実施場所 福井県内嶺南地域一円

交付金事業の概要

エネルギー研究開発拠点化計画に掲げる「産業の創出・育成」を推進するため、（公財）
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。

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 平成30年度

製品化件数
エネルギー
研究開発拠
点化計画

成果実績 件 4

目標値 件 3

達成度 ％ 133.3%

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

（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。（原子力・エネルギー分野4件、環境分野1件）
　引き続き、嶺南地域の産業活性化に取り組んでいきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

16

達成度 ％ 80.0% 50.0% 31.3%

30年度

支援件数

活動実績 件 12 8 5

活動見込 件 15

交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

16

総事業費 26,437,880 8,447,906 34,885,786

うち経済産業省分 15,099,000 2,800,000 17,899,000

交付金充当額 15,099,000 2,800,000 17,899,000

うち文部科学省分



交付金事業の契約の概要

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）

8,447,906



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

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 廃炉ビジネス参入企業支援事業

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

　ふくい創生・人口減少対策戦略
　　　　基本戦略4　ローカル産業、グローバル観光革命
　　　　　（１）人口減少を乗り切るローカル産業革命
　　　　　　③地場産業の競争力強化
　　　　　　　・県内原子力発電所の廃炉を地域振興につなげるため、廃炉を産業
　　　　　　　　化するための共同研究を進めるとともに、県内企業の廃炉業務へ
　　　　　　　　の参入を促進する。
目標：
　　廃炉工事に必要な資格を従業員が新たに取得した企業数　15社（平成30年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 福井県敦賀市神楽町

交付金事業の概要

美浜原子力発電所1、2号機および敦賀原子力発電所1号機の廃炉により、平成28年度末から
廃止措置工事が開始されています。廃止措置工事に参入するためには幅広い技術が求めら
れることから、工事参入を希望しているが、必要な資格を有する従業員が不足している県
内企業に対し、県内企業の廃炉ビジネスへの参入を促進するため、従業員の資格取得に対
する支援を行いました。

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 平成30年度

廃炉措置工
事参入のた
め資格取得
に取り組ん
だ者（延べ

人数）

ふくい創
生・人口減
少対策戦略

成果実績 人 185

目標値 人 150

達成度 ％ 123.3%

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

30年度に資格取得に取り組んだ人は目標値を上回る185人となりました。県内企業の廃炉ビ
ジネスへの参入を引き続き促進していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

15

達成度 ％ 20.0% 146.7% 140.0%

30年度

当該制度を活用した県内
企業

活動実績 件 3 22 21

活動見込 件 15

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

15



交付金事業の総事業費等 28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 244,434 1,686,427 2,167,777 4,098,638

うち経済産業省分 244,434 1,648,726 2,100,000 3,993,160

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 244,434 1,648,726 2,100,000 3,993,160

うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 福井県　産業労働部　産業政策課

交付金事業の評価課室 福井県　産業労働部　産業政策課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

資格取得支援 補助 敦賀商工会議所 2,167,777



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

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事業

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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意(平成27年度～平成30年度）
◇県・市町一体の企業誘致　　○本社機能の誘致と産業団地の整備促進
【目標】
平成27年から平成31年末までの5か年で、県内における新増設を含めた企業立地件数150件
（年間30件）を達成します。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 小浜市遠敷、敦賀市莇生野

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す。

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 平成30年度

企業立地件
数

30年度に30
件

「福井ふる
さと元気宣
言」推進に
関する政策

合意

成果実績 件 34

目標値 件 30

達成度 ％ 113.3%

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

30年度は目標としていた企業立地件数30件を超えることができました。引き続き、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ていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

3

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

補助金交付件数

活動実績 件 3 3 3

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 28年度 29年度

3



交付金事業の総事業費等 28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 238,075,000 238,921,000 240,132,000 717,128,000

交付金充当額 175,116,000 204,400,000 175,350,000 554,866,000

うち文部科学省分

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㈱

（小浜市）
100,000,000

うち経済産業省分 175,116,000 204,400,000 175,350,000 554,866,000

交付金事業の契約の概要

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

研究開発費補助 補助
日本電産テクノモータ㈱

（小浜市）
100,000,000

研究開発費補助 補助
㈱ナ・デックスプロダクツ

（敦賀市）
40,132,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

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 企業立地促進補助事業

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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意(平成27年度～平成30年度）
◇県・市町一体の企業誘致　　○本社機能の誘致と産業団地の整備促進
【目標】
平成27年から平成31年末までの5か年で、県内における新増設を含めた企業立地件数150件
（年間30件）を達成します。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 坂井市三国町米納津、福井市石橋町

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。

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 平成30年度

企業立地件
数

30年度に30
件

「福井ふる
さと元気宣
言」推進に
関する政策

合意

成果実績 件 34

目標値 件 30

達成度 ％ 113.3%



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

―

交付金事業の定性的な成果及び評価等

30年度は目標としていた企業立地件数30件を超えることができました。引き続き、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ていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 25.0%

補助金交付件数

活動実績 件 2

活動見込 件 8

交付金事業の総事業費等 30年度 備　考

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

総事業費 389,769,000

うち経済産業省分 165,000,000

交付金充当額 165,000,000

うち文部科学省分



交付金事業の契約の概要

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
第一稀元素化学工業㈱

（福井市）
239,769,000

交付金事業の担当課室 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

施設整備費補助 補助 小西化学工業㈱（坂井市） 150,000,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

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 県内成長企業生産拠点拡大促進補助事業

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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意(平成27年度～平成30年度）
◇県・市町一体の企業誘致　　○本社機能の誘致と産業団地の整備促進
【目標】
平成27年から平成31年末までの5か年で、県内における新増設を含めた企業立地件数150件
（年間30件）を達成します。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 敦賀市東洋町

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す。

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 平成30年度

企業立地件
数

30年度に30
件

「福井ふる
さと元気宣
言」推進に
関する政策

合意

成果実績 件 34

目標値 件 30

達成度 ％ 113.3%



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

―

交付金事業の定性的な成果及び評価等

30年度は目標としていた企業立地件数30件を超えることができました。引き続き、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ていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

補助金交付件数

活動実績 件 1

活動見込 件 1

交付金事業の総事業費等 30年度 備　考

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

総事業費 303,500,000

うち経済産業省分 301,215,000

交付金充当額 301,215,000

うち文部科学省分



交付金事業の契約の概要

交付金事業の評価課室 福井県  産業労働部  企業誘致課

交付金事業の担当課室 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

施設整備費補助 補助
ゼノマックスジャパン㈱

（敦賀市）
303,500,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

25 企業導入・産業活性化措置 企業的園芸支援事業

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

福井県では、園芸産出額の増大を目的に、平成18年から企業的園芸経営体の誘致・育成に
努めてきました。平成25年までに、県全体で園芸産出額は142億円（平成20年度比30％増）
となり、企業的園芸経営体も、園芸産出額の増加に貢献してきました。
  平成27年度からは、新たに、ふくいの農業基本計画を策定し、4つの戦略に基づく施策を
進めています。戦略の一つ、適農適地の園芸・畜産産地形成プロジェクトではエリア別の
振興方策を定め、坂井北部丘陵地や嶺南地域では、企業的園芸経営体の誘致・育成の一層
の推進を掲げ、平成30年には県全体で園芸産出額180億円の達成を目標としています。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 福井県一円

交付金事業の概要

企業的園芸支援事業では、平成23年度から本交付金を活用し、企業的な経営を目指す農業
法人や農業参入を目指す企業への施設・機械整備等に対して助成しています。今後も園芸
産出額の増大に向け、継続して企業的園芸経営体の誘致・育成を進めることを目標として
います。
平成30年度は、小浜市、あわら市、坂井市において、機械・施設等の整備費を助成しまし
た。

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5年度

当該事業採
択企業（H23
以降分）の
園芸産出額

当該事業に
よる増加額
10.5億円

（H22 0 →
R35  10.5億

円

成果実績 億円

目標値 億円 10.5億円

達成度 ％

評価年度の設定理由

平成３０年度の最終採択から経営が完全に軌道に乗る５年後に目標金額以上を達成してい
ることを補助の要件としていることから、最短の令和５年度に評価を実施します。

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

2

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

事業採択数

活動実績 社 2 2 2

活動見込 社 2

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

2



交付金事業の総事業費等 28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 34,325,062 226,940,166 225,007,433 486,272,661

うち経済産業省分 25,977,000 176,076,000 162,383,000 364,436,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 25,977,000 176,076,000 162,383,000 364,436,000

うち文部科学省分

事業審査会会場使用料 随意契約（特命） 福井県水産会館管理委員会 18,360

展示会出展料 随意契約（特命）
施設園芸・植物工場展事務

局
399,600

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

事業審査会報償費・旅費 ― 事業審査委員 41,480

展示会電気設備使用料 随意契約（特命） ㈱純光社(東京都江戸川区) 16,686

旅費（企業訪問） ― 生産振興課職員 294,722

展示会出展備品レンタル料 随意契約（特命）
㈱ﾎﾞｯｸｽ・ﾜﾝ(東京都江戸川

区)
99,576

展示会展示品等送料 随意契約（少額） 福井県庁生活協同組合 12,797

現地セミナーバス代 随意契約（少額）
㈱ﾜｺｰｻｰﾋﾞｽ（福井県敦賀

市)
53,860



現地セミナー報償費 ― ２企業 40,000
経営確立支援 補助 小浜市 1,000,000

現地セミナー飲料代 随意契約（少額） 福井県庁生活協同組合 2,352

交付金事業の評価課室 福井県  農林水産部  園芸振興課

機械・施設等整備費助成 補助 坂井市 75,000,000

交付金事業の担当課室 福井県  農林水産部  園芸振興課

機械・施設等整備費助成 補助 小浜市 142,500,000
機械・施設等整備費助成 補助 あわら市 5,528,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

26 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

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～平成31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）
　　　　　目標　定置漁業：7,920トン　底曳網漁業：3,540トン（平成30年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 福井市大手ほか3件

交付金事業の概要

（１）経営基盤強化対策：漁業者団体が行う、漁業経営体の経営基盤の強化に向けた漁業
技術および経営に関する指導研修会の開催に対して支援します。（補助率1/2、平成30年度
実績1件）
（２）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
援します。（補助率1/3、平成30年度実績3件）

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 令和元年度

漁獲増加量
（平成25年

度比）
トン

成果実績 トン

目標値 トン 1,360

達成度 ％

評価年度の設定理由

翌年度漁期（定置：4月～3月、底曳：9月～6月）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

持続的かつ安定的な漁獲を確保し、漁業経営体の基盤強化を図るため、生産量を増やす取
り組みや漁業者の企業化に向けた活動を引き続き支援していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

4

達成度 ％ 100.0% 57.1% 100.0%

30年度

補助金交付件数

活動実績 件 3 4 4

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 28年度 29年度

7



交付金事業の総事業費等 28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 46,778,932 46,800,000 83,385,811 176,964,743

交付金充当額 46,778,932 46,504,000 71,100,000 164,382,932

うち文部科学省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

経営基盤強化対策 補助 福井県漁業協同組合連合会 781,811

うち経済産業省分 46,778,932 46,504,000 71,100,000 164,382,932

交付金事業の契約の概要

交付金事業の評価課室 福井県　農林水産部　水産課

施設・設備等導入支援 補助 若狭町 33,333,000

交付金事業の担当課室 福井県　農林水産部　水産課

施設・設備等導入支援 補助 福井市 15,938,000

施設・設備等導入支援 補助 美浜町 33,333,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

27 福祉対策措置 県立学校等情報ネットワーク推進事業

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

「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意
◇「福井型18年教育」の進化　　○教員の授業力・指導力の向上

社会の情報化の急速な発展等に伴い、情報通信技術を最大限活用した21世紀にふさわしい
学びと学校の創造を目指し、平成23年4月文部科学省において「教育の情報化ビジョン」が
策定されました。教育の情報化は、子どもたちの情報活用能力の育成、情報通信技術を効
果的に活用した分かりやすく深まる授業の実現、教職員が情報通信技術を活用した情報共
有によるきめ細やかな指導の実践、校務の負担軽減を通して、教育の質の向上を目指すも
のです。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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。
・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

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 平成30年度

成果実績

目標値

達成度

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

365

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

システム稼働日数

活動実績 日 365 365 365

活動見込 日 365

交付金事業の総事業費等 28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

365

総事業費 118,713,600 191,153,600 145,845,360 455,712,560

うち経済産業省分 118,713,600 169,421,544 102,092,000 390,227,144

交付金充当額 118,713,600 169,421,544 102,092,000 390,227,144

うち文部科学省分



交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 福井県　教育庁　学校振興課

交付金事業の評価課室 福井県　教育庁　学校振興課

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）
145,845,360



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

28 福祉対策措置 教職員パソコン等配置事業

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

「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意
◇「福井型18年教育」の進化　　○学校業務の効率化

平成18年1月のＩＴ新改革戦略（ＩＴ戦略本部）において、「教員に1人1台のコンピュータ
を整備し、学校と家庭と教育委員会との情報交換の手段としてのＩＴの効果的な活用その
他様々な校務のＩＴ化を積極的に推進する。」ことが明記されたことから、学校現場にお
ける情報セキュリティの徹底と併せ、平成19年度および平成24年度に教職員1人当たり1台
のパソコン整備を行いました。耐用年数が過ぎた機器の更新と既存機器の保守を通じ、生
徒の成績管理や校務処理等を行うための情報機器を整備し、効果的に活用することによ
り、教員が教育活動に専念するための時間が拡充され、生徒に対する教育の質の向上を図
ります。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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
県立高等学校教員が教務等に用いるパソコンなどの更新および保守管理を行いました。平
成30年度は、30校において、パソコン798台・プリンタ68台を更新しました。

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 平成30年度

超過勤務者
数の削減

超過勤務者
数を昨年度
以下にする

こと

成果実績 人 3,381

目標値 人 4,166

達成度 ％ 81.2%

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

平成30年度に、一部の教職員パソコン等の更新を行いました。引き続き、令和元年度以
降、教職員パソコンを常に正常な状態に維持することで、超過勤務者数の抑制に努めま
す。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

2,624

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

教職員数に応じた校務用
パソコンの割り当て

活動実績 台 2,687 2,687 2,624

活動見込 台 2,687

交付金事業の総事業費等 28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

2,687

総事業費 4,633,704 4,633,704 84,382,338 93,649,746

うち経済産業省分 4,633,704 4,633,704 76,770,000 86,037,408

交付金充当額 4,633,704 4,633,704 76,770,000 86,037,408

うち文部科学省分



交付金事業の契約の概要

平成24年度端末（その2）
の購入/保守

一般競争入札
福井システムズ（株）（坂

井市）
526,660

平成24年度端末（その3）
の購入/保守

一般競争入札 （株）TAS（敦賀市） 712,800

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

平成24年度端末（その1）
の購入/保守

一般競争入札
三谷商事（株）

（福井市）
721,716

平成25年度端末（その3）
の購入/保守

一般競争入札 （株）TAS（敦賀市） 712,800

平成30年度端末（その1）
の購入/保守

一般競争入札
三谷商事（株）

（福井市）
39,275,226

平成25年度端末（その1）
の購入/保守

一般競争入札
福井システムズ（株）

（坂井市）
618,960

平成25年度端末（その2）
の購入/保守

一般競争入札
三谷商事（株）

（福井市）
1,162,512

交付金事業の担当課室 福井県　教育庁　学校振興課

交付金事業の評価課室 福井県　教育庁　学校振興課

平成30年度端末（その3）
の購入/保守

一般競争入札 （株）TAS（敦賀市） 40,566,528

平成24年度端末（その2）
の保守延長

随意契約（特命）
福井システムズ（株）（坂

井市）
85,136



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

29 福祉対策措置 CAI学習装置整備事業

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】
　教育に関する大綱（平成27年度～令和元年度）
　　方針７：児童・生徒数の減少や社会の変化に対応した学校・学科の整備
【目標】
　○誰もが楽しく学ぶ安全で快適な学校環境の整備
　　・ICT機器、Wi-Fi環境の整備など児童生徒が快適かつ効率的に学習でき、
　　　新たな教育に対応できる設備機器を充実

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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。（38校）

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 平成30年度

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

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

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、学
習指導要領に対応した情報教育および教科指導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

46

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

保守実施のＣＡＩ教室数

活動実績 教室 44 43 46

活動見込 教室 44

交付金事業の総事業費等 28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

43

総事業費 34,686,661 35,893,482 39,065,692 109,645,835

うち経済産業省分 33,321,789 34,809,056 28,032,000 96,162,845

交付金充当額 33,321,789 34,809,056 28,032,000 96,162,845

うち文部科学省分



交付金事業の契約の概要

高志高校保守管理 随意契約（特命） 栄月（株）（福井市） 722,790

高志高校保守管理 一般競争入札 栄月（株）（福井市） 54,000

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）
1,153,440

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）
907,200

金津高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 999,216

羽水高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 530,280

足羽高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,246,752

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）
754,920

大野高校全日制保守管理 随意契約（特命）
福井システムズ（株）（坂

井市）
815,616

丸岡高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,271,376

丸岡高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 18,144



勝山高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 527,040

鯖江高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,343,736

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）
113,713

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）
738,720

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）
1,023,840

武生高校全日制保守管理 随意契約（特命） 三谷商事（株）（福井市） 1,221,264

鯖江高校定時制保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 878,364

丹南高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,308,960

武生高校池田分校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 870,912

武生東高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,104,192

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） 40,932

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） 1,166,400



美方高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,065,312

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）
1,218,240

敦賀高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,245,456

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） 907,200

福井農林高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,257,120

坂井高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,334,880

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）
810,000

若狭東高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,248,048

武生工業高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,023,840

敦賀工業高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,273,968

科学技術高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,231,200

奥越明成高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,248,048



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）
470,880

盲学校保守管理 随意契約（特命） 酒井電機（株）（福井市） 400,356

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）
984,960

武生商業高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,101,600

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） 329,184

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） 375,840

盲学校保守管理 一般競争入札 酒井電機（株）（福井市） 19,440

ろう学校保守管理 一般競争入札 酒井電機（株）（福井市） 277,344

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） 366,768

清水特別支援学校保守管理 随意契約（特命）
福井システムズ（株）（坂

井市）
170,100

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） 148,500

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） 286,416



南越特別支援学校保守管理 随意契約（特命） （株）ＴＡＳ（敦賀市） 120,960

南越特別支援学校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 93,744

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）
116,054

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） 375,840

交付金事業の担当課室 福井県　教育庁　学校振興課

交付金事業の評価課室 福井県　教育庁　学校振興課

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） 371,952

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）
380,635



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

30 福祉対策措置 産業教育実習用コンピュータ整備事業

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】
　教育に関する大綱（平成27年度～令和元年度）
　　方針７：児童・生徒数の減少や社会の変化に対応した学校・学科の整備
【目標】
　○誰もが楽しく学ぶ安全で快適な学校環境の整備
　　・ICT機器、Wi-Fi環境の整備など児童生徒が快適かつ効率的に学習でき、
      新たな教育に対応できる設備機器を充実

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 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保守管理を行い
ました。（11校）

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 平成30年度

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

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

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、産
業教育を実施している商業系や工業系学科の生徒の技術資格取得に役立てることができま
した。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

30

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30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

交付金事業の総事業費等 28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

30

総事業費 32,423,372 34,775,889 33,491,826 0

交付金充当額 32,361,111 34,122,870 23,991,000 90,474,981

うち文部科学省分

うち経済産業省分 32,361,111 34,122,870 23,991,000 90,474,981



契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

丹南高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 529,200

交付金事業の契約の概要

敦賀高校保守管理 随意契約（特命） 三谷商事（株）（福井市） 1,205,820

敦賀高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 38,880

丹南高校保守管理 随意契約（特命） 三谷商事（株）（福井市） 1,214,136

丹南高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 39,960

美方高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 997,920

若狭東高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,782,000

敦賀高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,308,960

美方高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 520,992

若狭東高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,019,952
若狭東高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,893,456

若狭東高校保守管理 随意契約（特命） （株）ＴＡＳ（敦賀市） 162,000

若狭東高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,866,240



坂井高校保守管理 一般競争入札 大電産業（株）（福井市） 1,236,384
坂井高校保守管理 一般競争入札 大電産業（株）（福井市） 1,244,160

坂井高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,342,656
坂井高校保守管理 一般競争入札 大電産業（株）（福井市） 255,312

科学技術高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 38,826
科学技術高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,296,000

坂井高校保守管理 一般競争入札 大電産業（株）（福井市） 1,124,928
科学技術高校保守管理 随意契約（特命） 三谷商事（株）（福井市） 605,880

奥越明成高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 39,960
奥越明成高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,944,000

科学技術高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,296,000
奥越明成高校保守管理 随意契約（特命） 江守商事（株）（福井市） 654,588

敦賀工業高校保守管理 一般競争入札 （株）ＴＡＳ（敦賀市） 1,082,160

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）
490,320

奥越明成高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,010,880
武生工業高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,261,008

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）
852,768

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）
1,030,320

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）
1,036,800

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）
155,520

武生商業高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 529,200
武生商業高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,101,600



交付金事業の評価課室 福井県　教育庁　学校振興課

武生商業高校保守管理 一般競争入札 三谷商事（株）（福井市） 1,283,040

交付金事業の担当課室 福井県　教育庁　学校振興課



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

31 福祉対策措置 不妊治療費助成事業

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

第三次　福井県　元気な子ども・子育て応援計画
５　安心な妊娠・出産・子育ての環境づくり
〇不妊治療への助成

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 福井県一円

交付金事業の概要

不妊治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減し、治療を受ける機会を増やすため、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す。
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す。
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す。
平成30年度は、凍結胚移殖等の採卵を伴わない治療（治療法Ｃ・Ｆ）は201件、採卵に至ら
ない治療（治療法Ｇ・Ｈ）は32件助成しました。

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 平成30年度

助成金交付
人数

元気な子ど
も・子育て
応援計画

成果実績 人 144

目標値 人 170

達成度 ％ 84.7%

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

平成30年度の助成対象者数は目標値を下回りましたが多くの利用があり、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に貢献しています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

288

達成度 ％ 112.3% 169.8% 80.9%

30年度

助成金交付件数

活動実績 件 155 292 233

活動見込 件 138

交付金事業の総事業費等 28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

172

総事業費 13,194,053 24,761,750 19,730,270 57,686,073

うち経済産業省分 8,302,918 10,224,000 18,936,000 37,462,918

交付金充当額 8,302,918 10,224,000 18,936,000 37,462,918

うち文部科学省分



交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 福井県　健康福祉部　子ども家庭課

交付金事業の評価課室 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

治療費助成 補助 申請者 19,730,270



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

32 福祉対策措置 すみずみ子育てサポート事業

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

第三次　福井県　元気な子ども・子育て応援計画
３　家庭・地域の子育て支援
〇一時預かり等の利用料の負担軽減

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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す。（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）
平成30年度は、16市町、延41,332人分の利用料に対し補助しました。

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 平成30年度

すみずみ子
育てサポー
ト利用者数
(延べ人数)

元気な子ど
も・子育て
応援計画

成果実績 人 41,322

目標値 人 54,000

達成度 ％ 76.5%



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

―

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しており、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の軽減につながっています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

365

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

サービス提供日数

活動実績 日 365 365 365

活動見込 日 365

交付金事業の総事業費等 28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

365

総事業費 59,184,000 56,585,000 49,650,000 165,419,000

交付金充当額 47,464,000 45,176,000 48,607,000 141,247,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 47,464,000 45,176,000 48,607,000 141,247,000



契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

事業費助成 補助 福井市 25,443,000

交付金事業の契約の概要

事業費助成 補助 大野市 11,000

事業費助成 補助 勝山市 6,000

事業費助成 補助 敦賀市 9,019,000

事業費助成 補助 小浜市 3,311,000

事業費助成 補助 越前市 1,522,000

事業費助成 補助 坂井市 1,904,000

事業費助成 補助 鯖江市 4,845,000

事業費助成 補助 あわら市 276,000

事業費助成 補助 越前町 27,000

事業費助成 補助 美浜町 799,000

事業費助成 補助 永平寺町 118,000

事業費助成 補助 南越前町 1,811,000

交付金事業の評価課室 福井県　健康福祉部　子ども家庭課

事業費助成 補助 若狭町 464,000

交付金事業の担当課室 福井県　健康福祉部　子ども家庭課

事業費助成 補助 高浜町 31,000

事業費助成 補助 おおい町 63,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

33 福祉対策措置 獣害防止ネット柵整備支援事業

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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意
　◇「里山里海湖ビジネス」の新展開
　　○鳥獣の被害対策
　　　被害の実態に応じた電気柵、金網柵等の新規整備や更新、地域ぐるみの追い
　　　払い活動等を行い、農作物の被害を減らします。
【目標】
　有害鳥獣による農作物被害面積〔県全体〕　150ha以下（平成30年）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 越前町一円

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7.1㎞の整備費に対し補
助しました。

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 平成30年度

有害鳥獣に
よる農作物
の被害面積
を県全体で
150ha以下

被害面積
（ha）

成果実績 ha 146

目標値 ha 150

達成度 ％ 100.0%

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

30年度は7.1ｋｍのネット柵を整備したことで、農業被害を軽減することができました。今
後も被害軽減のために引き続き整備を進めていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

交付金交付件数

活動実績 件 4 5 1

活動見込 件 4

交付金事業の総事業費等 28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

5

総事業費 13,947,000 25,939,000 19,691,000 59,577,000

うち経済産業省分 11,820,000 18,857,000 17,653,000 48,330,000

交付金充当額 11,820,000 18,857,000 17,653,000 48,330,000

うち文部科学省分



交付金事業の契約の概要

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

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 越前町鳥獣害対策協議会 19,691,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

34 福祉対策措置 鳥獣害のない里づくり推進事業（有害獣捕獲補助金）

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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意(平成27年度～平成30年度）
◇「里山里海湖ビジネス」の新展開　　○鳥獣の被害対策
【目標】
平成30年の農作物被害面積を150ha以下にします。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県（13市町）

交付金事業実施場所 県内一円

交付金事業の概要

農作物への鳥獣被害を軽減するため、13市町が実施する有害獣捕獲および外来獣防除に要
する経費を補助します。
補助上限額：シカ【成獣①】13,000円(うち9,000円定額)
　　　　　　　【成獣②】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】7,000円、【幼獣】3,000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―①以外の場合）

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 平成30年度

農作物被害
面積150ha以

下

「福井ふる
さと元気宣
言」推進に
関する政策

合意

成果実績 ha 146

目標値 ha 150

達成度 ％ 100.0%

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

当事業の実施により、捕獲による個体数の調整および農作物への鳥獣被害の軽減につなが
り、地域農業の振興に貢献しています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

13,748

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

捕獲頭数

活動実績 頭 15,271 16,312 13,748

活動見込 頭 15,271

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

16,312



交付金事業の総事業費等 29年度 30年度 備　考

総事業費 131,617,000 111,248,000 242,865,000

うち経済産業省分 61,648,000 60,997,000 122,645,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 61,648,000 60,997,000 122,645,000

うち文部科学省分

有害獣捕獲 補助 敦賀市 29,939,000

有害獣捕獲 補助 小浜市 14,294,000

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 福井市 9,277,000

有害獣捕獲 補助 永平寺町 1,607,000

有害獣捕獲 補助 池田町 2,923,000

有害獣捕獲 補助 鯖江市 200,000

有害獣捕獲 補助 越前市 4,293,000

有害獣捕獲 補助 美浜町 8,559,000

有害獣捕獲 補助 高浜町 6,664,000

有害獣捕獲 補助 南越前町 3,726,000

有害獣捕獲 補助 越前町 3,861,000

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

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 おおい町 13,055,000

有害獣捕獲 補助 若狭町 12,850,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

35
公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

三方青年の家外壁補修事業

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（平成27～令和元年度）
方針８：生涯にわたる学びを地域活動につなげる仕組みづくりの推進
（１）学びをコーディネートするシステムの構築と地域活動の促進
　　○ 新たな体験プログラムを導入して青少年教育施設の機能を強化
　　　青少年教育施設においては、近年、小・中学生の利用数が落ち込んでいるこ
　　　とから、学校と連携した長期宿泊体験などを充実し、自然の中で自ら学び考
　　　え行動する体験を充実することが大切です。

（目標）青少年教育施設の長期宿泊体験者数　300人（令和元年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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

　三方青年の家は平成13年度に建てられ、外壁のほぼ全面がタイル貼りとなっています。
建築基準法により義務付けされている外壁点検を、築15年を経過した28年度に行った結
果、浮き部、ひび割れ部、爆裂部が建物全体に見られました。
　体育館の浮きの著しい部分については29年度に補修を行いましたが、残りの外壁は依然
強風等の衝撃で落下する恐れがあることから、利用者に危険が及ばないよう、体育館の残
りおよび本館の外壁についてＨ30年度～令和元年度で補修を行いました。（タイル浮き部
張替185㎡等）

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

施設利用者
30,000人以

上

福井県教育
振興基本計

画

成果実績 人

目標値 人 30,000

達成度 ％

評価年度の設定理由

　令和元年度に工事が完了するため、利用者の伸びに関しては、令和2年度に評価すること
が妥当であるため。

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

335

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

施設運営日数

活動実績 日 323 322 335

活動見込 日 323

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

322

総事業費 13,137,120

うち経済産業省分 9,209,000

交付金充当額 9,209,000

うち文部科学省分



交付金事業の契約の概要

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

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

外壁補修工事 一般競争入札
㈱澤村　（三方上中群若狭

町）
13,137,120



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

36 福祉対策措置 産業教育設備整備事業

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】

「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意
◇「福井型18年教育」の進化　　○職業高校の新カリキュラム・産業教育プログラム
・企業が求める資格等の取得を支援するとともに、職業系高校の生徒の学習成果を
福井フューチャーマイスターとして認定し、企業の即戦力となる人材を育成します。

【目標】　福井フューチャーマイスター認定者割合　86.0％

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 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（ＮＣフライス盤・水耕栽培システム
等）の整備を県立学校11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

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 平成30年度

福井フュー
チャーマイ
スター認定
率　86.0％

「福井ふる
さと元気宣
言」推進に
関する政策

合意

成果実績 ％ 87.1

目標値 ％ 86.0

達成度 ％ 101

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

　30年度は11校に設備を導入して教育の充実を図りました。また、資格取得に係る受検料
の一部を支援し、生徒の資格取得やコンテスト等への意欲向上を図ったことで、 福井
フューチャーマイスターの認定者割合が昨年度から上昇しました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0% 100.0%

設備整備件数

活動実績 件 10 20

活動見込 件 10

交付金事業の総事業費
等

29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 29年度 30年度

20

総事業費 43,809,055 43,481,874 87,290,929

うち経済産業省分 35,000,000 43,481,874 78,481,874

交付金充当額 35,000,000 43,481,874 78,481,874

うち文部科学省分



交付金事業の契約の概要

自動車診断機購入 随意契約（少額） 轟産業（株）（福井市） 274,320

マイクロシーケンサ購入 随意契約（少額） 轟産業（株）（福井市） 383,400

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

まな板殺菌保管庫購入 随意契約（少額）
福井調理機（株）

（福井市）
200,340

オーブン、冷凍冷蔵庫等購
入

一般競争入札 轟産業（株）（福井市） 3,261,600

生徒用調理台購入 随意契約（少額） 畑中厨房（株）（福井市） 1,042,200

プリント基板作成実習シス
テム購入

一般競争入札 轟産業（株）（福井市） 3,110,400

帯鋸購入 随意契約（少額）
（有）武生松源商店

（越前市）
680,400

局所排気装置購入 一般競争入札
（株）ハーモニ産業

（福井市）
4,158,000

アーク溶接機購入 随意契約（少額） 吉岡幸（株）（福井市） 453,470

急速冷凍庫購入 一般競争入札 敦賀装設（株）（敦賀市） 1,976,400

田植機購入 一般競争入札
（株）ヰセキ北陸　福井事

務所（福井市）
2,418,120



自動かんな盤付帯設備購入 随意契約（少額） 吉岡幸（株）（福井市） 230,904

調理台・移動台購入 随意契約（少額）
（株）キッチンプラント

（福井市）
187,920

ドリル研磨機購入 随意契約（少額）
（有）タカショウ

（美浜町）
457,920

自動かんな盤購入 一般競争入札 キコー（株）（敦賀市） 3,002,400

交付金事業の評価課室 福井県　教育庁　学校振興課

水耕栽培システム購入 一般競争入札
小浜ヤンマー（株）

（小浜市）
9,180,000

交付金事業の担当課室 福井県　教育庁　学校振興課

コールドテーブル購入 随意契約（少額）
（株）キッチンプラント

（福井市）
208,440

ＮＣフライス盤購入 一般競争入札 （株）ツチハシ（福井市） 12,255,640



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

37 地域活性化措置 ふるさと企業人材確保支援事業

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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意
３　人口減少に歯止めをかける徹底戦略
◇幸福日本一福井へ 移住・定住戦略
〇学生の県内就職に向けた一元的な就職支援策の展開
　　県外学生のＵターン就職と県内学生の定着に向けた支援策を一元化することで就職支
援
　　機能を強化し、県内大学等卒業者の県内就職者数を増やします。
【目標】
　県内大学等卒業者の県内就職者数　1,350人／年

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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 越前市瓜生

交付金事業の概要
　企業の人材確保を支援し、県内企業への就職促進を図るために、採用広報活動が解禁さ
れる3月1日に合わせ、合同企業説明会「ふるさと企業魅力発見キャリアフェア」を開催
し、学生等に県内企業約270社の採用情報を提供しました。

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 平成30年度

県内大学等
卒業者の県
内就職者数

「福井ふる
さと元気宣
言」推進に
関する政策
合意

成果実績 人 1,434

目標値 人 1,350

達成度 ％ 106.2%

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

　平成31年3月に合同企業説明会を開催し、企業276社、学生等735名が参加しました。その
なかで、企業情報の提供や就職相談・セミナーの開催などを行い、企業と学生とのマッチ
ングの場を提供できました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

1,200

達成度 ％ 84.2% 71.8% 61.3%

30年度

ふるさと企業魅力発見
キャリアフェア参加者数

活動実績 人 1,010 862 735

活動見込 人 1,200

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

1,200

総事業費 4,049,193 3,871,318 3,997,832 11,918,343

うち経済産業省分 3,381,929 3,545,225 3,461,000 10,388,154

交付金充当額 3,381,929 3,545,225 3,461,000 10,388,154

うち文部科学省分 0 0 0



交付金事業の契約の概要

参加企業情報誌作製 随意契約（少額）
藤田製本印刷㈱

（福井市）
666,900

学生配布資料作製（当日プ
ログラム）

随意契約（少額）
㈱インフォマーシャルニシ

カワ（福井市）
35,640

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

開催案内チラシ・ポスター
作製

随意契約（少額） 足羽印刷㈱（福井市） 110,160

開催案内ハガキ作製 随意契約（少額）
藤田製本印刷㈱

（福井市）
29,160

会場設営・撤去 一般競争入札
㈱クリアー福井

（福井市）
1,987,200

学生配布資料作製（自己紹
介カード）

随意契約（少額） 足羽印刷㈱（福井市） 25,920

学生配布資料作製（首下げ
名札）

随意契約（少額）
藤田製本印刷㈱

（福井市）
58,320

交付金事業の担当課室 福井県　交流文化部　定住交流課

交付金事業の評価課室 福井県　交流文化部　定住交流課

会場使用料 随意契約（特命）
（一財）福井県産業会館

（サンドーム福井）
781,272

会場利用料（空調・電気使
用料）

随意契約（特命）
（一財）福井県産業会館

（サンドーム福井）
303,260



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

38 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〕

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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意(平成27年度～平成30年度）
◇県・市町一体の企業誘致　　○本社機能の誘致と産業団地の整備促進
【目標】
平成27年から平成31年末までの5か年で、県内における新増設を含めた企業立地件数150件
（年間30件）を達成します。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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
し補助を行うための基金を造成しました。

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5年度

企業立地件
数

5年度に30件
件数

成果実績 件

目標値 件 30

達成度 ％

評価年度の設定理由

基金の活用期間に合わせて設定



交付金事業の成果目標
及び成果実績

交付金事業の定性的な成果及び評価等

年度間で支出の増減が変化することから、基金を造成して後年度の財政負担の平準化を
図っています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

252,113

達成度 ％ 99.9% 100.0% 92.0%

30年度

過年度に造成した基金か
らの取崩額〔企業立地促
進補助事業〕

活動実績 千円 339,326 907,751 231,882

活動見込 千円 339,717

交付金事業の総事業費等 28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

907,751

総事業費 354,229,000 292,617,000 361,238,000 1,008,084,000

うち経済産業省分 354,229,000 292,617,000 361,238,000 1,008,084,000

交付金充当額 354,229,000 292,617,000 361,238,000 1,008,084,000

うち文部科学省分



交付金事業の契約の概要

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

基金造成 積立 － 361,238,000



Ⅱ．事業評価個表（３０年度）

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 福井県地域活性化基金造成事業〔企業立地促進補助事業〕

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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意(平成27年度～平成30年度）
◇県・市町一体の企業誘致　　○本社機能の誘致と産業団地の整備促進
【目標】
平成27年から平成31年末までの5か年で、県内における新増設を含めた企業立地件数150件（年間30件）を
達成します。

事業開始年度 平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０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 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
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うための基金を造成
します。

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５年度

企業立地件数
令和5年度に30

件

「福井ふるさ
と元気宣言」
推進に関する
政策合意

成果実績 件

目標値 件 30

達成度 ％

評価年度の設定理由

基金の活用期間に合わせて設定

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

―



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

達成度 ％ 100%

基金造成額

活動実績 千円 110,400

活動見込 千円 110,400

交付金事業の総事業費等 ３０年度 年度 年度 備　考

総事業費 110,400,000

うち経済産業省分

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 110,400,000

うち文部科学省分 110,400,000

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

基金造成 積立 ― 110,400,000



電源立地地域対策交付金（市町事業）



総括表

番号 交付金事業の名称 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

1 地域内移動網バス運営事業 福井市 6,117,953 4,700,000

2 御食国若狭おばま食文化館維持運営事業 小浜市 20,106,900 12,097,000

3 小浜市社会教育施設維持運営事業 小浜市 52,450,661 31,350,000

4 小浜市学校教育施設維持運営事業 小浜市 89,485,257 57,896,000

5 大野市図書館維持運営事業 大野市 19,080,409 11,430,000

6 公立保育園維持運営事業 大野市 49,155,660 27,980,000

7 あっ宝んど管理運営経費 大野市 10,999,800 8,000,000

8 舗装補修事業その１ 大野市 6,959,520 5,600,000

9 舗装補修事業その2 大野市 8,791,200 7,200,000

10 水路整備事業 大野市 1,900,800 1,600,000

11 木本地区簡易水道施設改良事業 大野市 7,992,000 6,400,000

12 図書館維持運営事業 勝山市 25,672,600 18,867,000

13 越前市防災行政無線施設運営事業 越前市 4,193,640 3,130,000

14 越前市防災行政無線管理事業 越前市 1,882,440 1,477,000

15 学校給食施設維持運営事業 坂井市 5,307,500 4,700,000

16 永平寺町子育て支援施設維持運営事業 永平寺町 13,846,800 11,200,000

（単位：円）



17 池田町なかよしこども園維持運営事業 池田町 14,388,767 7,771,000

18 今庄住民センター整備事業 南越前町 214,189,200 62,700,000

19 南条こども園維持運営事業 南越前町 31,793,100 27,377,000

20 中村家資料収蔵庫整備事業 南越前町 15,318,720 12,000,000

21 南越前町広域観光推進事業基金造成 南越前町 15,600,000 15,600,000

22 白浜（城崎）漁港改良事業 越前町 31,417,200 30,000,000

23
管理公社観光施設改修事業（越前温泉露天風呂漁火
修繕）

越前町 16,891,200 14,544,000

24 越前町給付金交付事業 越前町 27,325,795 27,000,000

25 道路改良事業基金造成 美浜町 60,000,000 60,000,000

26 農業用施設改修事業基金造成 美浜町 70,000,000 70,000,000

27 冷凍冷蔵施設改修事業基金造成 美浜町 32,000,000 32,000,000

28 若狭町学校給食施設維持運営事業 若狭町 14,741,779 10,000,000

29 若狭町社会教育施設維持運営事業 若狭町 34,767,083 23,000,000

30 若狭町保育所維持運営事業 若狭町 170,946,210 124,470,000

31 パレア若狭維持運営事業 若狭町 24,748,999 15,000,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

交付金事業の概要

　コミュニティバス（1台）の運行業務委託及び適正な運行に必要な維持管理。これらに要
する費用に対し補助金を充当し、事業運営を行います。
　交通空白地域となっている集落が多い美山地域にて、コミュニティバスを運行すること
で交通空白地域を解消し、高齢者を中心とした交通弱者の生活交通を確保しています。ま
た、移動手段の充実により外出機会や活動機会を増加させ、地域の活性化を図っていま
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

交付金事業に関係する主要政策・施策
第七次総合計画（平成29年度～令和3年度）
政策02 地域の特色を活かし魅力的で活力のあるまちをつくる
施策05 地域の生活を支える利便性の高い交通システムを構築する
事業の方向性051 地域の交通システム構築
・路線バスではカバーできない集落を対象に、低料金で利用できるバスを運行すること
で、高齢者の外出機会の増加等、生活利便性の向上を図る。
目標：年間利用者数4,300人（平成30年度）　利用者減少率4％以下

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

事業期間の設定理由 単年度の業務委託契約に基づく

１ 地域活性化措置 地域内移動網バス運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井市

交付金事業実施場所 福井市（美山地区）

番号 措置名 交付金事業の名称



交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

1

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

活動台数

活動実績 人台 1 1 1

活動見込 人台 1 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

　平成30年度の利用実績は4,347人と、成果目標の4,300人を上回る利用がありました。利
用者減少率についても3.3％と、成果目標の4％以下を達成しました。また、利用者アン
ケートを実施したところ、約67％の方が当該事業によって外出や、人と話す機会が増えた
と回答しており、このことからも当該事業が地域の活性化につながっていると考えます。
今後も、当該事業を引き続き実施することによって地域の活性化を図って参ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

利用者減少
率：（前年
度利用者数
－今年度利
用者数）÷
前年度利用
者数×100

成果実績 人年 4,347

目標値 人年 4,300

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 平成30年度

年間利用者
数
4,300人

101.0%



うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 福井市地域交通課

交付金事業の評価課室 福井市地域交通課

燃料購入 随意契約（小額） 福井県石油業協同組合 573,842

車両点検・修繕 随意契約（小額）
京福バス株式会社

（福井市）
792,111

バス運行業務委託 一般競争入札
京福バス株式会社

（福井市）
4,752,000

うち経済産業省分 4,700,000 4,700,000 4,700,000 14,100,000

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

交付金充当額 4,700,000 4,700,000 4,700,000 14,100,000

0 0

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 5,629,115 5,639,220 6,117,953 17,386,288



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要
　｢御食国若狭おばま食文化館｣を適正に維持運営し、商工業・農林漁業等の振興を図り、
地域の活性化と交流人口の拡大を図るため、職員7名・12ヶ月分の人件費に本交付金を充
当しています。

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

第5次小浜市総合計画（平成23年度～令和2年度）
  第3章　夢を生み出す魅力ある産業・観光のまちをめざして
　 第1節　観光・交流活動の振興
　  第1項　観光
     第3号　食を活かした観光施策の推進
・食のまちづくりを推進する本市において、御食国若狭おばま食文化館はその拠点施設で
あると同時に、多くの観光客が立ち寄る、若狭おばまの魅力を紹介するインフォメーショ
ン機能を持つ中核施設としての役割も果たしています。
　また、本市独自の取組である「キッズ・キッチン」等食育事業を推進するとともに、食
育と観光を結びつけた食育ツーリズムに取り組むことで、食文化・観光等の情報発信の拠
点施設としての機能強化を図り、更なる地域の活性化と交流人口の拡大を目指します。

【目標】
　食文化館来館者数　　　225,000人（平成30年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

2 地域活性化措置 御食国若狭おばま食文化館維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 小浜市

交付金事業実施場所 小浜市川崎

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 平成30年度

来館者数
225,000人

「御食国若
狭おばま食
文化館」の
来館者数

成果実績 人 189,679

目標値 人 225,000

達成度 ％ 84.3%

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

　本市独自の取り組みである「キッズ・キッチン」等食育事業を推進するとともに、食育
と観光を結び付けた食育ツーリズムに取り組むことで、食文化・観光等の情報発信の拠点
施設としての機能強化を図ることができ、来館者数は189,679人となりました。平成30年
度の来館者数は、平成29年度開催していたイベントが別会場で開催された等の要因によ
り、目標および前年度を下回りました。今後は、より一層、本市の食文化や食育事業のＰ
Ｒを積極的に行うとともに、食育に関する講演会の開催や本市の特色である「食」をテー
マにしたイベントの開催等に取り組み、交流人口の拡大による来訪客増を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

84

達成度 ％ 87.5% 87.5% 100.0%

30年度

職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 84 84 84

活動見込 人月 96

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

96



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 27,455,539 19,840,300 20,106,900 67,402,739

うち経済産業省分 17,250,000 15,820,000 12,097,000 45,167,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 17,250,000 15,820,000 12,097,000 45,167,000

0 0

交付金事業の担当課室 小浜市食のまちづくり課

交付金事業の評価課室 小浜市財政課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇　用 職　員 20,106,900



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要
　市内社会教育施設を健全に維持運営し、市民の福祉の向上を図るため、職員24名・12ヶ
月分（12施設）の人件費および9施設・11ヶ月分の電気料金に本交付金を充当していま
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

第5次小浜市総合計画（平成23年度～令和2年度）
　第1章　夢と誇りあふれる人を育むまちをめざして
　 第2節　社会教育の充実
　  第1項　社会教育
     第2号　活動拠点の充実
　 第5節　伝統と文化の承継と創造
　　第1項　市民文化
　　 第2号　施設の充実と活用
・小浜市文化会館は市民の文化振興の拠点として、地区公民館は小浜市の社会教育の振
興、生涯学習の拠点および地域活動の拠点施設として、それぞれ幅広く利用されていま
す。
　今後も、これらの施設を適正に管理し、社会教育、文化の拠点として地域住民に有効活
用されることにより、地域の活性化に寄与します。

【目標】　文化会館利用者数　　　　　50,000人（平成30年度）
　　　　　地区公民館利用者数　　　 108,000人（平成30年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

3 地域活性化措置 小浜市社会教育施設維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 小浜市

交付金事業実施場所 小浜市大手町　ほか11件

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 平成30年度

利用者数
158,000人

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

　文化会館については、市と市民との協働による運営を進めることで文化芸術活動の振興
を図ることができ、利用者数は49,943人となりました。また、公民館については、地域の
生涯学習の拠点施設としての機能に加え、地域の個性を活かしたふるさとづくりに取り組
むことで地域の活性化を図ることができ、利用者数は目標を上回る108,544人となりまし
た。今後も引き続き、地域住民に積極的に有効活用していただけるよう各施設を最善・最
適の状態で維持・保全し、利用者増を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

文化会館・
公民館利用
者数

成果実績 人 158,487

目標値 人 158,000

達成度

100.0% 100.0%

活動実績 施設月

％ 100.3%

30年度

職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 288 288 288

活動見込 人月 288

活動指標 単位 28年度 29年度

288

達成度 ％ 91.7% 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

電気料金の充当量
（充当施設数（施設）×
充当月（月））

99 99 99

活動見込 施設月 108 99 99

288

達成度 ％ 100.0%



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 53,097,511 51,982,543 52,450,661 157,530,715

交付金充当額 34,310,000 36,360,000 31,350,000 102,020,000

0 0

うち経済産業省分 34,310,000 36,360,000 31,350,000 102,020,000

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

人件費 雇用 職員 7,065,300

交付金事業の担当課室 小浜市文化課、生涯学習スポーツ課

交付金事業の評価課室 小浜市財政課

人件費 雇用 非常勤職員 38,068,800

電気料金 随意契約
関西電力（株）

（京都府京都市）
7,316,561



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要
　市内学校教育施設を健全に維持運営し、青少年の健全育成を図るため、用務員45名（14
施設）・12ヶ月分の人件費および14施設・11ヶ月分の施設電気料金に本交付金を充当して
います。

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

第5次小浜市総合計画（平成23年度～令和2年度）
　第1章　夢と誇りあふれる人を育むまちをめざして
　  第1節　学校教育の充実
　   第2項　学校教育
      第1号　小・中学校教育内容の充実
　　　第2号　教育施設および設備の充実
・小浜市内の各小中学校に職員を確保することで、自校炊飯の実施や校区内の地場産食材
を利用した学校給食の実施など市独自の学校給食の取り組みが全校で実施されており、地
域の特色を活かした魅力ある教育が展開されています。
　今後も、これらの施設を適正に管理し、教育の拠点として有効活用されることにより、
青少年の健全育成に寄与します。

【目標】　市独自の学校給食の取り組み校数　　全校（14校）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

4 地域活性化措置 小浜市学校教育施設維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 小浜市

交付金事業実施場所 小浜市駅前町　ほか13件件

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 平成30年度

市独自の学
校給食の取
り組み校数
全校（14
校）

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

　市内の各学校教育施設に職員を確保することで、自校炊飯の実施や校区内の地場産食材
を利用した学校給食の実施など市独自の学校給食の取り組みが全校（14校）で実施でき、
青少年の健全育成に大きく寄与しました。今後も、市独自の学校給食の取り組みが全校で
実施されるよう、給食調理員が一定数を下回らないよう人材確保に努めます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

市独自の学
校給食の取
り組み校
数：自校炊
飯の実施校
数

成果実績 校 14

目標値 校 14

達成度

93.3% 82.2%

活動実績 校月

％ 100.0%

30年度

職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 528 504 444

活動見込 人月 564

活動指標 単位 28年度 29年度

540

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

電気料金の充当量
（充当校数（校）×充当
月（月））

154 154 154

活動見込 校月 154 154 154

540

達成度 ％ 93.6%



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 98,244,055 95,647,755 89,485,257 283,377,067

交付金充当額 70,851,000 72,271,000 57,896,000 201,018,000

0 0

うち経済産業省分 70,851,000 72,271,000 57,896,000 201,018,000

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

人件費 雇　用 職　員 7,465,944

交付金事業の担当課室 小浜市教育総務課

交付金事業の評価課室 小浜市財政課

人件費 雇　用 非常勤職員 51,850,200

電気料金 随意契約
関西電力（株）

（京都府京都市）
30,169,113



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

　大野市図書館では、生涯学習の一助として、図書資料の提供、各種講座、読書会等を
行っています。また、近年では、子どもの読書活動の重要性から、児童サービスに重点を
おいた事業も多数行っており、「大野市子ども読書活動推進計画」の実施主体として、市
民全体に意識付けを行う役割を担っています。
　本補助金を活用し、大野市図書館の健全な維持運営を通じて、図書資料等の情報提供
サービスの充実や学習機会を提供することで、市民の生涯学習推進を図っています。（人
件費：図書館司書3名・12カ月分）

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

第五次大野市総合計画（平成23年度～令和2年度）
基本目標　共に思いやり支え合う安全で安心なまち
基本施策1　結の心あふれる人づくり
施策2　生涯学習の推進
目標　図書館の来館者数　87,500人（令和2年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

5 地域活性化措置 大野市図書館維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大野市

交付金事業実施場所 大野市天神町地係

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 平成30年度

図書館の来
館者数
87,500人
(令和2年度)

図書館の来
館者数
（人）

成果実績 人 102,043

目標値 人 87,500

達成度 ％ 117.0%



うち文部科学省分

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

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

　図書館の平成30年度来館者数は目標を超える102,043人となっており、目標を達成可能な
水準でありますが、引き続き図書資料等の情報提供サービスの充実や学習機会を提供する
ことで、市民の生涯学習推進と来館者数の増加を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

36

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

図書館職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 36 36 36

活動見込 人月 36

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

36

総事業費 19,202,695 19,440,678 19,080,409 57,723,782

うち経済産業省分 6,323,000 9,646,000 11,430,000 27,399,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 6,323,000 9,646,000 11,430,000 27,399,000

0 0

交付金事業の担当課室 大野市総務課

交付金事業の評価課室 大野市総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 図書館職員 19,080,409



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

　荒島、阪谷、和泉の各保育園では、地域の特性を活かし、豊かな自然に親しみ、高齢者
との世代間交流等を行うことにより、地域社会との関わりを深めるなど、子ども自らがそ
の体験を通して、好奇心や探求心を抱き、自分で考え、そして自己表現できる“生きる
力”を育むことを保育の目標としており、各地区の子育て支援の核的機能を果たしていま
す。また、各保育園は市街地から約５～３０ｋｍ離れた村部～山間部にあり、各地区にお
ける子育て支援の一層の充実を図るためには、各保育園の健全な維持運営が不可欠です。
　本補助金を活用し、公立保育園の健全な維持運営を通じて、魅力的で独創的な保育を展
開することにより、各地区の児童の心身ともに健やかな成長を図っています。（人件費：
保育士6名、調理師3名・12カ月分）

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

第五次大野市総合計画（平成23年度～令和2年度）
基本目標　共に思いやり支え合う安全で安心なまち
基本施策8　子どもと子育て家庭への支援
施策2　保育サービスの充実
目標　保育を必要とする児童の入所率　100％（平成30年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

6 地域活性化措置 公立保育園維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大野市

交付金事業実施場所 大野市一円

事業期間の設定理由 ―



うち文部科学省分

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 平成30年度

保育を必要
とする児童
の入所率
100％（令和
2年度）

保育を必要
とする児童
の入所率
（％）

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100.0%

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

　児童の入所率は目標を達成していますが、引き続き就学前の教育・保育に柔軟に対応
し、魅力的で独創的な保育を展開することにより、各地区の児童の心身ともに健やかな成
長を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

108

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

保育士・調理師の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 36 36 108

活動見込 人月 36

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

36

総事業費 15,566,298 16,276,010 49,155,660 80,997,968

うち経済産業省分 6,322,000 9,647,000 27,980,000 43,949,000

交付金充当額 6,322,000 9,647,000 27,980,000 43,949,000

0 0



交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 大野市総務課

交付金事業の評価課室 大野市総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 保育士・調理師 49,155,660



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

　大野市健康保養施設「あっ宝んど」は、開業から18年が経過し、施設及び設備が老朽化
していることから、施設の維持管理のため、計画的な施設の修繕及び設備の更新・修繕を
行うことが必要な状況でした。そこで、本補助金を活用し、当該施設及び設備の修繕等を
行うことにより、施設の長寿命化を図るとともに、利用者の健康増進に寄与しました。
　ろ過ポンプ5台取替、ろ過タンク1台取替、三方弁2台取替、ＬＥＤ非常用照明器具109台
取替

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

第五次大野市総合計画（平成23年度～令和2年度）
基本目標　共に思いやり支え合う安全で安心なまち
基本施策9　保健予防と地域医療の推進
施策1　健康づくりと保健予防の充実
目標　健康保養施設（あっ宝んど）年間利用者数168,000人（平成30年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

7
公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等措
置

あっ宝んど施設修繕事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大野市

交付金事業実施場所 大野市　南新在家　地係

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 平成30年度

あっ宝んど
年間利用者
数168,000人
（平成30年
度）

あっ宝んど
年間利用者
数（人）

成果実績 人 156,334

目標値 人 168,000

達成度 ％ 93.1%

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

　成果目標の年間利用者数168,000人には届かなかったが、非常用照明器具の取替により、
いつ起こるか分からない災害時に備え、市民の安全・安心に努めることができました。ま
た、ろ過ポンプ類取替については計画的な設備の修繕と更新により、施設の維持管理に努
め、施設の長寿命化を図ることができ、健康づくりの場を提供し市民の健康増進を一層図
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

達成度 ％ 100.0%

工事進捗率

活動実績 ％ 100

活動見込 ％ 100

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



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

総事業費 10,999,800

交付金充当額 8,000,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

ろ過ポンプ・ろ過タンク・
計装機器の取替修繕

一般競争入札
株式会社中川設備

（大野市）
5,238,000

うち経済産業省分 8,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金事業の評価課室 大野市健康長寿課

非常用照明の取替修繕 一般競争入札
有限会社泉新電設

（大野市）
5,761,800

交付金事業の担当課室 大野市健康長寿課



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

8
公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等措
置

舗装補修事業　その1

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

第五次大野市総合計画（平成23年度～令和2年度）
基本目標　共に思いやり支え合う安全で安心なまち
基本施策16　人にやさしい道路環境の創出
施策1　生活道路の管理と整備
目標　住民からの苦情報告件数0件（平成30年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大野市

交付金事業実施場所 大野市　若杉町、国時町　地係

交付金事業の概要

　市道上神明･明治線は、居住人口の多い市街地中心部を行きかうための重要な生活道路で
す。沿線にはスーパーや飲食店等があり、その利用者をはじめ、物資の流通を担う重要な
路線となっていますが、舗装の損傷が著しく、道路利用者の円滑な通行の妨げとなってい
る状況です。そこで、本補助金を活用し、公共下水道工事敷設箇所の舗装本復旧と連携
し、効率良く一体的に舗装補修を行い、生活道路としての機能回復を図ります。
　施工延長L=480.3ｍ
　土工一式、表層工　A=1,430㎡、不陸整正工　A=1,430㎡、区画線設置工一式

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 平成30年度

住民からの
苦情報告件
数0件

住民から市
役所への当
該道路への
苦情件数

成果実績 件 0

目標値 件 0

達成度 ％ 100.0%

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

　損傷の激しかった市道の舗装補修を行うことで、道路利用者の安全で円滑な通行に寄与
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

達成度 ％ 100.0%

舗装補修により利便性が
向上した実延長

活動実績 ｍ 480

活動見込 ｍ 480

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



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

総事業費 6,959,520

うち経済産業省分 5,600,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 5,600,000

交付金事業の担当課室 大野市建設整備課

交付金事業の評価課室 大野市建設整備課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

舗装補修工事 条件付き一般競争入札
大野開発工業株式会社（大

野市）
6,959,520



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

　市道北大野駅上中野線他1路線は、居住人口の多い市街地中心部を行きかうための重要な
生活道路です。沿線にはＪＲ北大野駅や下庄小学校があり、周辺では住宅団地の造成等が
多く、利用者が増加している重要な路線ですが、舗装の損傷が著しく、道路利用者の円滑
な通行の妨げとなっている状況でした。そこで、本補助金を活用し、公共下水道工事敷設
箇所の舗装本復旧と連携し、効率良く一体的に舗装補修を行い、生活道路としての機能回
復を図りました。
　施工延長L=600.5ｍ
　土工一式、表層工　A=1,820㎡、不陸整正工　A=1,820㎡、区画線設置工一式

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

第五次大野市総合計画（平成23年度～令和2年度）
基本目標　共に思いやり支え合う安全で安心なまち
基本施策16　人にやさしい道路環境の創出
施策1　生活道路の管理と整備
目標　住民からの苦情報告件数0件（平成30年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

9
公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等措
置

舗装補修事業　その2

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大野市

交付金事業実施場所 大野市　中野　地係

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 平成30年度

住民からの
苦情報告件
数0件

住民から市
役所への当
該道路への
苦情件数

成果実績 件 0

目標値 件 0

達成度 ％ 100.0%

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

　損傷の激しかった市道の舗装補修を行うことで、道路利用者の安全で円滑な通行に寄与
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

達成度 ％ 100.0%

舗装補修により利便性が
向上した実延長

活動実績 ｍ 600.5

活動見込 ｍ 600.5

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



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

総事業費 8,791,200

うち経済産業省分 7,200,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 7,200,000

交付金事業の担当課室 大野市建設整備課

交付金事業の評価課室 大野市建設整備課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

舗装補修工事 条件付き一般競争入札
大野開発工業株式会社（大
野市）

8,791,200



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

　山原用水路の老朽化により漏水が発生し、付近の住居や田畑に浸水被害がでるなど、計
画的な整備を行うことが必要な状況でした。そこで、本補助金を活用し、山原用水路の整
備を実施することにより、浸水被害の防止を図るとともに環境保全と市民生活の向上を図
るため、本年度は地元住民との協議を行うにあたっての工法検討のための調査を実施しま
した。
  水路整備　施工延長Ｌ＝575.6ｍ　うち調査検討　Ｌ＝575.6ｍ

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

第五次大野市総合計画（平成23年度～令和2年度）
基本目標　共に思いやり支え合う安全で安心なまち
基本施策17　快適な生活関連の基盤整備
施策1　水道の整備
目標　山原用水路改良率　　現状3.4％　最終目標26.0％(令和2年度)

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

10
公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等措
置

水路整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大野市

交付金事業実施場所 大野市　木本　地係

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

山原用水路
改良率
26.0％(令和
2年度)

山原用水路
改良率
（％）

成果実績 ％ 3.4

目標値 ％ 26

達成度 ％ 13.1%

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

　平成30年度に実施した工法検討のための調査を基に住民との協議を行い、工事着手の可
否について検討します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

調査設計

活動実績 ｍ 575.6

活動見込 ｍ 575.6

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



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

総事業費 1,900,800

うち経済産業省分 1,600,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 1,600,000

交付金事業の担当課室 大野市建設整備課

交付金事業の評価課室 大野市建設整備課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

改修工法検討業務委託 指名競争入札
九頭龍測量株式会社

（大野市）
1,900,800



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

　木本地区簡易水道は昭和41年より供用開始し51年が経過し、配水池内部では貯留する水
と気相部では結露水等の影響でコンクリートが浸食され、配水池の内面に防食処理が行わ
れていないため、コンクリートが劣化し漏水が発生している状況でした。そこで、本補助
金を活用し、配水池の防食工事を行うことによってコンクリートの劣化が防止され、配水
池の長寿命化を図りました。
  配水池内防食工　A=165.4㎡、配水管布設工　L=2ｍ

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

第五次大野市総合計画（平成23年度～令和2年度）
基本目標　共に思いやり支え合う安全で安心なまち
基本施策17　快適な生活関連の基盤整備
施策1　水道の整備
目標　耐用年数　20年延長

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

11
公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等措
置

木本地区簡易水道施設改良事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大野市

交付金事業実施場所 大野市　木本　地係

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 　平成30年度

施設の耐用
年数の延長
20年

施設の耐用
年数の延長
（年）

成果実績 年 20

目標値 年 20

達成度 ％ 100.0%

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

　配水池内の防食工事を実施したことにより、コンクリートの劣化が防止され、配水池の
長寿命化が図られております。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

配水池内防食工施工面積

活動実績 ㎡ 165.4

活動見込 ㎡ 165.4

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



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

総事業費 7,992,000

うち経済産業省分 6,400,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 6,400,000

交付金事業の担当課室 大野市上下水道課

交付金事業の評価課室 大野市上下水道課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

施設改良工事 一般競争入札
日通プロパン住設株式会社
（大野市）

7,992,000



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

　勝山市立図書館の職員10人（正職員5人（うち司書2名）、嘱託5人）の人件費12か月分。
　図書館の通常業務はもちろんのこと、他自治体との合同読書大会、ブックスタート事
業、学校図書館支援事業などの多彩な事業・行事を通じて市民の教育と文化の発展に寄与
するため、電源立地地域対策交付金を活用し、健全な図書館環境の管理運営に努めていま
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

第5次勝山市総合計画（改定版）（平成28年度～令和2年度）
　基本計画第5章　豊かな人間性とたくましさをもった人を育むまちづくり
　　3　いきいきと学ぶ生涯学習の推進
　　　（4）図書館機能の充実
・勝山市では、勝山市立図書館を市民の学びの場や情報提供の拠点として位置づけ、市
民・学校・他の行政機関に対して図書資料や情報を提供していきます。また、貸出型図書
館から情報発信・課題解決型図書館への発展を目指し、機能を強化していきます。さら
に、生活に役立つ話題を取り上げた企画コーナーの設置など、市民が利用しやすい環境づ
くりを推進するとともに施設・設備を計画的にリニューアルしていきます。子どもの読書
活動推進計画に基づき、子どもたちの読書環境を整備するため、学校図書室の機能充実に
向けた支援を行います。さらに、小さな頃から本に触れ合い親しんでもらうため、生後6ヶ
月から1歳6ヶ月の赤ちゃんと保護者を対象としたブックスタート事業を推進していきま
す。
目標：市立図書館への年間入館者数　92,000人以上を維持（平成30年度）

12 地域活性化措置 図書館維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 勝山市

交付金事業実施場所 勝山市昭和町



事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

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 平成30年度

市立図書館
への年間入
館者数
92,000人以
上を維持

市立図書館
への入館者
数の延べ人
数（1年間）

成果実績 人 82,633

目標値 人 92,000

達成度 ％ 90.0%

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

　本交付金を活用し、図書館職員10人分の人件費をほぼ確保することができました。成果
目標には10,000人あまり足りていませんが、ブックスタート事業等の図書館に親しんでも
らう事業をすすめ、来館者増加を図りました。今後も事業内容とサービスの充実を図り、
安定的な入館者数確保に努めていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

120

達成度 ％ 100.0% 100.0% 93.3%

30年度

市立図書館職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 108 120 112

活動見込 人月 108

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

120



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 23,913,300 24,931,983 25,672,600 74,517,883

うち経済産業省分 15,000,000 15,000,000 18,867,000 48,867,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 15,000,000 15,000,000 18,867,000 48,867,000

0 0

交付金事業の担当課室 勝山市立図書館

交付金事業の評価課室 勝山市政策推進部未来創造課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

職員人件費 雇用 正職員5人、嘱託職員5人 25,672,600



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 越前市

交付金事業実施場所 越前市一円

交付金事業の概要
　地域住民の安全な生活を維持するため、越前市内各所の防災行政無線通信設備の保守点
検（年1回）、訓練放送（年10回）、放送（毎日1回以上）等を実施しました。

番号 措置名 交付金事業の名称

13
公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等措
置

越前市防災行政無線施設運営事業

事業期間の設定理由 ―

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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

越前市地域防災計画（一般対策編）／第2項　情報の収集伝達／第1節　通信運用・情報収
集伝達計画／第6　通信手段の確保
災害時等において、市民へ避難情報を的確に伝達するとともに、被災状況等の情報収集や
情報伝達を円滑に行う。
目標：市民への放送時のトラブル回数0回

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度



平成30年度

市民への放
送時のトラ
ブルを0にす
る。

市民への放
送時のトラ
ブル数

成果実績 回 1

目標値 回 0

達成度

成果目標 成果指標 単位 評価年度

％ 0.0%

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

評価年度の設定理由

―



うち文部科学省分

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　防災訓練時に機器不良によりトラブルが1回発生したものの、防災行政無線通信設備の保
守点検（年1回）、訓練放送（年10回）、放送（毎日1回以上）等を実施し、地域住民の安
全な生活の維持を図っています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

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

1 1

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

定期点検（年1回）

活動実績 回 1 1 1

活動見込 回 1

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 4,371,840 4,216,320 4,193,640 12,781,800

うち経済産業省分 2,900,000 2,740,000 3,130,000 8,770,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 4,364,000 4,210,000 3,130,000 11,704,000

1,464,000 1,470,000 0 2,934,000

交付金事業の担当課室 越前市防災安全課

交付金事業の評価課室 越前市政策推進課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

防災行政無線通信設備の保
守点検業務の委託

指名型競争入札
株式会社ほくつう　福井支

社（福井市）
4,193,640



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要
　地域住民の安全な生活を維持するため、越前市内の行政無線施設において、避難所、災
害対策本部、パトロール車両間の相互の通信を行う移動系無線設備を設置し、災害対策本
部と避難場所等（全２５箇所）の間での伝達訓練を行い、適正な維持管理を行います。

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

越前市地域防災計画（一般対策編）／第２項　情報の収集伝達／第１節　通信運用・情報
収集伝達計画／第６　通信手段の確保
災害時等において、災害対策本部と避難場所等の間で避難情報等を的確に伝達するととも
に、被災状況等の情報収集や情報伝達を円滑に行う。
目標：災害対策本部と避難場所等の間での伝達時のトラブル回数0回

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

14
公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等措
置

越前市防災行政無線管理事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 越前市

交付金事業実施場所 越前市一円

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 平成30年度

災害対策本
部と避難場
所等の間で
のトラブル
を０にす
る。

災害対策本
部と避難場
所等の間で
のトラブル
数

成果実績 回 0

目標値 回 0

達成度 ％ 100.0%

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

25

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

災害対策本部と避難場所
等の間での伝達訓練の実
施箇所数（全２５箇所）

活動実績 箇所 25 25 25

活動見込 箇所 25

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

25



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 2,231,712 1,882,440 1,882,440 5,996,592

うち経済産業省分 838,000 1,072,000 0 1,910,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 838,000 1,072,000 1,477,000 3,387,000

0 0 1,477,000 1,477,000

交付金事業の担当課室 越前市防災安全課

交付金事業の評価課室 越前市政策推進課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

ＭＣＡ無線基本利用料金 随意契約（特命）
（一財）移動無線センター

近畿センター
1,882,440



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要
　坂井市内小学校の給食施設の健全な維持運営を行うため、5か月分の人件費（7名分）に
本交付金を充当しています。

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

第２次坂井市食育推進計画

基本目標
まなぶ　生涯を通じた食の教育を充実し、食の理解を深める
えらぶ　身近な食材・食品を賢く選び、安全・安心な食生活をめざす
たべる　幼い頃から望ましい食習慣や、食に感謝する心を身につけ、楽しく食事をする
つたえる　先人が歴史と経験から生み出した、食文化を次世代に伝え、世代や地域間の交
流を図る

アレルギー食の自校対応率 100％
ふるさと給食実施　年１回以上/全校
食材の地産地消割合　30％

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

15 地域活性化措置 学校給食施設維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 坂井市

交付金事業実施場所 坂井市丸岡町ほか4件

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 平成30年度

アレルギー
食の自校対
応率 100％

達成度 ％

交付金事業対
象校5校に占め
る対応校の割
合

成果実績 ％ 100

目標値 ％ 100

達成度 ％ 100.0%

％ 68.3%

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

―

100.0%

食材の地産
地消割合
30％

交付金事業対
象校5校の給食
食材に占める
地産地消の割
合

成果実績 ％ 20.5

目標値 ％ 30

達成度

ふるさと給
食実施　年
１回以上/全
校

交付金事業対
象校5校におけ
るふるさと給
食の実施回数

成果実績 回 1

目標値 回 1

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度 30年度

調理員の累計雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人 35 35 35

活動見込 人 35 35 35

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 5,090,000 5,335,500 5,307,500 15,733,000

交付金充当額 4,700,000 4,700,000 4,700,000 14,100,000

うち経済産業省分 4,700,000 4,700,000 4,700,000 14,100,000

交付金事業の担当課室 坂井市学校教育課

交付金事業の評価課室 坂井市企画情報課

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

人件費 雇用 調理士 5,307,500



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要
　子育て支援施設（上志比幼児園）の機能充実を図り、地域福祉並びに住民のサービス向上
と活性化を図るため、12か月分の人件費（4名分）に本交付金を充当しています。

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

第二次永平寺町総合振興計画（平成29年度～令和8年度）
基本目標　第1章　豊かな人間性と文化を育む、ゆとりに満ちた人づくり
基本施策　第1節　子育て支援の充実
(4)　保育サービスの充実
・仕事や社会活動と子育てが両立できるよう、保育ニーズを絶えず的確に把握しながらサー
ビスの充実を図るとともに、保育士などの人材の確保や資質の向上に努めます。
目標：待機児童0人

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

16 地域活性化措置 永平寺町子育て支援施設維持管理運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 永平寺町

交付金事業実施場所 永平寺町石上 

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 平成30年度

待機児童　0
人

待機児童数

成果実績 人 0

目標値 人 0

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由



うち文部科学省分

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

―

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　子育て支援施設(上志比幼児園)の維持管理費(保育士5名)に補助事業費を充当し、施設の
健全な維持運営と機能の充実に努められ、また待機児童0名を維持し、地域の保育需要に応
え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

48

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

保育士の雇用量
（　雇用人数(人)×雇用
期間(月)　）

活動実績 人月 48 48 48

活動見込 人月 48

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

48

総事業費 13,568,400 13,556,400 13,846,800 40,971,600

うち経済産業省分 11,300,000 11,200,000 11,200,000 33,700,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 11,300,000 11,200,000 11,200,000 33,700,000

0 0

交付金事業の担当課室 永平寺町子育て支援課

交付金事業の評価課室 永平寺町財政課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 保育士 13,846,800



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

　池田町内の保育施設の保育士人件費4名、10カ月分。
　町内唯一の保育施設である、池田町なかよしこども園のより健全な運営は地域の子育て
環境を整える上で欠かせないものとなっており、その運営を円滑にするために交付金を活
用します。

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

　交付金事業に関係する主要政策・施策：池田町子ども・子育て支援事業計画（平成27年
度～31年度）
　基本目標2 子どもが健やかに育つ環境をつくります。
　本事業を活用し施設の運営を円滑にすることで、子どもたちの安全で健やかな成長発達
と子育て世代の社会進出の促進を図ります。
　目標：当町内の待機児童０人

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

17 地域活性化措置 池田町なかよしこども園維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 池田町

交付金事業実施場所 池田町山田

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 平成30年度

町内の待機
児童０人

町内の待機
児童数(人)

成果実績 人 0

目標値 人 0

達成度 ％ 100.0%



うち文部科学省分

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

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

40

達成度 ％ 100.0% 100.0% 85.0%

30年度

保育士の雇用料（雇用人
数×雇用期間）

活動実績 人月 48 48 34

活動見込 人月 48

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

48

総事業費 17,647,767 17,820,765 14,388,767 49,857,299

うち経済産業省分 7,192,000 7,240,000 6,786,000 21,218,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 8,167,000 8,220,000 7,771,000 24,158,000

975,000 980,000 985,000 2,940,000

交付金事業の担当課室 池田町総務財政課

交付金事業の評価課室 池田町総務財政課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

職員人件費 雇用 職員、保育士等 14,388,767



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

　公民館、図書館及び防災拠点等の複数の機能を持った今庄地域の中核的施設である今庄
住民センターを整備しました。これにより、公民館及び図書館の利用増加を図り、地域活
動・生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的としています。
（事業の概要）・Ａ＝1,192.62㎡　鉄骨鉄筋コンクリート造　平屋建一部2階
 　　　　　 　・機能　図書館、大ホール、会議室、倉庫、トイレ等

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

第2次南越前町総合計画　第4章：人と文化を育むまちづくり
基本施策15：生涯にわたる学習社会の充実　細施策39：生涯学習環境の充実

目標：社会教育団体の公民館利用率　現状値(H25)24％　　　目標値(H31)40％
　　　図書館の年間の来館者数　　　現状値(H25)23,600人　目標値(H31)25,000人

事業開始年度 平成29年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

18 福祉対策措置 今庄住民センター整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南越前町

交付金事業実施場所 南越前町今庄地係

事業期間の設定理由 完成までに2年間を要するため

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6年度

令和6年度施
設利用回数
を平成24年
度から16
％増加を目
指す

第2次南越前
町総合計画
基本構想目
標値

成果実績 回

目標値 回 390

達成度 ％



うち文部科学省分

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

評価年度の設定理由

　今庄住民センター整備事業が位置付けられている第2次南越前町総合計画の終期が令和6
年度であり、当該計画が終了してから事業評価が可能となるため。

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

令和6年度図
書館年間来
館者数を平
成25年度か
ら6％増加を
目指す

第2次南越前
町総合計画
基本構想目
標値

成果実績 人

目標値 人 7,210

達成度 ％

無

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 29年度 30年度

　事業の出来高率

活動実績 ％ 56.0% 100.0%

活動見込 ％ 100.0% 100.0%

達成度 ％ 56.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

29年度 30年度 備　考

総事業費 180,000,000 214,189,200 394,189,200

交付金充当額 75,744,000 62,700,000 138,444,000

うち経済産業省分 75,744,000 62,700,000 138,444,000



交付金事業の担当課室 南越前町総務課

交付金事業の評価課室 南越前町総務課

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

今庄住民センター(仮称)新
築工事

一般競争入札
坂川建設㈱　南条本店
（南越前町）

394,189,200



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

　当町の共働き率は５９．３％であり、全国でも上位である福井県平均５６．８％よりも
高い数字であることから、育児負担の軽減、育児不安の解消及び世帯間交流の場等多様な
役割を担っている保育所の安定的な維持運営が必要です。本補助金を保育士人件費に充当
することにより、安全で信頼できる保育環境を構築するとともに、円滑な保育事業の運営
を行い、住民福祉の充実を図ることを目標とします。
（事業の概要）
　南条こども園の保育士人件費に本補助金を充当します。

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

南越前町子ども・子育て支援事業計画（平成２７年度～平成３１年度）
　重点目標　教育・保育サービスの充実
　　⑵　教育・保育の量の見込みと確保の方策
　　　幼稚園教育を希望する家庭、保育が必要な家庭へのニーズに対応するため、教育・
保育施設の整
　　　備及び必要な人材の確保を行い、本町の待機児童数０人を目指します。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

19 福祉対策措置 南条こども園維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南越前町

交付金事業実施場所 南越前町東大道

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 平成30年度

平成30年度
の待機児童
数0人を目指
す

南越前町子
ども・子育
て支援事業
計画目標値

成果実績 件 0

目標値 件 0

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由

年度単位で評価可能な事業であることから、事業実施翌年度早期に評価を実施。

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

達成度 ％ 90.0%

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 ％ 135

活動見込 ％ 150

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



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

総事業費 31,793,100 31,793,100

交付金充当額 27,377,000 27,377,000

27,377,000 27,377,000

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

保育士人件費 雇用 ― 31,793,100

うち経済産業省分 0 0

交付金事業の契約の概要

交付金事業の担当課室 南越前町保健福祉課

交付金事業の評価課室 南越前町保健福祉課



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要
文化財資料を適切に管理するため資料収蔵庫の整備を行います。具体的には、収蔵庫
（A=40.80㎥）、調湿機能、建具、移動棚、空調機器の整備等を行います。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策：
第2次南越前町総合計画「第4章　人と文化を営むまちづくり　⑯歴史文化の継承と芸術文
化の振興細施策41歴史・伝統文化の保存と継承」
歴史・文化や景観を守り育てることを目標としています。当該家屋は国の重要文化財の指
定を受けており、北前船主として栄えた中村家の主屋、土蔵からは古文書など約４万点の
資料が発見されています。これらの歴史的資料を適切に保管し、未来へ引き継ぐことで歴
史的文化を守り育て、活動・イベントなどにより活用し、身近に感じることのできるまち
づくりを行います。

目標：中村家特別公開日における特別展での文化財資料の活用

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

20 地域活性化措置 中村家資料収蔵庫整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南越前町

交付金事業実施場所 南越前町河野地係

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 平成32年度

文化財の活
用
3回/年

中村家特別
公開日にお
ける特別展
での文化財
資料の活用
回数

成果実績 回 来年度評価を行うため未定

目標値 回 3

達成度 ％

評価年度の設定理由

事業完了後、文化財資料の活用方法について検討し、評価が可能になるため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、文化財資料を適切に管理するための資料収蔵庫を整備することが
できました。来年度以降は、収蔵した資料の調査研究により北前船に関する知識を更に向
上させると共に、中村家特別公開での資料の展示など文化財資料の活用方法について検討
を進めていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

事業の出来高率

活動実績 ％ 100

活動見込 ％ 100

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



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

総事業費 15,318,720

うち経済産業省分 0

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 12,000,000

12,000,000

交付金事業の担当課室 南越前町教育委員会事務局

交付金事業の評価課室 南越前町教育委員会事務局、福井県総合政策部電源地域振興課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

中村家資料収蔵庫整備工事 指名競争入札
（株）キヨエイビルド河野
支店

15,318,720



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

当町と近隣市町が有する観光資源の連携を強化し、広域観光の推進を図るため、南越前町
広域観光推進事業基金を造成します。基金を観光資源の整備に充てることにより、地域の
特性を活かした魅力ある観光地域の形成と、特定のテーマに関心の高い観光客の更なる誘
致を図ります。
・史跡杣山城址整備事業（実施設計業務、駐車場整備、史跡外周辺整備等）
・旧北陸線トンネル群観光連携事業（トンネル群周辺整備等）

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

第２次南越前町総合計画
第３章：活き活きと働けるまちづくり　基本施策１３：観光の振興　細施策３２：観光基
盤の整備充実
・町の資源を活かし住民と来訪者にやさしい観光施設を整備するとともに、回遊性や付加
価値を高め「また来たい」と思ってもらえるまち
【基本構想　第２章　②　交流人口の目標】
　入込客数：平成２５年　６９８，０００人　⇒　平成３６年　７８０，０００人

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

21 地域活性化措置 南越前町広域観光推進事業基金造成事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南越前町
交付金事業実施場所 南越前町阿久和地係 他

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 評価年度　令和７年度

令和６年度
交流人口
780,000人

第2次南越前
町総合計画
基本構想目
標値

成果実績 人
目標値 人 780,000
達成度 ％



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

南越前町広域観光推進事業が位置付けられている第2次南越前町総合計画の終期が令和6年
度であり、当該計画が終了してから事業評価が可能となるため。

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

達成度 ％ 100.0%

基金造成額　32,000,000
円

活動実績 円 15,600,000
活動見込 円 15,600,000

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



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

総事業費 15,600,000

うち経済産業省分 0
交付金事業の契約の概要

交付金充当額 15,600,000
15,600,000

交付金事業の担当課室 南越前町総務課
交付金事業の評価課室 南越前町総務課、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
基金造成 積立 ― ―



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

　越前町は、全国的に有名な越前がにの水揚げをはじめ、県内一の漁獲高を誇る漁業基地
となっており、当該漁港は越前町の中核漁業である底曳網漁、定置網漁をはじめ沿岸漁業
等も盛んに行われ地域産業の一翼を担っています。また、山と海に挟まれた狭隘な土地で
あるため、漁港の背後には人家や公共施設が密集しています。当該地区では、10年ほど前
から越波による被害に対する対策の要望が上がっており、4年ほど前には爆弾低気圧により
背後施設が大きな被害を受けました。
　今年度はこれらの、越波被害に対応するため、既設護岸の嵩上工事を実施しました。
　　既設護岸嵩上工　L=112.0m

22
公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等

白浜（城崎）漁港改良事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 越前町

交付金事業実施場所 福井県丹生郡越前町高佐地係



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

海岸保全事業（平成30年度）
第二次総合振興計画（平成28年度～令和7年度）
基本計画第１章　快適で安全に住み続けられるまちづくり
第2節　くらしの安全確保
1-2-1．災害の予防
②沿岸地域の安全を確保する
・津波、高潮、波浪による海岸浸食などの危機に対し、沿岸地域の住民の安全を確保する
ため、海岸保全事業（護岸整備・越波対策など）を推進します。
目標：海岸保全整備延長：平成31年度までに0.3㎞
　　　住民からの苦情等発生件数0件

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

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

地元住民の
安全確保
住民からの
苦情等発生
件数0件

地元住民の
安全確保
住民からの
苦情等発生
件数0件

成果実績 件

目標値 件 0

達成度 ％

評価年度の設定理由

　令和元年度まで当該地域で整備事業を実施する予定であり、事業完了後に評価すること
ができるため。

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

100

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

30年度

工事の出来高率100％
（Ｈ30年度：既設護岸嵩
上工　L=112.0m）

活動実績 件 100 100 100

活動見込 件 100

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

100



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 30,898,800 28,490,400 31,417,200 90,806,400

うち経済産業省分 15,639,000 12,994,000 15,875,000 44,508,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 29,791,000 27,000,000 30,000,000 86,791,000

14,152,000 14,006,000 14,125,000 42,283,000

交付金事業の担当課室 越前町農林水産課

交付金事業の評価課室 越前町農林水産課、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

施設改修 一般競争入札 ㈱大生（越前町） 31,417,200



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

　当該施設は、塩害や経年劣化で設備が損耗していました。利用者への配慮及び施設の安
全な運営管理を図るため、修繕工事を実施しました。
　貫流ボイラー・給湯ボイラー増設：2基、業務用洗濯機・乾燥機更新：3台
　浴室シャワー改修：15器、パッケージエアコン交換：2台、軒天修繕工事一式

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

観光拠点施設等再整備事業（平成30年度）
第二次総合振興計画（平成28年度～令和7年度）
基本計画第5章　ふるさとの個性を活かし交流を育むまちづくり
第１節　観光地としての新たな魅力向上
5－1－1．観光産業の活性化
①観光資源の魅力向上を図る
・交流拠点施設の整備・充実とネットワーク化を図り、観光資源の魅力を高めます。
　目標：年間観光入込客数　　現状　　　141.5万人（平成26年度）
　　　　　　　　　　　　　　中間目標　230万人　　（平成31年度）
　　　　　　　　　　　　　　最終目標　240万人　　（令和7年度）

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

23
公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等

管理公社観光施設改修事業（越前温泉露天風呂漁火修繕）

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 越前町

交付金事業実施場所 福井県丹生郡越前町厨地係

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 令和元年度

露天風呂漁
火年間入館
者数
92,000人→
95,000人

露天風呂漁
火年間入館
者数
92,000人→
95,000人

成果実績 人

目標値 人 95,000

達成度 ％

評価年度の設定理由

整備完了の翌年度から成果が見込まれるため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

当該事業を実施することで、露天風呂漁火の利用者の満足度向上が図られる

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

貫流ﾎﾞｲﾗｰ・給湯ﾎﾞｲﾗｰ増
設(2基)
業務用洗濯機・乾燥機更
新(3台)
浴室ｼｬﾜｰ改修(15器)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ交換(2台)
軒天修繕工事一式

活動実績 ％ 100

活動見込 ％ 100

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



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

総事業費 16,891,200

うち経済産業省分 14,544,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 14,544,000

交付金事業の担当課室 越前町商工観光課

交付金事業の評価課室 越前町商工観光課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

修繕工事 一般競争入札 ㈱大生（越前町） 16,891,200



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要

　原子力発電施設等の設置および運転の円滑化に資するため、一般電気事業者等から電気
の供給を受けている住民・企業等に対し、給付金を交付しています。

　電灯契約の交付金額（一口当たり）：年額4,884円
　電力契約の交付金額（1kW当たり）：年額2,436円

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

　電力会社から電力の供給を受けている家庭や企業に対し給付金を交付し、原子力発電の
理解促進および地域の振興と住民福祉の向上を図ります。

　目標：原子力発電に対する地域住民の理解促進

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

24 給付金加算等措置 越前町給付金交付事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 越前町
交付金事業実施場所 福井県丹生郡越前町　越前地区全域

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 平成30年度

越前町内に
おいて、小
売電気業者
等から電気
の供給を受
けている一
般家庭や工
場等により
当該地区の
一層の振興
および地域
住民の福祉
の向上を図
ります。

評価年度の設定理由
給付金を交付することにより、原子力発電に対する地域住民の理解促進が図られた。

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

目標値

達成度



うち文部科学省分

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

31,692

活動指標 単位

31,848
達成度 ％ 99.5% 98.9% 97.5%

30年度

給付金の交付口数（電灯
需要家）

活動実績 口 31,536 31,344 31,044
活動見込 口 31,692

28年度 29年度 30年度

契約電力（kW）（電力需
要家）

活動実績 kW 71,925 71,828 68,990
活動見込 kW 73,174 73,174 73,174
達成度 ％ 98.3% 98.2% 94.3%

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 28,032,911 27,996,412 27,325,795 83,355,118

うち経済産業省分 23,307,000 23,752,000 22,624,000 69,683,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 27,000,000 27,900,000 27,000,000 81,900,000

3,693,000 4,148,000 4,376,000 12,217,000

交付金事業の担当課室 越前町企画財政課

交付金事業の評価課室 越前町企画財政課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

原子力立地給付金等交付 随意契約
一般財団法人　電源地域振
興センター

27,325,795



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要
町道の改良工事を実施し、住民の利便性の向上を図るとともに、通行時の安全を確保しま
す。
事業の実施に必要な財源として基金を造成します。

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

第五次総合振興計画（平成２８年度～令和７年度）
　基本目標５　快適で安全安心な　まち
　１道路・交通体系の確立
　　②交通弱者にやさしい交通環境の整備
　　・道路網整備（通学路の歩道設置など）について整備計画を策定し、効率の良い
　　　施設整備に努めるとともに、通学路を中心に既設の安全施設の点検を行い、
　　　計画的に維持・修繕を行います。
目標：工事箇所における交通事故発生件数０件

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

25
公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等

道路改良事業基金造成

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 美浜町

交付金事業実施場所 美浜町　久々子、河原市・南市　地係

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 評価年度　令和3年度

災害対策本
部と避難場
所等の間で
のトラブル
を０にす
る。

災害対策本
部と避難場
所等の間で
のトラブル
数

成果実績 回

目標値 回 0

達成度 ％

評価年度の設定理由

道路改良工事が令和2年度に終了するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

平成30年度は適正に基金の造成を行いました。令和2年度までに道路改良工事を完了させ、
通行者の安全を確保することで、両町道での交通事故発生件数0件を達成する予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

基金造成額　60,000,000
円

活動実績 円 60,000,000

活動見込 円 60,000,000

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



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

総事業費 60,000,000

うち経済産業省分 0

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 60,000,000

60,000,000

交付金事業の担当課室 美浜町土木建築課

交付金事業の評価課室 美浜町土木建築課

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 ― ―



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要
農業用施設の改修工事を実施し、生産性の向上を図るとともに、施設の維持管理の負担軽減
を図ります。
事業の実施に必要な財源として基金を造成します。

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

第五次総合振興計画（平成２８年度～令和７年度）
　基本目標３　活気とにぎわいのある　まち
　１農業の振興
　　①地域の農業・農村の保全・振興
　　・県と連携を図り、農業用施設や農地の整備を行うことにより農業生産基盤の
　　　改善に努めます。
目標：農業用施設の事故（漏水等）発生件数　０件

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

26
公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等

農業用施設改修事業基金造成

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 美浜町

交付金事業実施場所 美浜町　丹生、菅浜　地係

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 評価年度　令和4年度

農業用施設
の事故（漏
水等）発生
件数　0件

農業用施設
の事故（漏
水等）発生
件数

成果実績 件

目標値 件 0

達成度 ％



うち文部科学省分

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

評価年度の設定理由

農業用施設改修工事が令和3年度に終了するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

平成30年度は適正に基金の造成を行いました。令和3年度までに農業用施設改修工事を完了
させ、施設の機能を強化することで、農業用施設での事故（漏水等）発生件数0件を達成す
る予定です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

基金造成額　70,000,000
円

活動実績 円 70,000,000

活動見込 円 70,000,000

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

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

総事業費 70,000,000

うち経済産業省分 0

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 70,000,000

70,000,000

交付金事業の担当課室 美浜町土木建築課

交付金事業の評価課室 美浜町土木建築課

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 ― ―



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要
漁業用冷凍冷蔵施設の改修工事を実施し、魚介類の鮮度保持及び漁業活動効率の向上を図る
ことにより、地域水産振興の発展に寄与します。
事業の実施に必要な財源として基金を造成します。

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

 第五次総合振興計画（平成２８年度～令和７年度）
　基本目標３　活気とにぎわいのある　まち
　３水産業の振興
　　①漁場整備・漁業生産活動への支援
　　・漁港施設及び水産機能施設の老朽化に伴う改修工事を実施し、計画的に
　　　漁港の保全・改修、水産機能施設等の整備を推進します。
目標：施設管理維持費の削減率　10％

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

27
公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等

冷凍冷蔵施設改修事業基金造成

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 美浜町

交付金事業実施場所 美浜町　丹生　地係

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 評価年度　令和3年度

施設管理維
持費の削減
率　10％

施設維持管
理費用の削
減率：補修
後の維持管
理費／補修
前の維持管
理費

成果実績 ％

目標値 ％ 10

達成度 ％

評価年度の設定理由

改修工事が令和2年度に終了するため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

平成30年度は適正に基金の造成を行いました。令和2年度までに漁業用冷凍冷蔵施設の改修
工事を完了させ、施設の維持管理を効率化することで、施設管理維持費を10％削減する予定
です。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

達成度 ％ 100.0%

基金造成額　32,000,000
円

活動実績 円 32,000,000

活動見込 円 32,000,000

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



うち文部科学省分

交付金事業の総事業費
等

30年度 備　考

総事業費 32,000,000

うち経済産業省分 0

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 32,000,000

32,000,000

交付金事業の担当課室 美浜町農林水産課

交付金事業の評価課室 美浜町農林水産課

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 ― ―



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要
　当町の給食施設の維持運営管理費（小学校4校の学校調理員4人の人件費10ヶ月分）に補
助金を充当し、各施設の健全な維持運営に努めています。

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

　福井県教育委員会　「福井の地場産学校給食推進事業」（平成30年度）
本県の特産食材など地場食材を使用した学校給食を児童生徒に提供することで地域の農林
水産業や食文化への理解を深め、児童生徒にふるさと福井を誇りに思う心をはぐくむこと
を目指します。
目標：福井県産食材を使用した給食の提供年3回

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

28 地域活性化措置 若狭町学校給食施設維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 若狭町

交付金事業実施場所 若狭町三田　ほか3件

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 　30年度

福井県産食
材を使用し
た給食の提
供年3回

福井県産の
食材を使用
した給食の
提供回数

成果実績 回 3

目標値 回 3

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由

―



うち文部科学省分

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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　安全・安心でおいしい給食を提供する施設の維持運営を行うことで、児童の心身の健全
な成長と体力向上に寄与することができました。また、福井県産食材を使用した給食を年3
回提供することで、児童に地元福井の食文化に対する理解を深め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

40

達成度 ％ 99.3% 91.7% 100.0%

30年度

調理員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 143 132 40

活動見込 人月 144

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

144

総事業費 49,772,685 48,756,770 14,741,779 113,271,234

うち経済産業省分 11,053,000 10,970,000 2,000,000 24,023,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 42,000,000 42,000,000 10,000,000 94,000,000

30,947,000 31,030,000 8,000,000 69,977,000

交付金事業の担当課室 若狭町教育委員会事務局

交付金事業の評価課室 若狭町政策推進課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

職員人件費 雇用 調理員 14,741,779



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要
　若狭町社会教育施設の維持運営事業に係る人件費（職員8名・10ヶ月分）に補助金を充当
し、施設の健全な維持運営に努めています。

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

基本目標Ⅳ　関西・中京圏からの人の流れをつくる　（エ）歴史・文化遺産の活用を促進
する　②水月湖年縞と縄文遺跡の活用促進
　当町の社会教育施設（図書館リブラ館、若狭三方縄文博物館）の維持運営に本補助金を
充当することにより、施設の健全な維持運営に努めるとともに、地域福祉並びに住民サー
ビスの向上と活性化、地域資源を活用することによる来訪者増加を図ります。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

29 地域活性化措置 若狭町社会教育施設維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 若狭町

交付金事業実施場所 若狭町鳥浜　ほか1件

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 平成30年度

学校への司
書派遣（3回
増：前年
比）

学校への司
書派遣回数

成果実績 回 10

目標値 回 2

達成度 ％ 500.0%

90.0%

図書館来館
者（2％増：
前年比）

図書館来館
者数

成果実績 人 27,853

目標値 人 31,098

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

縄文博物館
の体験教室
参加者
（30％増：
前年比）

縄文博物館
の体験教室
参加者数

成果実績 人 2,949

目標値 人 2,544

達成度

達成度 ％ 191.0%

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

％ 116.0%

縄文博物館
来館者
（30％増：
前年比）

縄文博物館
来館者数

成果実績 人 26,965

目標値 人 14,085

　図書館は、一昨年のリニューアルオープンによる来館者の増加に比べると減少したもの
の、来場者数は25,000人を超えており、住民サービス提供を維持することができました。
また、司書派遣数を10回（昨年度より8回増）行うことにより、地域福祉の向上および教育
環境の充実を図ることができました。
　縄文博物館では、体験教室の参加者2,949人に対し郷土の文化を広く啓発することができ
ました。さらに、福井県年縞博物館のオープンやイベント等を通した利用促進により来館
者は約90％増加し、多くの人に縄文に対する関心を広め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



うち文部科学省分

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度 30年度

80

達成度 ％ 72.2% 98.6% 100.0%

社会教育施設職員の雇用
量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 52 71 80

活動見込 人月 72 72

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

総事業費 21,458,017 28,130,477 34,767,083 84,355,577

うち経済産業省分 20,000,000 19,000,000 1,778,000 40,778,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 20,000,000 19,000,000 23,000,000 62,000,000

21,222,000 21,222,000

交付金事業の担当課室 若狭町歴史文化課

交付金事業の評価課室 若狭町政策推進課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

職員人件費 雇用 職員 34,767,083



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要
　若狭町保育所の維持運営事業に係る人件費（保育士、調理員47名・10ヶ月分（7保育
所））に補助金を充当し、各施設の維持運営に努めています。

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

基本目標Ⅱ　若い世代が住みたくなる地域をつくる　（イ）安心して子育てできる環境を
つくる　②継続した子育て支援体制に強化

　保育士を充足し受け入れ態勢を整備することにより、子供の支援や、親の支援としての
効果的なサービスを実施し、保育サービスの情報提供や保育の充実に努めます。
　　目標：保育待機児童数　0人

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

30 地域活性化措置 若狭町保育所維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 若狭町

交付金事業実施場所 若狭町中央　ほか6件

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 平成30年度

待機児童数0
人

待機児童数
（人/年）

成果実績 人 0

目標値 人 0

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由

―



うち文部科学省分

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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

待機児童0人を維持することができ、保育サービスの充実を図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

480

達成度 ％ 96.9% 99.3% 96.3%

30年度

保育所（園）職員雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 500 536 462

活動見込 人月 516

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

540

総事業費 173,827,493 187,044,935 170,946,210 531,818,638

うち経済産業省分 120,583,000 122,933,000 124,470,000 367,986,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 120,583,000 122,933,000 124,470,000 367,986,000

交付金事業の担当課室 若狭町福祉課子ども・若者支援室

交付金事業の評価課室 若狭町政策推進課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

職員人件費 雇用 保育士、調理員 170,946,210



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業の概要
　パレア若狭の維持運営事業に係る人件費（職員6名・10ヶ月分（2施設））に補助金を充
当し、施設の維持運営に努めています。

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

基本目標Ⅳ　関西・中京圏からの人の流れをつくる　（イ） 訪れたい環境を充実する　①
観光施設などの充実・活性化の促進

　当町の施設であるパレア若狭の維持運営に本補助金を充当することにより、施設の健全
な維持運営に努めるとともに、施設の魅力と価値を高め、誰もが利用しやすい施設・設備
の整備を支援し、満足度、利便性の向上を図ります。

事業開始年度 平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30年度

31 地域活性化措置 パレア若狭維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 若狭町

交付金事業実施場所 若狭町市場

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 平成30年度

自主・共催
事業（コン
サートや講
演等）：11
回

自主・共催
事業（コン
サートや講
演等）の回
数

成果実績 回 11

目標値 回 11

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由

―



うち文部科学省分

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

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　若狭町の文化・芸術振興の拠点であるパレア若狭において、年11回の自主・共催事業を
開催し、質の高い文化サービスの提供と町民の文化振興に寄与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

60

達成度 ％ 100.0% 98.1% 95.0%

30年度

パレア若狭職員の雇用量
（雇用人数（人）×雇用
期間（月））

活動実績 人月 120 106 57

活動見込 人月 120

交付金事業の総事業費
等

28年度 29年度 30年度 備　考

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 28年度 29年度

108

総事業費 45,794,614 40,245,552 24,748,999 110,789,165

うち経済産業省分 25,000,000 27,000,000 15,000,000 67,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 25,000,000 27,000,000 15,000,000 67,000,000

交付金事業の担当課室 若狭町パレア文化課

交付金事業の評価課室 若狭町政策推進課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

職員人件費 雇用 職員 24,748,999



電源立地地域対策交付金
（原子力立地給付金交付事業）



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（平成３０年度）
（単位：円）

総事業費
2,033,135,144

円
文部科学省

805,334,376円
経済産業省
1,227,800,768

円

交付金事業に要
した経費

2,033,135,144 2,033,135,144１
給付金交
付助成措

置
原子力立地給付金交付事業 福井県

番号 備　考交付金充当額
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



Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

措置名 交付金事業の名称

給付金交付助成措置 原子力立地給付金交付事業

番号

１

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 福井県

評価年度 平成30年度

原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に係る地域の理解を促進するため、小売電気事
業者等から電気の供給を受けている一般家庭、工場等に対して給付金を交付します。

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

交付金事業に関係する主要政策・施策
【福井県】福井ふるさと元気宣言（平成27年度～平成31年度）
　Ⅲ元気な県土
　　10原子力・エネルギーの確かな将来展望と地域振興
　　　原子力政策については立地地域の理解と納得を基本とし、県民合意の得ら
　　　れる振興策強化を国に強く働きかけ

目標：原子力発電に対する地域住民の理解促進

単位

交付金事業実施場所
敦賀市、美浜町、高浜町、おおい町（旧大飯町、旧名田庄村）、小浜市、南越前町（旧今
庄、旧河野村）、若狭町（旧三方町、旧上中町）

交付金事業の概要

交付金事業の成果目標
及び成果実績

平成30年度 事業終了（予定）年度 平成30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



交付金事業の活動指標
及び活動実績

評価に係る第三者機関等の活用の有無

成果実績

目標値

28年度単位

県内の原子
力発電施設
等周辺地域
において、
小売電気事
業者等から
電気の供給
を受けてい
る一般家庭
や工場等等
に給付金を
交付するこ
とにより、
当地区の振
興と住民の
福祉向上を
図ります。

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

―

県内の原子力発電施設等周辺地域の電灯需要家および電力需要家に給付金を交付し、当該
地域の振興と地域住民の福祉向上を図ることができました。

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

活動指標 30年度29年度

達成度



うち文部科学省分

99.9%

達成度 ％ 97.3% 99.4% 100.3%

交付金事業の活動指標
及び活動実績

活動実績 kW 3,502,555 3,571,865 3,622,258

活動見込 kW 3,599,956 3,593,745 3,610,513

給付金の交付口数
（電灯需要家）

1,276,237,267

99.9% 99.9%

活動指標 単位 28年度 29年度 30年度

契約電力（kW）
（電力需要家）

2,033,135,144 6,149,658,3292,041,810,007 2,074,713,178総事業費

交付金充当額

うち経済産業省分

2,033,135,144

805,334,376

1,227,800,768

6,149,658,329

2,386,378,179

3,763,280,150

2,041,810,007

782,567,892

1,259,242,115

2,074,713,178

798,475,911

活動実績

活動見込 1,013,142

28年度 29年度 30年度 備　考

1,004,112 1,007,436 1,011,732

1,005,417

達成度

口

口

％

交付金事業の総事業費
等

1,008,794



一般財団法人　電源地域振
興センター

2,033,135,144

交付金事業の担当課室

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

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

原子力立地給付金の交付業
務

随意契約（公募型）

交付金事業の契約の概要



電源立地地域対策交付金（基金処分事業）



番号

１

２

３

４ 231,000,000680,805,000

福井県企業立地促
進資金貸付事業

福井県
Ｈ30.4.1～

～
Ｈ31.3.31

132,503,000

福井県特別経済対
策産業団地整備資
金貸付事業

福井県

525,344,469

Ｈ30.4.1～
～

Ｈ31.3.31

福井国体関係県有
施設整備修繕事業

福井県
Ｈ30.4.1

～
Ｈ30.9.20

77,666,124132,736,800

県内成長企業生産
拠点拡大促進補助
事業（先端産業創
出企業支援特例事

業）

福井県
Ｈ30.4.1

～
Ｈ31.3.29

3,786,293308,244,000

（単位：円）

事業名 事業主体
開始・完了

年月日
うち基金
充当額

備 考総事業費



（単位：円）

１
県内成長企業生産拠点拡大促進補助事業
（先端産業創出企業支援特例事業）

基金事業の成果目標及
び成果実績

事業開始年度

基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

基金事業の概要

番号 基金事業実施場所

敦賀市東洋町、鯖江市美幸町

事業主体

福井県

上記政策・施策目標に準じています。

平成30年度

企業立地件数
30年度に30件

評価年度の設定理由

―

　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す。

【主要政策・施策】
　「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意(平成27年度～平成30年度）
◇県・市町一体の企業誘致　　○本社機能の誘致と産業団地の整備促進
【目標】
　平成27年から令和元年末までの5か年で、県内における新増設を含めた企業立地件数150件
（年間30件）を達成します。

事業名

単位

件

件

％

事業終了（予定）年度平成24年度

成果実績 34

30

113.33%

評価年度 平成30年度

目標値

達成度

事業期間の設定理由

成果指標成果目標

「福井ふるさと元
気宣言」推進に関

する政策合意



単位

件

件

％

基金事業の成果目標及
び成果実績

無

基金事業の定性的な成果及び評価等

　平成26年度以降、毎年基金を造成し1～3社に対し補助金を交付しており、平成30年度は目
標としていた企業立地件数30件を超え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

平成28年度

2

活動指標

補助金交付
件数

100.0%0.0%

230

平成27年度

600,000,000

600,000,000

平成26年度

1

1 2

基金事業の担当課室

基金事業の評価課室

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

215,796,000 600,000,000

基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 ㈱鯖江村田製作所（鯖江市） 4,744,000

600,000,000
うち経済産業
省分

施設整備費補助 補　助 ゼノマックスジャパン㈱（敦賀市） 303,500,000

基金事業の総事業費等

総事業費

基金充当額

平成26年度 平成28年度

215,796,000 600,000,000

215,796,000 600,000,000

活動実績基金事業の活動指標及
び活動実績 活動見込

達成度

1,419,582,2933,786,293

100.0%

2

うち文部科学
省分

100.0%

平成29年度 平成30年度

31

100.0%

備 考

1,724,040,000

1,419,582,293

平成30年度

308,244,000

3,786,293

平成29年度



平成２６年度 事業終了（予定）年度

評価年度の設定理由

―

事業期間の設定理由 平成３０年福井しあわせ元気国体開催にあわせて実施

基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 平成３０年度

運動公園施
設利用者数
対前年比増

H30利用者
数

/H29利用者
数

成果実績 ％ 135

目標値 ％ 110

達成度 ％ 122.73%

基金事業の概要
　平成31年福井しあわせ元気国体に向けて、県体育施設の改修、整備等を実施しました。
【改修、整備施設】
　福井運動公園、福井県立武道館、県立馬術競技場、県立ライフル射撃場

基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

<第73回国民体育大会　競技施設整備基本方針＞　平成22年策定
　第７３回国民体育大会の競技施設は、第７３回国民体育大会基本方針に基づき、「国民体
育大会開催基準要綱」が定める施設基準を尊重し、次のとおり整備する。
　・競技施設は、県内の既存施設を活用することを原則とする。
　・真に必要な施設に限定するとともに、大会後においても地域住民に広く活用されるよう
    配慮。
　・競技運営に支障がないよう、計画の段階から競技団体等と十分協議するとともに、ユニ
    バーサルデザインに対応し、自然・環境・景観に十分配慮する。

事業開始年度 平成３０年度

（単位：円）

番号 事業名 事業主体 基金事業実施場所

２ 　福井国体関係県有施設整備修繕事業 福井県 福井市福新町、福井市三ツ屋町



単位

箇所

箇所

％

基金充当額 1,510,518,898

うち経済産業省分 1,510,518,898

うち文部科学省分

総事業費

基金充当額

うち経済産業省分

うち文部科学省分

備　考

平成30年度

132,736,800

77,666,124

77,666,124

平成29年度

237,177,840

236,583,049

236,583,049

総事業費 1,935,587,036

233,515,737 879,395,068 83,358,920

基金事業の総事業費等

平成28年度

2

233,515,737 879,395,068 83,358,920

平成26年度 平成27年度 平成28年度

345,258,384 1,137,055,092 83,358,920

2

達成度 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2

100.0%

基金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 平成26年度 平成27年度 平成29年度

2

基金事業の定性的な成果及び評価等

　平成26年度から30年度にかけて、福井運動公園（屋内プール、陸上競技場等）、県立ライ
フル射撃場、県立馬術競技場、県立武道館を整備しました。
　平成30年9～10月に開催された国民体育大会、障害者スポーツ大会で使用し、施設のトラ
ブルが発生することなく、円滑に運用できました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

平成30年度

補助金交付
件数

活動実績 3 3 2 2

活動見込 3 3

基金事業の成果目標及び
成果実績



運動公園駐車場整備

運動公園駐車場整備

(株)北陸建機（福井市）運動公園駐車場整備

ニスデ・コンストラクション・中山
産業経常建設共同企業体（福井市）

(株)ミカド開発（福井市）

(株)道端組（福井市）

1,209,600

1,387,200

42,249,600

44,582,400

9,309,600

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

随意契約（少額）

随意契約（少額）

9,374,400

(株)道端組（福井市）

(株)北陸建機（福井市）

運動公園駐車場整備

運動公園駐車場整備

武道館駐車場整備

基金事業の評価課室 福井県交流文化部スポーツ課

契約の相手方

㈲川上土木（福井市）

スリーエス(株)（福井市）武道館駐車場整備 随意契約（少額） 2,192,400

基金事業の担当課室 福井県交流文化部スポーツ課

契約の目的 契約の方法 契約金額

運動公園駐車場整備 一般競争入札 22,431,600

基金事業の契約の概要



（単位：円）

％ 113.3%

事業期間の設定理由 企業立地促進のために今後も継続して実施

基金事業の成果目
標及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 平成30年度

企業立地件数
30年度に30件

評価年度の設定理由

―

基金事業の定性的な成果及び評価等

「福井ふるさ
と元気宣言」
推進に関する
政策合意

成果実績 件 34

目標値 件 30

達成度

基金事業に関係す
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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意(平成27年度～平成30年度）
◇県・市町一体の企業誘致　　○本社機能の誘致と産業団地の整備促進
【目標】
平成27年から令和元年末までの5か年で、県内における新増設を含めた企業立地件数150件
（年間30件）を達成します。

事業開始年度 ―

3
福井県企業立地促進資金貸

付基金事業
福井県 福井県内

基金事業の概要

　福井県内において、新たに工場棟の新設、増設または移転を伴う企業に対して必要な資金
の一部を融資することにより企業の立地を促進し、もって雇用の増大と地域産業の振興を図
ります。

昭和57年度 事業終了（予定）年度

番号 事業名 事業主体 基金事業実施場所



143,983,450

うち経済産業省分 354,763,343 296,428,919 149,248,049 142,795,598 116,655,641 1,059,891,550

うち文部科学省分 48,193,657 40,269,081 20,274,951 19,398,402 15,847,359

金融機関貸付分を含む

基金充当額 402,957,000 336,698,000 169,523,000 162,194,000 132,503,000 1,203,875,000

総事業費 524,676,909 525,187,979 525,265,087 525,328,182 525,344,469

87.5% 85.7% 83.3%

基金事業の総事業費等 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 備考

貸付件数

基金事業の活動指
標及び活動実績

活動指標

達成度 ％ 91.7% 90.9%

5

活動見込 件 12 11 8 7 6

28年度 29年度 30年度

活動実績 件 11 10 7 6

単位 26年度 27年度

基金事業の成果目
標及び成果実績

県内の産業団地が整備中で、立地できるスペースが不足しています。令和元年度に２か所
（敦賀・大野）で供用するため、企業立地のＰＲを強化していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



企業立地促進資金貸付 貸付 （株）フクタカ 250,000

企業立地促進資金貸付 貸付 （株）若廣 7,062,000

基金事業の契約の概要

契約の目的

基金事業の担当課室 福井県産業労働部企業誘致課

基金事業の評価課室 福井県産業労働部企業誘致課

企業立地促進資金貸付 貸付 （株）フクタカ 1,774,000

企業立地促進資金貸付 貸付 （株）アイケープラスト 106,393,000

契約の方法 契約の相手方 契約金額

企業立地促進資金貸付 貸付 （株）新珠食品 17,024,000



（単位：円）

平成２５年度 事業終了（予定）年度

％ 100.0%

事業期間の設定理由 ―

基金事業の成果目
標及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 平成30年度

産業団地整備
の推進

評価年度の設定理由

―

基金事業の定性的な成果及び評価等

県内では、まとまった区画の産業用地が不足し、新たな産業団地の確保が急務となっていま
す。北陸新幹線や中部縦貫自動車道などの高速交通網の整備が進む機会を捉え、新たな産業団
地を整備することにより、県内の産業振興と雇用機会の拡大を図っています。

「福井ふるさ
と元気宣言」
推進に関する
政策合意

成果実績 件 3

目標値 件 3

達成度

基金事業に関係す
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】
「福井ふるさと元気宣言」推進に関する政策合意(平成27年度～平成30年度）
◇県・市町一体の企業誘致　　○本社機能の誘致と産業団地の整備促進
【目標】
平成27年から令和元年末までの5か年で、県内における新増設を含めた企業立地件数150件（年
間30件）を達成します。

事業開始年度 令和５年度

4
福井県特別経済対策産業団

地整備資金貸付事業
福井県 福井県内

基金事業の概要
　特別の経済対策を要する地域における産業団地の整備を促進するための基金の貸付を行うこ
とにより、企業の立地を促進し、雇用の安定および増大を図ります。

番号 事業名 事業主体 基金事業実施場所



基金事業の担当課室 福井県産業労働部企業誘致課

基金事業の評価課室 福井県産業労働部企業誘致課

基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

産業団地整備費貸付 貸付 敦賀市 231,000,000

237,826,807

うち経済産業省分 24,585,857 706,503,196 134,061,660 615,982,660 202,406,820 1,683,540,193

うち文部科学省分 3,473,143 99,804,804 18,938,340 87,017,340 28,593,180

金融機関貸付分を含む

基金充当額 28,059,000 806,308,000 153,000,000 703,000,000 231,000,000 1,921,367,000

総事業費 28,059,000 1,360,326,000 310,121,000 971,820,000 680,805,000

100.0% 100.0% 100.0%

基金事業の総事業費等 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 備考

貸付件数

基金事業の活動指
標及び活動実績

活動指標

達成度 ％ 100.0% 100.0%

1

活動見込 件 1 3 2 1 1

28年度 29年度 30年度

活動実績 件 1 3 2 1

単位 26年度 27年度

基金事業の成果目
標及び成果実績

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無



広報・調査等対策交付金



Ⅰ.事業評価総括表

番号 交付金事業の名称 備考

1 広報・調査等事業

交付金充当額
交付金事業に

要した経費

福井県、敦賀市、美浜町、高浜町、
おおい町、越前市、越前町、

南越前町及び若狭町

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

156,222,499 148,725,147



番号

1

交付金事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

原子力広報対策事業委託（県） 随意契約

Ⅱ.事業評価個表

26,310,477

（公財）福井原子力センター 60,246,000

122,414,670

・県では、福井原子力センターにおいて放射線等体験教室や講演会等を開催し、原子力・エネルギーに関する
　基礎知識や最新情報の提供を行った。また、アンケートに回答した参加者のうち、約９割から「よく理解できた」などの回
答が得られた。
    ・放射線体験教室：「放射線に対する考えやイメージが変わった」と回答した参加者の割合 89.6％
    ・講演会：「よく理解できた」、「少し理解できた」と回答した参加者の割合 97.5％

・市町においては、原子力関連施設への見学会等を行うことにより、原子力の正しい知識の普及啓発を図った。
　見学会等のアンケートに回答した参加者のうち、約８～９割から「原子力や安全対策についての理解が深まっ
　た」等の回答が得られた。

148,725,147

敦賀発電所、ふげん、もんじゅ、美浜発電所、高浜発電所及び大飯発電所の周辺地域への知識の普及・啓発活動として
以下の事業を実施
・調査事業：国内調査・研修、資料購入等の情報収集 等
・広報事業：原子力広報誌発行・配布、原子力広報パンフレット作製、原子力講座や講演会、原子力関連施設等
　　　　　　 　への見学会の開催、屋外掲示板の設置 等
・連絡調整事業：国等の関係機関との連絡調整、原子力発電所の調査旅費 等

交付金事業者名または間接交付金事業者名

うち文部科学省分

交付金充当額（円）

交付金事業名

広報・調査等事業

福井県、敦賀市、美浜町、高浜町、おおい町、越前市、越前町、南越前町及び
若狭町

福井県内全域交付金事業実施場所

うち経済産業省分

契約金額（円）契約の相手方

総事業費(円） 156,222,499

県および市町において、原子力発電施設の周辺地域への継続的な広報活動を実施し、原子力発電の正しい知識の普
及啓発をはかる。

交付金事業の成果目標

交付金事業の成果指標
体験教室や講演会、施設見学会を通じて、原子力発電に対する理解が深まったとアンケートや聞き取りによって回答した
参加者の割合が８割以上。

交付金事業の成果
および評価

交付金事業の概要



広報誌「あっとほうむ」制作委
託業務（県）

随意契約

科学実験教室実施委託（県） 一般競争入札

広報誌配布委託（県） 随意契約

広報研修施設HPホスティング
サービス提供業務（県）

一般競争入札

原子力広報番組放送業務
（敦賀市）

随意契約

原子力広報番組制作・
放送業務（敦賀市）

随意契約

原子力施設視察研修(核燃料サイクル
工学研究所　外）（敦賀市） 指名競争入札

原子力施設視察研修
(放射線医学総合研究所　外）（敦賀市） 指名競争入札

原子力広報用パンフレット
及びポスターの作製（敦賀市）

指名競争入札

複写機賃貸借（敦賀市） 随意契約

カラープリンター保守管理委託料
（敦賀市）

随意契約

アトムコーナー点検等業務委託
（敦賀市）

随意契約

原子力広報掲示板移設等業務委
託（敦賀市）

随意契約

防災行政無線保守点検業務
（敦賀市）

随意契約

原子力防災番組制作・放送
（敦賀市）

随意契約

環境放射線情報連携システム保守
（敦賀市） 随意契約

原子力広報放送業務
（美浜町）

随意契約

教職員、町職員原子力関連施設視
察研修バス借り上げ料（美浜町） 随意契約

町議会原子力関連施設視察研修
バス借り上げ料（美浜町）

随意契約

防災行政無線保守点検業務
委託料（美浜町）

随意契約

「美浜の原子力」印刷製本事
業（美浜町）

指名競争入札

原子力広報電光掲示板
保守点検業務（美浜町）

随意契約

原子力広報電光掲示板
全電源部品取替修繕（美浜町）

随意契約

町広報紙　印刷（美浜町） 指名競争入札

492,480

㈱嶺南ケーブルネットワーク 388,800

美方ケーブルネットワーク（株） 144,180

リコージャパン㈱中部事業本部福井支社

632,393

㈱嶺南ケーブルネットワーク 846,720

（公財）福井原子力センター

Japan Travel 2,205,360

Japan Travel

256,608

11,275,632

三谷コンピュータ（株）

362,490

㈱旅工房 226,800

パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン㈱北陸社

敦賀市区長連合会 400,000

㈱嶺南ケーブルネットワーク

1,318,680

1,740,528

福井ゼロックス㈱ 74,520

㈱ジャクエツ

若越印刷（株）美浜営業所

（株）ビスメディア 211,248

8,856,000

㈱ハクケン美浜営業所 1,890,000

155,520

美浜自動車㈱

大栄住建㈱ 554,580

ほくつう㈱敦賀営業所 53,060

（株）ビスメディア 540,000

敦賀ＦＭ放送㈱ 97,200

553,014㈲印刷ショップフタバ

（公財）福井原子力センター 1,811,592



原子力広報掲示板
清掃点検業務（美浜町）

随意契約

原子力関連図書購入
（美浜町）

随意契約

住民対象見学会バス借上料
（美浜町）

随意契約

町議会川内原発視察
バス借上料（高浜町）

見積入札

町職員福島第一、女川原発視察
バス借上料 1、2班（高浜町）

見積入札

町職員福島第一、女川原発視察バス
借上料　1班送迎用（高浜町） 随意契約

瑞浪超深地層研究所見学バ
ス借上料（高浜町）

見積入札

柏崎刈羽、志賀視察見学バス
借上料（高浜町）

見積入札

三菱重工㈱神戸造船所見学
バス借上料（高浜町）

見積入札

町内小学生原子力関連施設見学
会バス借上料（高浜町）

見積入札

エルどらんどビジター館保守
業務委託料（高浜町）

随意契約

原子力広報番組制作
（おおい町）

随意契約

原子力広報用カレンダー
製作（おおい町）

指名競争入札

大型映像表示装置保守
（おおい町）

随意契約

文字ニュース受信
（おおい町）

随意契約

原子力広報誌配布委託
（越前市）

随意契約

原子力広報掲示板設置
（越前町）

随意契約

原子力広報掲示板設置及び
視聴覚機器購入（南越前町）

随意契約

原子力広報掲示板設置
（若狭町）

随意契約

原子力防災パンフレット作成
（印刷製本）（若狭町）

随意契約

資料購入費等事務費
（県、市町）

成果および評価に係る第三者機関等の活用の有無

（株）ラボ 1,347,840

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）
北陸社

2,945,160

（一社）共同通信社 648,000

(株)京都交通社舞鶴営業所 232,200

関電サービス(株) 1,080,000

(株)アドボック 7,128,000

(株)京都交通社舞鶴営業所 194,400

(株)京都交通社舞鶴営業所 378,000

(株)京都交通社舞鶴営業所 583,200

(株)京都交通社舞鶴営業所 378,000

(株)京都交通社舞鶴営業所 712,800

(株)京都交通社舞鶴営業所 187,920

（公財）福井原子力センター

（株）大成出版社　等 41,431,348

(有)川端文栄堂 1,139,400

（株）ラボ 395,280

1,096,200

カワサキ看板店 432,000

美浜自動車㈱ 132,650

越前市自治連合会

108,460

㈲堀口精長堂 98,236

広報誌の発行や講演会、見学会など各事業において参加者アンケートを実施し、事業改善に取り組んでいる。

240,000

（公社）美浜町シルバー人材センター



原子力発電施設等立地地域基盤整備支
援事業交付金



Ⅰ．事業評価総括表（平成３０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
間接交付金事業者名

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備　考

500,000,000
町総事業費
540,600,068

1
公共用施設に係る整備、維持
補修及び維持運営措置

町道柿ヶ渡線整備事業 高浜町 500,000,000



Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

事業期間の設定理由 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金における地域振興計画の事業期間

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

工事進捗率
100％

出来高金額
／設計金額

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％

評価年度の設定理由

工事完成時に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

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

高浜町総合計画　後期実施計画（平成28年度～令和２年度）
基本目標３　安全・快適で住みやすいまち
地域交通ネットワークが整備され、利便性の高いまち　道路ネットワークを整備します
　避難道路等の整備促進・・・安全性向上や交通円滑化のための道路整備事業を支援し、住民が安全で
安心して暮らせる環境整備を実現

事業開始年度 平成29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 高浜町

交付金事業実施場所 高浜町山中～宮尾

交付金事業の概要

　高浜発電所が立地する内浦地区は中山間地で道路網の整備が遅れており、幹線道路である県道主要地
方道　舞鶴野原港・高浜線が通行不能となった場合、迂回路として町道柿ヶ渡線を使用することとなり
ますが、同路線は山間部にあり幅員が狭く、急カーブ急こう配で冬期降雪時には通行が出来なくなる状
況となっています。
　そこで、柿ヶ渡線のルートを見直し防災機能を備えた２車線道路を整備することで、道路の多重性を
確保し、住民の利便性向上を図ります。

＜平成30年度事業内容＞
　町道柿ヶ渡線道路整備 169ｍ（計画総延長 1,000ｍ）、他取付町道・林道 307ｍ

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
補修及び維持運営措置

町道柿ヶ渡線整備事業



交付金事業の担当課室 高浜町総務課

交付金事業の評価課室 高浜町総務課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

調査測量（ボーリング） 指名競争入札 京福コンサルタント㈱ 7,020,000

電柱移転補償 随意契約 関西電力㈱京都電力本部 308,468

道路整備工事（第２工区） 指名競争入札 ㈱平川 97,956,000

道路整備工事（第１工区） 指名競争入札 吉田開発㈱ 435,315,600

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 備　考

総事業費 483,188,649 540,600,068 1,023,788,717

交付金充当額 476,344,000 500,000,000 976,344,000

達成度
交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 平成30年度

道路改良工事
（第１工区）

活動実績 ｍ 151

達成度 ％ 100%

道路改良工事
（第２工区）

活動実績 ｍ 18

活動見込 ｍ 18

％ 100%

活動見込 ｍ 151



原子力・エネルギー教育支援事業交付金



  １．交付金事業の名称    原子力・エネルギーに関する教育支援事業交付金事業 

  ２．交付金事業の事業主体  福井県 

  ３．交付金事業の実施場所  福井県 

  ４．交付金事業の概要 

原子力・エネルギーの学習に必要となる以下の内容を実施した。 

【県事業】 

(1)実験器具・実験材料の整備 

        放射線測定器等を整備し、活用した。 

      (2)施設見学の実施 

       美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」等を見学した。 

      (3)講演会の実施 

       有識者による原子力・エネルギーの現状とこれからについての講演会を実施した。 

【市町事業】（福井市、大野市、鯖江市、あわら市、坂井市、永平寺町、美浜町、若狭町） 

(1)実験器具・実験材料の整備 

        発電の原理説明器等を整備し、活用した。 

(2)施設見学の実施 

   エネルギー環境教育体験館「きいぱす」等を見学した。 

  ５．交付金事業に要した経費及び交付金充当額 

事業に要した経費 24,727,779円 

     交付金充当額   24,727,779円 

  ６．交付金事業の成果及び評価 

・当事業により原子力・エネルギーについて児童・生徒等の理解が促進されたと回答した割合【理解度】は、実験器具・実験材料の整備事業

が目標８０％に対して実績８７％、施設見学事業が目標８０％に対して実績９２％、講演会事業が目標８０％に対して実績８７％だった。

実験器具・実験材料の整備、施設見学、講演会事業を実施したことにより、実験器具での様々な実践やエネルギー関連施設の見学ができ、

原子力やその他のエネルギーに関する興味・関心が高まり、児童・生徒の理解が促進された。 

・原子力・エネルギーに関する教育のための環境整備として当事業が促進されたと回答した割合【満足度】は、実験器具・実験材料の整備事

業が目標８０％に対して実績８５％、施設見学事業が目標８０％に対して実績８９％、講演会事業が目標８０％に対して実績８６％だった。

本事業を実施したことにより、原子力・エネルギーに関する教育のための環境整備として実験器具・実験材料の整備、施設見学、講演会事

業が促進されたと評価できる。 



 

 

 

 

 

 

特別電源所在県科学技術振興事業 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 １．補助事業名                 

特別電源所在県科学技術振興事業補助事業 

 

 ２．補助事業の事業主体             

福井県 

 

 ３．補助事業の実施場所             

福井県衛生環境研究センター      （福井市原目町３９－４） 

    福井県工業技術センター        （福井市川合鷲塚町６１字北稲田１０） 

    福井県食品加工研究所         （坂井市丸岡町坪ノ内１－１－１） 

    福井県農業試験場           （福井市寮町辺操５２－２１） 

    福井県畜産試験場           （坂井市三国町平山６８－３４） 

    福井県水産試験場           （敦賀市浦底２３－１） 

    福井県総合グリーンセンター      （坂井市丸岡町楽間１５） 

    福井県若狭湾エネルギー研究センター  （敦賀市長谷６４－５２－１） 

 

 ４．補助事業の概要              

福井県の科学技術振興に資する研究開発や研究基盤の整備を図ることを目的に、公設試験研究機関の研究を推進するために

必要な機器の整備・維持および試験研究事業を実施した。平成３０年度は整備事業として３７事業、試験研究事業として５９

事業を実施。 

 



 

 

５．補助事業に要した経費及び補助金充当額   

イ 補助金事業に要した経費  ６６５，７５４，９６５円 

ロ 補助金充当額       ６６２，６１４，３１５円 

 

 ６．補助事業の成果及び評価 

     本補助事業により、県内公設試験研究機関等が実施する科学技術の振興に資する研究に必要な機器の整備・維持および試験

研究を効果的に推進することができ、特別電源が所在する地域を含む県内全域の科学技術の振興に大きく貢献することができ

た。 

     具体的には、若狭湾エネルギー研究センターにおいて、加速器を用いたイオンビーム育種技術を利用した理化学研究所との

共同研究を実施し、DNA 修復阻害剤を利用する突然変異誘発促進技術の開発では、モデル植物シロイヌナズナの DNA 修復因子

欠損体を用いた研究から、遺伝子の機能を止めるために有効とされる欠失型変異を増加させるために阻害が有効と考えられる

修復経路をほぼ特定することに成功、また、真菌類を用いた免疫賦活剤の開発に関する研究では、イオンビーム育種により従

来株よりも高い増殖速度を示す変異体を獲得することができた。 

福井県産生物資源の DNA カタログ作成研究では、県のブランド商品であるミディトマトを試料に選定し、DNA マーカー作成

のための DNA抽出法や反応条件を確立後、１３個の DNAマーカー候補を得るとともに、代謝産物解析としてミディトマトにつ

いてガスクロマトグラフ質量分析装置、高速液体クロマトグラフを用いた含有成分分析を実施し、県産品に特徴的な成分を判

定するのに有望な条件を見出した。この結果を競争力のある新ミディトマトの開発や産地特定技術の開発に活用することでブ

ランド価値向上に資することができるようになった。また、食品の抗酸化力評価手法の開発研究では、活性酸素種を従来より

も高い再現性で発生させる手法を確立した。この成果は、県内企業および大学等１２者（県内６者、県外６者）との共同研究

に発展し、新しい酒米開発への展開や着果性の向上したミディトマトの実用展開に繋がっている。 

その他、陽子線とＸ線の照射間隔が細胞致死効果に与える影響を検証については、福井県立病院における食道がんに対する

臨床研究に寄与した。また、廃止措置用レーザー除染装置の実証については、商業用原子力発電所が本格的な廃止措置工事を

迎える中、廃止措置の現場におけるレーザー工法の適用に向け、電力事業者等との情報交換、放射線管理等の現場を想定した



 

 

レーザー除染の模擬試験を実施し、除染システムを現場運用する上でのレーザー光対策、汚染の拡散防止対策等の作業の安全

性を確認した。この結果は翌年度の廃止措置現場での実証に向けた装置の高度化に反映させていきたい。 

また、工業技術センターにおいて、「越前焼薄づくり素地の開発」事業では、原土の配合比率と配合後の粘土粒度の最適化

条件を確立し、酒器、茶器、銘々皿などの厚みの薄い試作品を開発した。越前焼工業組合からも従来の粘土よりも非常に製造

しやすいとの評価が得られた。「構造設計支援システムの開発」事業では、モデル作成から構造解析、結果表示まで、仕様に

合わせた最適形状を自動で生成する CAEシステムを開発した。医療器具製造メーカからはこのシステムによる解析により最適

な医療器具形状の設計に活用できたとの評価が得られた。これらの技術蓄積や知見を活かして、地域企業への技術指導や地域

企業との共同研究等による成果公表、技術移転を進め、研究開発した技術について地域産業での活用を始めることができた。 

 なお、県内各公設試験研究機関においては、それぞれ研究課題に対する評価を行っている。工業技術センターでは本補助事

業を活用した試験研究も含め、当該施設で実施している研究課題すべてについて、県民や産業界等の社会的、経済的ニーズや

政策的ニーズに対応しているか等について評価を行った。平成３０年度は、いずれの試験研究についても県の産業の振興発展

に寄与する注力すべき課題であり、産業界に対しては成果発表、特許申請、共同研究、製品化などを通じて研究成果の技術普

及・移転が着実に行われており、全体として研究開発から技術移転までバランスよく実施されていると評価された。 

 



エネルギー構造高度化・
転換理解促進事業費補助金



  

1 

（様式３：全対象事業共通） 

 

平成３０年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 

 

補助事業名 新エネルギー技術調査研究事業 

補助事業者名 福井県 

補助事業の概要 若狭湾エネルギー研究センターがこれまで培ってきた、 

加速器からのイオンビーム照射を用いた材料改質技術や 

品種改良技術及び太陽エネルギー利用に関する知見や技 

術を用いて、水素製造に関する新技術・システムの研究 

開発を実施する。 

① 水素の安全な輸送と取扱いに利用可能な水素吸蔵合金

の開発 

② ラン藻を用いた水素製造技術の開発 

③ マグネシウム酸化還元反応を活用した水素エネルギー

循環サイクルの構築 

総事業費 ６９，９６１，８６０円 

補助金充当額 ６９，９６１，８６０円 

定量的目標 ＜令和 2年度までの成果目標＞ 

①水素吸蔵能力が圧力 10気圧以下、温度 150℃以下で 

3.0 wt％以上の水素放出能力を有する水素吸蔵合金の

開発 

②水素生産能力が、水素濃度 30%(v/v)、エネルギー転換

効率 0.5%を超えた変異株の作出。 

③マグネシウムのリサイクル技術の開発により、事業終

了後 5～6年で、マグネシウムを 100円/kg-Mg台にて製

造可能とし、そのマグネシウム 1kgによる最大発電量

2kWhをめどに、発電単価を 30円/kWh～60円/kWhを実

現 

＜平成 30年度の研究内容＞ 

① 合金の薄膜試料を複数作成し水素放出特性を評価 

② イオンビーム照射による変異体の作出 

③ 太陽炉を活用したマグネシウム還元法の開発と水素製

造方法の検討 

補助事業の成果及び評価 水素製造・利用に関する新技術・システムの研究開発を

進め、イオンビームによる効果的な材料改質、水素分析

手法の開発や変異体の作出、マグネシウムを介した水素

利用方法の開発を行った。 

 

（主な実施結果） 

①作製した合金の水素放出特性の評価と、イオンビーム

照射による合金内水素吸蔵量分析手法を開発。 

②イオンビーム照射・X 線照射を繰り返し実施し、水素生

産能力を向上させた変異体を作出。 

③太陽炉を活用したマグネシウム還元法を開発し、実用

に適した水素製造方法を検討。 
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補助事業の実施に伴

い締結された売買、

貸借、請負その他の

契約 
 

１ 契約の目的 調査研究委託 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 （公財）若狭湾エネルギー研究センター 

契約金額 51,710,400円 

２ 契約の目的 昇温離脱ガス分析装置の整備 

契約の方法 一般競争入札 

契約の相手方 轟産業㈱ 

契約金額 14,796,000円 

３ 契約の目的 ガス封入チャンバーの整備 

契約の方法 一般競争入札 

契約の相手方 ㈱服部商会 

契約金額 2,862,000円 

４ 契約の目的 高精度質量連続記録装置の整備 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 ㈱ホクシン 

契約金額 273,240円 

５ 契約の目的 試料状態変化記録装置の整備 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 ㈱ホクシン 

契約金額 320,220円 

来年度以降の事業見通し 

 

 

 

 

 

 

 

本事業は、平成 28年度から令和 2年度までの期間に、 

水素製造に関する新技術・システムの研究開発を行うも

のであり、実用化に向けて事業を実施する。 

 

（令和元年度の主な研究内容） 

① これまでの開発成果として、燃料電池車への搭載を念

頭においた水素吸蔵合金の試作 

② これまでの開発成果として、太陽炉を模擬した管状加

熱炉等で還元した金属マグネシウムを精製 

（備考） 

（１）定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

（２）補助事業の成果及び評価の欄には、（１）で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を

記載すること。それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定

量的な指標があればできる限り数値を用いて記載すること。 

（３）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行

った場合は、記載不要。 

（４）来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 
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（様式３：全対象事業共通） 
 

平成３０年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 
 
補助事業名 炭素めっきによる高性能エネルギーデバイス部材の開発 

補助事業者名 福井県 

補助事業の概要 新たなテクノロジーである「炭素めっき技術」を、電気化

学キャパシタやリチウムイオン電池等のエネルギーデバ

イス用部材に適用することで、優れた耐食性を付与する

だけでなく、部材表面の電気的な接触抵抗を大幅に低減

させ、エネルギーデバイスの性能を飛躍的に向上させる

ことを目指す。 

総事業費 ８２，０７９，７３１円 

補助金充当額 ２０，０００，０００円 

定量的目標 最終的な目標 

①炭素めっき処理装置の導入 

 密着性：スクラッチ試験完全剥離荷重 30N以上 

耐食性：ステンレス上酸化皮膜以上 

 電気伝導性：ステンレス上の酸化皮膜の 10 倍（腐食環

境） 

②大型基材への展開 

膜厚精度：±10%以内 

③エネルギーデバイスの性能評価 

 60℃・200 時間のフロート試験（加速劣化試験）での容

量低下率 5%以内、最大出力密度 2倍以上 

補助事業の成果及び評価 29 年度に設計した大型の炭素めっき処理装置を設置

し、本格稼働に向けた調整を行った。 

大判アルミニウム箔（140mm×130mm）に炭素めっき処

理を施したキャパシタ（蓄電池）を作成し、放充電試験

を実施した結果、既存のアルミニウム集電体と変わらな

い良好な結果が得られた。 

また、Ａ４サイズのステンレス基材への炭素めっき処

理を施し、目標であった膜厚精度±10%以内の均質な成膜

を実現した。 

補助事業の実施に伴い締

結された売買、貸借、請

負その他の契約 
（間接補助を行った場合

は、間接補助先を記載） 

間接補助の目的 研究開発 

間接補助先 理研ワールド㈱ 

間接補助金額 20,000,000円 

来年度以降の事業見通し ３０年度に設置した装置で実用化レベルでの炭素めっき

処理が行える体制を構築する。また、Ａ４サイズ程度の

基材の大量同時処理を実現するとともに、炭素めっき部

材を組み込んだ大容量キャパシタの長寿命化と充電の短

縮化を実証する。 

（備考） 

（１）定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

（２）補助事業の成果及び評価の欄には、（１）で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を

記載すること。それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定
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量的な指標があればできる限り数値を用いて記載すること。 

（３）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行

った場合は、記載不要。（４）来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充

当しようとする場合のみ記載。 
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（様式３：全対象事業共通） 

 

平成３０年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 

 

補助事業名 水素供給・発電システムの開発 

補助事業者名 福井県 

補助事業の概要 水素ステーションや FCV等、水素エネルギー社会実現に向

けたインフラ整備・普及が進むなか、高効率かつ小型・

軽量な水素供給システムを開発することで、ライフライ

ン断絶時の非常時発電システムや、水素を使用している

工場等でのエネルギーの再利用システム等、民間での利

用に資することを目指す。 

総事業費 ７，１００，８２６円 

補助金充当額 ７，０９９，０００円 

定量的目標 最終的な目標 

300～500W、1～2 時間連続発電可能なポータブル型水素

供給・発電システムの開発 

補助事業の成果及び評価 本システムの発電能力は、定格出力 180W(AC100V)(FC出

力は DC12V にて 280W)にて約 170 分の連続運転が可能であ

ることを確認した。出力は少し足りなかったが、3 時間弱

の連続運転が可能であり、概ね目標を達成することがで

きた。 

また、合計寸法は 40Lで小型スーツケース程度で、合計

重量は 30Kg(合金、合金容器含む)であり、持ち運びが可

能なサイズ、重量を実現することができた。 

補助事業の実施に伴い締

結された売買、貸借、請

負その他の契約 
（※技術開発事業のみ：間
接補助を行った場合は、間
接補助先を記載） 

間接補助の目的 研究開発 

間接補助先 ㈱ナカテック 

間接補助金額 7,099,000円 

来年度以降の事業見通し  

（備考） 

（１）定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

（２）補助事業の成果及び評価の欄には、（１）で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を

記載すること。それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定

量的な指標があればできる限り数値を用いて記載すること。 

（３）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行

った場合は、記載不要。 

（４）来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 
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（様式３：全対象事業共通） 

 

平成３０年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 

 

補助事業名 眼鏡枠の加工技術を活用した高効率モータ用コイル成形

技術の開発 

補助事業者名 福井県 

補助事業の概要 眼鏡枠の加工技術を活用したコイル「Ｆβコイル」の大

型化に対応した加工機の開発およびこの加工機で製作し

たＦβコイルを用いた 5kW クラスのモータを試作し高効

率化を実証する。この技術を移転することで、自動車等

の移動体向け動力用モータの県内企業のシェア拡大を図

る。 

総事業費 ４６，４１６，９４６円 

補助金充当額 ４６，４１６，９４６円 

定量的目標 最終的な目標 

①加工技術の確立 

コイル状加工可能サイズ： 200mm×200mm以上 

②絶縁被膜の健全性確保 

絶縁性能： 5kV以上 

③モータ効率の向上 

コイルの占積率： 現在比＋10％以上向上 

モータ効率： 現在比＋0.85％以上向上 

補助事業の成果及び評価 新しい加工機の設計および導入を重点的に実施した。設

計については、加工の向きを水平方向に曲げるととも

に、水平テーブルでコイルを支える方式を採用すること

とした。その結果、従来の眼鏡用曲げ加工機では困難で

あった一辺が 200mm 以上のコイルを試作することが可能

となった。 

補助事業の実施に伴い締

結された売買、貸借、請

負その他の契約 

 

１ 契約の目的 消耗品の購入（マグネットワイヤ

ー） 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 ㈱ホクシン 

契約金額 583,200円 

２ 契約の目的 消耗品の購入（銅ブロック） 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 ㈱ホクシン 

契約金額 98,280円 

３ 契約の目的 曲げ加工機の購入 

契約の方法 一般競争入札 

契約の相手方 ㈱ホクシン 

契約金額 28,706,400円 

４ 契約の目的 耐電圧試験器の購入 

契約の方法 一般競争入札 

契約の相手方 轟産業㈱ 

契約金額 7,452,000円 

５ 契約の目的 高調波試験器の購入 
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契約の方法 一般競争入札 

契約の相手方 轟産業㈱ 

契約金額 9,612,000円 

来年度以降の事業見通し 本事業は、平成 30 年度から令和元年度までの期間に、

高効率モータ用コイル成形技術の開発を行うものであ

り、継続して事業を実施する。 

 

＜令和元年度の主な内容＞ 

①新型平角銅線曲げ加工機、曲げ加工用プログラムの改

良 

 30 年度導入の装置で Fβコイルを試作し、より密に巻

ける加工条件の確立およびそのための装置の改良を行

う。 

②5kW用大型 Fβコイル試作・評価 

 5ｋW用大型 Fβコイルを試作し、コイルの DC耐電圧を

測定してコイル性能を評価する。 

③5ｋWモータの設計・試作・性能評価 

 5kW モータを試作し、性能評価を行う。モータ全体

で 0.85％の効率向上を目標に試作開発する。 

 

（備考） 

（１）定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

（２）補助事業の成果及び評価の欄には、（１）で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を

記載すること。それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定

量的な指標があればできる限り数値を用いて記載すること。 

（３）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行

った場合は、記載不要。 

（４）来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 
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（様式３：全対象事業共通） 

 

平成３０年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 

 

補助事業名 電気柵遠隔監視通報システム普及による地域振興事業 

補助事業者名 福井県 

補助事業の概要 太陽電池（ソーラーパネル）を用いた電圧検知器、通

信機器を電気柵に設置して、電気柵の通電状況（電圧

等）の確認が行えるほか、異常電圧が発生した場合に施

設管理者等の携帯端末に通報する「電気柵遠隔監視通報

システム」普及の可能性について検証する。 

① 通電状況の把握 

② 維持管理省力化の把握 

総事業費  ４，２９１，９２０ 円 

補助金充当額  ４，２９１，９２０ 円 

定量的目標 電気柵の管理にかかる維持管理費の低減（2割減） 

補助事業の成果及び評価 電気柵の普及が進んでいる中山間地域の４集落にシス
テムを導入し、電気柵の通電状況、電気柵の管理状況等
について確認した。 
 異常電圧発生（所定の電圧が下回った場合）時にメー

ル通報がされることにより、電気柵の維持管理に係る省

力化が図られた。 

 

補助事業の実施に伴い締

結された売買、貸借、請

負その他の契約 

契約の目的 通信機器等の整備 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 ㈱末松電子製作所 

契約金額 4,291,920円 

来年度以降の事業見通し  

（備考） 

（１）定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

（２）補助事業の成果及び評価の欄には、（１）で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を

記載すること。それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定

量的な指標があればできる限り数値を用いて記載すること。 

（３）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行

った場合は、記載不要。 

（４）来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 
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（様式３：全対象事業共通） 

 

平成３０年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 

 

補助事業名 地中熱利用システムの施設園芸への導入のための調査研

究 

補助事業者名 福井県 

補助事業の概要 水平採熱型地中熱利用システムを用いて、冬季の暖房

経費の削減と夏季の冷房能力を活用した安全で高品質・

多収栽培技術の調査・研究を行い、アレンジマム（洋ギ

ク）について栽培コスト削減と新たな栽培方法や安全・

安心な農産物の生産を実証する。 

 また、環境にやさしく、地球温暖化防止にも役立つ地

中熱の活用の取組みを広く県内にＰＲする。 

総事業費 １，２２０，５８０円 

補助金充当額 １，２２０，５８０円 

定量的目標 【アレンジマムの栽培】 

・化石燃料の削減 

101,145 L/50a/年 ⇒ 0 L/50a/年 

・消費電力量の削減 

382,785 kWh/50a/年（空気熱源） 

⇒  247,835 kWh/50a/年（地中熱源） 

・病害虫（ハダニ）発生率 

20％（平年）⇒ 0％ 

 

【地域や消費者への理解促進】 

・農業試験場参観イベントでのＰＲ 

 回数：2回、対象者：一般県民 300人 

・農業者大会でのＰＲ 

 回数：2回、対象者：農業者 1,000人 

・北陸技術交流テクノフェアでのＰＲ 

 回数 1回、対象者：企業・研究者 18,000人 

 

補助事業の成果及び評価 【アレンジマムの栽培】 

・地中熱利用により暖房での化石燃料削減を行うことが

できた。地中熱源による暖房の消費電力量は化石燃料

使用の 24%であった。ただし、地中熱利用システムは

出力が弱く設定温度を下回る時間が長かったため、開

花が 1週間程度遅れた。 

 

・化石燃料削減 

68,000 L/50a/年 ⇒ 0 L/50a/年（H29） 

60,000 L/50a/年 ⇒ 0 L/50a/年（H30） 

・消費電力量の削減 

382,785 kWh/50a/年（空気熱源） 

⇒  91,955 kWh/50a/年（地中熱源） 
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・夏季に細霧冷房を行うことで、ハダニの発生を抑える

ことができた。 

病害虫（ハダニ）発生株率：90% ⇒ 50％（H30） 

 

【地域や消費者への理解促進】 

・農業試験場参観イベントでＰＲを行った。 

 回数：2回、対象者：一般県民約 400人 

・県内イベントでＰＲを行った。 

 回数：2回、対象者：一般県民約 45,000人 

・北陸技術交流テクノフェアでＰＲを行った。 

  回数 1回、対象者：企業・研究者約 18,000人 

 

補助事業の実施に伴い締結

された売買、貸借、請負そ

の他の契約 

契約の目的 消耗品の購入（種苗、栽培用資材等） 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 福井ハウス㈱ 他 

契約金額 1,153,000円 

来年度以降の事業見通し 【アレンジマムの栽培】 

・冬季の暖房を局所的に行うことによるコスト削減 

・夏季の冷房による花の色が鮮やかな高品質栽培の実

証。 

・地域や消費者への理解促進にむけたＰＲ 

（備考） 

（１）定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

（２）補助事業の成果及び評価の欄には、（１）で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を

記載すること。それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定

量的な指標があればできる限り数値を用いて記載すること。 

（３）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行

った場合は、記載不要。 

（４）来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 
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（様式３：全対象事業共通） 

 

平成３０年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 

 

補助事業名 エネルギー学習事業 

補助事業者名 福井県 

補助事業の概要 「原子力の科学館あっとほうむ」が、エネルギーおよび原子力

に関する体験学習施設であることを活かして、再生可能エネル

ギーに関してさらに理解を深めることができるよう、体験教室

や工作教室を実施する。 

 

総事業費 ９，７２８，９２０円 

補助金充当額 ９，７２８，９２０円 

定量的目標 エネルギー問題に対する関心が深まったとアンケートや聞き取

りによって回答した参加者の割合が 8割以上 

 

補助事業の成果及び評価 再生可能エネルギー体験教室や工作教室を実施し、エネルギー

に関する基礎知識や活用方法などについて理解を深めた。ま

た、アンケートに回答した参加者や団体のうち、ほぼすべての

方からエネルギーに関する理解が深まった、理解できたとの回

答が得られた。 
 
（アンケート内容） 

質問内容 「エネルギー発電（太陽電池、風力発電等）につい

て理解は深まりましたか(理解できましたか)？」 
 
アンケート回答人数  3,019 人（体験教室） 

       人数 1,029 人(工作教室(館内分)) 

団体  43 団体(延 1,386人)(工作教室(出張分)) 
 

回答結果（体験教室） 

「よく理解できた」2,104人(69.7%)     

「だいたい理解できた」710 人(23.5%) 

「理解できなかった」46人(1.5%) 

無記入 159人(5.3%) 

 

（工作教室（館内分） 

「理解が深まった」964人(93.7%)   

「変わらない」54人(5.2%) 

無記入 11人(1.1%) 
 
    （工作教室（出張分） 

 「理解できた」33団体(76.7%)   

「だいたい理解できた」9団体(21.0%) 

      「あまり理解できなかった」1団体(2.3%) 

補助事業の実施に伴

い締結された売買、

貸借、請負その他の

契約 

１ 契約の目的 事業委託（館内実施分） 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 （公財）福井原子力センター 

契約金額 4,492,000円 
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 ２ 契約の目的 事業委託（出張実施分） 

契約の方法 一般競争入札 

契約の相手方 （公財）福井原子力センター 

契約金額 5,236,920円 

来年度以降の事業見通し エネルギー問題に対する県民の関心を深めるため、今後とも再

生可能エネルギー体験教室や工作教室を継続的に実施してい

く。 

（備考） 

（１）定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

（２）補助事業の成果及び評価の欄には、（１）で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を

記載すること。それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定

量的な指標があればできる限り数値を用いて記載すること。 

（３）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行

った場合は、記載不要。 

（４）来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 
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（様式３：全対象事業共通） 

 

平成３０年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 

 

補助事業名 交通機関への再生可能エネルギー活用事業 

 

補助事業者名 福井県 

 

補助事業の概要 えちぜん鉄道福井口駅に再生可能エネルギーを導入し、駅舎

照明等に電気を供給し、鉄道事業者のコスト低減や非常時の電

力確保を図るとともに、駅舎内に見える化設備を導入して、駅

利用者に対して再生可能エネルギーの理解促進を図る。 

また、えちぜん鉄道高架駅において回生電力装置を整備する

ための調査を実施し、福井鉄道北府駅においては回生電力装置

を導入するために必要な変電設備の導入にむけた設計を実施す

る。 

総事業費 １４７，２６８，８００円 

補助金充当額 １４７，２６８，８００円 

定量的目標 駅施設への再生可能エネルギー設備導入後の鉄道事業者の経営

コスト削減（年間想定発電量 43,325kWh） 

 

補助事業の成果及び評価 ① 福井口駅への再生可能エネルギー活用事業 

・福井口駅舎屋根に太陽光発電パネルを設置し、発電した 

電気を駅舎へ供給 

・駅舎周辺高架下に蓄電池を整備し、発電した電気を貯蔵 

することにより太陽光発電を有効活用 

・駅利用者に再生可能エネルギーを意識し理解してもらう 

ために、発電量や蓄電量が視覚的に分かることを可能と 

した見える化モニターを設置 

 

② えちぜん鉄道高架駅における回生電力調査 

高架駅である福井駅、新福井駅、福井口駅にて発生する

回生電力量の調査と、この結果に基づく最適な回生電力貯

蔵装置の検討を実施 

 

③ 福井鉄道北府駅における変電設備設計 

   北府駅に回生電力装置を導入するために必要なき電電力

の調査を行い、この結果に基づく最適な変電設備を設計検

討 

 

補助事業の実施に伴

い締結された売買、

貸借、請負その他の

契約 

1 契約の目的 福井口駅への太陽光発電設備等の整備 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 三崎屋電工㈱ 

契約金額 123,724,800 円 

2 契約の目的 鉄道駅の回生電力調査委託 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 パシフィックコンサルタンツ㈱ 

契約金額 7,884,000 円 

3 契約の目的 鉄道駅の変電所設計業務委託 
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契約の方法 随意契約 

契約の相手方 パシフィックコンサルタンツ㈱ 

契約金額 15,660,000 円 

来年度以降の事業見通し  

今後もえちぜん鉄道や福井鉄道の駅舎等に再生可能エネルギー

設備を導入し、鉄道事業者の経営コスト削減につなげる。 

（備考） 

（１）定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

（２）補助事業の成果及び評価の欄には、（１）で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を

記載すること。それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定

量的な指標があればできる限り数値を用いて記載すること。 

（３）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行

った場合は、記載不要。 

（４）来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 
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（様式３：全対象事業共通） 

 

平成３０年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 

 

補助事業名 燃料電池自動車普及啓発事業 

補助事業者名 福井県 

補助事業の概要 （１）燃料電池自動車の普及啓発 

地球温暖化防止のさらなる意識向上を図るため、

ＦＣＶやＦＣバスの乗車体験を開催し、燃料電池自

動車への理解を深める。 

①福井国体総合開会式当日にＪＲ福井駅と福井県

陸上競技場（総合開会式会場）を結ぶシャトル

バスとしてＦＣバスを運行 

②ＦＣＶ試乗体験イベントの開催 

（２）水素ステーション整備可能性調査検討会の開催 

本県における最適な水素ステーションの規模・種

別の選定や運営主体の検討などと併せ、燃料電池自

動車普及策について引き続き検討する。 
 

総事業費 ４，１４４，８１０ 円 

補助金充当額 ４，１４４，８１０ 円 

定量的目標 水素エネルギーへの理解促進 

○福井国体総合開会式当日に、ＦＣバスをシャトルバス

として運行 （乗車人数６００人） 

○ＦＣＶ試乗体験イベントの開催 （来場者３００人） 

○県内における最適な水素ステーションの規模・種別、

運営主体の検討 

○ＦＣバス乗車体験者、試乗体験イベント参加者にアン

ケートを実施（６００件） 
 

補助事業の成果及び評価 ①福井国体総合開会式当日にシャトルバスとしてＦＣバ

スを運行 

乗車数：約１５０名（シャトル運行４回） 

 

②ＦＣＶ試乗体験イベントの開催 

１）ＪＲ福井駅前にあるハピテラスにおいて、ＦＣＶ

の試乗体験イベントを実施 

２）展示コーナーの設置（企業の水素関連取組の紹介

ブース） 

参加者：一般県民約５２０人 

ＦＣＶ試乗体験イベントアンケートへの意見・感想 

・水素ステーションの普及が必要 

・新しいエネルギーをもっと広報する必要がある 

・この異常気象が続く中、次世代エネルギー等を含 

め皆で考えていく時だと思うので、普及活動を頑

張ってもらいたい。等 
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③高志中学校講義およびＦＣバス試乗体験 

・講義：「地球温暖化と水素エネルギーの利活用」 

・ＦＣバス試乗体験会 

参加者：高志中学校生徒・教員ほか 約５０名 

講義およびＦＣバスの試乗体験会参加生徒の感想 

・水素エネルギーは、脱炭素社会の重要な要素になる

と思った。 

・これからの社会は、化石燃料ではなく、水素を燃料

とする社会を作るべきだと思った。 

・燃料電池バスに危険を感じる人がいると思うので、

それがなくなるような活動をしてほしい。等 

 

補助事業の実施に伴

い締結された売買、

貸借、請負その他の

契約 

 

１ 
契約の目的 

シャトルバスの運行 

（燃料電池バスレッカー輸送業務委託） 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 三栄運輸（株） 

契約金額 1,231,200 円 

２ 
契約の目的 

シャトルバスの運行 

（燃料電池バス運行業務委託） 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 京福バス（株） 

契約金額 322,768 円 

３ 
契約の目的 

燃料電池自動車普及啓発イベントの開催

（業務委託） 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 NPO法人福井クラシックカー協会 

契約金額 2,238,840 円 

４ 
契約の目的 

燃料電池自動車普及啓発イベントの開催

（会場使用料） 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 まちづくり福井（株） 

契約金額 123,000 円 

５ 
契約の目的 

水素ステーション整備可能性調査検討会の

開催（会場使用料） 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 （公財）福井県国際交流会館 

契約金額 9,340 円 

6 
契約の目的 

水素ステーション整備可能性調査検討会の

開催（飲料代） 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 福井県庁生活協同組合 

契約金額 2,352 円 

来年度以降の事業見通し ○県民の水素に関する認知度の向上を図るためのイベン

ト等を開催 

○水素ステーション整備可能性調査検討会を開催 

 ・国や民間の動き、他県の動向などを継続的に情報提

供・共有 

・民間連携の事業制度活用方法の研究 

（備考） 
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（１）定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

（２）補助事業の成果及び評価の欄には、（１）で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を

記載すること。それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定

量的な指標があればできる限り数値を用いて記載すること。 

（３）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行

った場合は、記載不要。 

（４）来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 

 

 


