
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和03年08月20日

計画の名称 道路構造物の的確な老朽化対策（防災・安全）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 福井県,福井市,敦賀市,小浜市,大野市,勝山市,鯖江市,あわら市,越前市,坂井市,永平寺町,池田町,南越前町,越前町,美浜町,高浜町,おおい町,若狭町

計画の目標 老朽化する橋梁やトンネル、大型構造物等の的確な維持保全を推進するため、点検に基づく修繕計画を策定し、計画的な維持修繕を推進し、安全で安心な交通を確保する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              42,154  Ａ              42,120  Ｂ                   0  Ｃ                  34  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.08 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

Ｈ３０当初 Ｈ３２末 Ｈ３４末

   1 橋梁、トンネル、大型構造物等の修繕実施率を１０％向上させる。

橋梁、トンネル、大型構造物等の修繕計画に基づく修繕実施率 0％ 5％ 10％

修繕実施橋梁、トンネル、大型構造物等÷修繕計画で修繕が必要な橋梁、トンネル、大型構造物等数

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む 〇 連携中枢都市圏を含む 〇 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A1　（国）162号（西

津橋・大手橋・城内橋）

老朽橋架替 L=0.7km 小浜市  ■  ■  ■  ■  ■       6,500 策定済

A01-002 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A2　（主）丸岡川西線

（布施田橋）

老朽橋架替　L=1.7km 坂井市、福井市  ■  ■  ■  ■  ■       2,500 策定済

A01-003 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A11　（国）157号（東

山橋　ほか1橋）

老朽化対策2橋 勝山市  ■  ■  ■  ■  ■         300 策定済

A01-004 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A12　（国）158号（葛

ヶ原橋　ほか4橋）

老朽化対策、耐震補強5橋 大野市  ■  ■  ■  ■  ■       1,000 策定済

A01-005 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A13　（国）305号（河

野大橋　ほか2橋）

老朽化対策3橋 南越前町  ■  ■  ■  ■  ■       4,500 策定済

A01-006 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A14　（国）305号（越

前鈴間橋）

老朽化対策1橋 越前町  ■  ■  ■  ■  ■         150 策定済

1 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-007 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A15　（国）305号（梅

浦大橋）

老朽化対策1橋 越前町  ■  ■  ■  ■  ■         250 策定済

A01-008 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A16　（国）305号（大

道橋　ほか1橋）

老朽化対策、耐震補強2橋 福井市  ■  ■  ■  ■  ■         500 策定済

A01-009 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A17　（国）305号（長

橋）

老朽化対策、耐震補強1橋 福井市  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-010 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A18　（国）364号（鳴

鹿橋側道橋）

老朽化対策1橋 永平寺町  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A01-011 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A19　（国）364号（六

呂瀬1号橋ほか2橋）

老朽化対策3橋 坂井市  ■  ■  ■  ■  ■         350 策定済

A01-012 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A20　（主）芦原丸岡

線（安光立体交差橋）

老朽化対策1橋 坂井市  ■  ■  ■  ■  ■         550 策定済

2 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-013 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A21　（主）丸岡川西

線（福島立体交差橋）

老朽化対策1橋 坂井市  ■  ■  ■  ■  ■         765 策定済

A01-014 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A22　（一）大谷秋生

大野線（箱ヶ瀬橋）

老朽化対策1橋 大野市  ■  ■  ■  ■  ■         700 策定済

A01-015 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A23　（一）大谷杉津

線（観音橋）

老朽化対策、耐震補強1橋 南越前町  ■  ■  ■  ■  ■       1,200 策定済

A01-016 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A24　（主）福井丸岡

線（高木跨線橋　ほか1橋

）

老朽化対策2橋 福井市  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-017 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A25　（主）福井四ヶ

浦線（九十九橋）

老朽化対策1橋 福井市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-018 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A26　（国）365号（宮

﨑橋）

老朽化対策1橋 越前町  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

3 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-019 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A27　（一）福井停車

場勝見線（城東橋）

老朽化対策1橋 福井市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-020 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A28　（主）三国春江

線（三国大橋）

老朽化対策1橋 坂井市  ■  ■  ■  ■  ■         400 策定済

A01-021 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A29　（一）本郷福井

線（山吹谷一号橋ほか1橋

）

老朽化対策2橋 福井市  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-022 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A30　（一）松原粟野

停車場線（舟切橋）

老朽化対策1橋 敦賀市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A01-023 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A31　（一）津内櫛林

線（堂橋歩道橋　ほか１

橋）

老朽化対策2橋 敦賀市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-024 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A32　（一）十村停車

場線（井崎橋）

老朽化対策1橋 若狭町  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

4 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-025 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A33　（主）小浜上中

線（新河原橋）

老朽化対策1橋 若狭町  ■  ■  ■  ■  ■          30 策定済

A01-026 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A34　（一）淵上志比

口線（東篁橋）

老朽化対策1橋 福井市  ■  ■  ■  ■  ■          90 策定済

A01-027 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A35　（一）藤巻下荒

井線（小舟渡橋）

老朽化対策1橋 勝山市  ■  ■  ■  ■  ■         300 策定済

A01-028 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A36　（国）157号（小

倉谷橋ほか3橋）

老朽化対策4橋 大野市  ■  ■  ■  ■  ■         300 策定済

A01-029 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A37　（一）五条方松

原出勝山線（森目橋）

老朽化対策1橋 大野市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A01-030 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 点検調

査

31-A100　（国）305号　

ほか

橋梁の点検 福井市ほか16市

町

 ■  ■  ■  ■  ■         600 策定済

5 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-031 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

点検調

査

31-A101　（主）福井加賀

線　ほか

橋梁の点検 福井市ほか16市

町

 ■  ■  ■  ■  ■       1,500 策定済

A01-032 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 点検調

査

31-A102　（国）157号ほ

か

トンネルの点検 福井市ほか16市

町

 ■  ■  ■  ■  ■         350 策定済

A01-033 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

点検調

査

31-A103　（主）武生美山

線ほか　

トンネルの点検 福井市ほか16市

町

 ■  ■  ■  ■  ■         300 策定済

A01-034 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A201　（国）158号　

小和清水奈良瀬トンネル

他4箇所

トンネル補修5箇所 福井市  ■  ■  ■  ■         350 策定済

A01-035 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A202　（国）476号　

野津又トンネル

トンネル補修1箇所 福井市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-036 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A203　（主）武生美山

線　朝谷トンネル

トンネル補修1箇所 福井市  ■  ■  ■         150 策定済

6 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-037 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A204　（一）徳光鯖江

線　榎坂トンネル

トンネル補修1箇所 福井市・鯖江市  ■         300 策定済

A01-038 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A205　（国）364号　

金庄トンネル　他1箇所

トンネル補修2箇所 坂井市  ■  ■  ■  ■  ■         350 策定済

A01-039 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A206　（国）157号　

中島トンネル他3箇所

トンネル補修4箇所 大野市  ■  ■          30 策定済

A01-040 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A207　（国）476号　

丁トンネル

トンネル補修1箇所 大野市  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-041 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A208　（国）157号　

下荒井トンネル他1箇所

トンネル補修2箇所 勝山市  ■  ■  ■         350 策定済

A01-042 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A209　（国）157号　

暮見トンネル他1箇所

トンネル補修2箇所 勝山市  ■  ■          40 策定済

7 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-043 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A210　（国）157号　

谷トンネル

トンネル補修　1箇所 勝山市  ■  ■  ■  ■  ■         120 策定済

A01-044 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A211　（主）武生米ノ

線　干飯トンネル

トンネル補修1箇所 越前市・越前町  ■  ■  ■  ■         150 策定済

A01-045 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A212　（一）大谷杉津

線　大谷トンネル

トンネル補修1箇所 南越前町  ■          50 策定済

A01-046 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A213　（国）417号　

鳥越トンネル他1箇所

トンネル補修2箇所 越前市・池田町  ■  ■  ■         100 策定済

A01-047 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A214　（国）305号　

大松トンネル

トンネル補修1箇所 南越前町  ■          10 策定済

A01-048 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A215　（一）甲楽城勝

蓮花線　中山トンネル

トンネル補修1箇所 越前市  ■  ■  ■         100 策定済

8 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-049 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A216　（国）417号　

田代第一トンネル

トンネル補修1箇所 池田町  ■  ■          10 策定済

A01-050 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A217　（国）305号　

玉川トンネル他1箇所

トンネル補修2箇所 越前町  ■  ■         250 策定済

A01-051 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A218　（主）福井四ヶ

浦線　梅浦トンネル

トンネル補修1箇所 越前町  ■  ■  ■          20 策定済

A01-052 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A219　（主）越前宮崎

線　熊谷トンネル

トンネル補修1箇所 越前町  ■  ■          40 策定済

A01-053 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A220　（一）鯖江織田

線　石生谷トンネル

トンネル補修1箇所 鯖江市  ■  ■          20 策定済

A01-054 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A221　（国）162号　

世久見トンネル他1箇所

トンネル補修2箇所 若狭町・小浜市  ■  ■  ■         100 策定済

9 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-055 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A222　（一）今庄杉津

線　第二観音寺トンネル

他4箇所

トンネル補修5箇所 敦賀市  ■  ■         150 策定済

A01-056 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A223　（一）敦賀美浜

トンネル　椿トンネル

トンネル補修1箇所 敦賀市  ■  ■          50 策定済

A01-057 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A224　（一）敦賀柳ヶ

瀬線　柳ヶ瀬トンネル

トンネル補修1箇所 敦賀市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-058 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A225　（国）162号　

阿納トンネル他1箇所

トンネル補修1箇所 小浜市  ■  ■          10 策定済

A01-059 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A226　（主）舞鶴野原

港高浜線　三松トンネル

他1箇所

トンネル補修2箇所 高浜町  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-060 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A227　（一）音海中津

海線　田ノ浦トンネル他1

箇所

トンネル補修2箇所 高浜町  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

10 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-061 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A228　（主）坂本高浜

線　石山トンネル他1箇所

トンネル補修2箇所 おおい町  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-062 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A229　（国）162号　

堀越トンネル

トンネル補修1箇所 おおい町  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-063 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A230　（一）中井青井

線　谷田部トンネル

トンネル補修1箇所 小浜市  ■  ■          10 策定済

A01-064 道路 雪寒 福井県 直接 福井県 国道 雪寒 31-A351　（国）158号　

ほか

スノーシェッド修繕 大野市　ほか  ■  ■  ■  ■  ■         900 策定済

A01-065 道路 雪寒 福井県 直接 福井県 都道府

県道

雪寒 31-A352　（主）丸岡川西

線　ほか

スノーシェッド修繕 坂井市　ほか  ■  ■  ■  ■  ■       1,230 策定済

A01-066 道路 雪寒 福井県 直接 福井県 国道 雪寒 31-A353　（国）157号　

ほか

スノーシェッド修繕 勝山市　ほか  ■  ■  ■  ■  ■          30 策定済

11 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-067 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A401　（国）157号　

ほか

ロックシェッド修繕 勝山市　ほか  ■  ■  ■  ■  ■         125 策定済

A01-068 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A402　（一）大谷杉津

線　ほか

ロックシェッド修繕 南越前町　ほか  ■  ■  ■  ■         130 策定済

A01-069 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A451　（一）青野鯖江

線

大型カルバート修繕 越前町  ■  ■  ■  ■          70 策定済

A01-070 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

点検調

査

31-A501（１）環状東線ほ

か１，２９０路線

橋梁の点検 福井市  ■          80 策定済

A01-071 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

修繕 31-A502（１）社線ほか9

路線

橋梁修繕　10橋 福井市  ■  ■  ■  ■  ■         530 策定済

A01-072 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

修繕 31-A503（２）間戸線ほか

42路線

橋梁修繕　43橋 福井市  ■  ■  ■  ■  ■         207 策定済

12 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-073 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

点検調

査

31-A504（１）環状東線ほ

か１，２９０路線

橋梁の点検 福井市  ■  ■  ■  ■         416 策定済

A01-074 道路 一般 敦賀市 直接 敦賀市 市町村

道

修繕 31-A521（他）杉箸5号線

ほか9路線

橋梁補修　10橋 敦賀市  ■  ■  ■  ■         266 策定済

A01-075 道路 一般 敦賀市 直接 敦賀市 市町村

道

点検調

査

31-A522（１）4号線ほか2

19路線

橋梁の点検 敦賀市  ■  ■  ■  ■  ■         131 策定済

A01-076 道路 一般 敦賀市 直接 敦賀市 市町村

道

修繕 31-A523（他）22号線ほか

38路線

橋梁補修　42橋 敦賀市  ■  ■  ■  ■          98 策定済

A01-077 道路 一般 敦賀市 直接 敦賀市 市町村

道

計画調

査

31-A524　（１）葉原元比

田線ほか１路線

トンネルの長寿命化修繕計画

の策定

敦賀市  ■           3 策定済

A01-078 道路 一般 小浜市 直接 小浜市 市町村

道

修繕 31-A541（他）薬師線ほか

8路線

橋梁補修　9橋 小浜市  ■  ■  ■  ■  ■         340 策定済

13 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-079 道路 一般 小浜市 直接 小浜市 市町村

道

点検調

査

31-A542（他）堅海海岸線

ほか300路線

橋梁の点検 小浜市  ■         130 策定済

A01-080 道路 一般 小浜市 直接 小浜市 市町村

道

点検調

査

31-A543（他）堅海海岸線

ほか300路線

橋梁の点検 小浜市  ■  ■  ■  ■         126 策定済

A01-081 道路 一般 小浜市 直接 小浜市 市町村

道

計画調

査

31-A544　（２）今富14号

線ほか252路線

橋梁の長寿命化修繕計画の見

直し

小浜市  ■          25 策定済

A01-082 道路 一般 小浜市 直接 小浜市 市町村

道

計画調

査

31-A545　（２）府中阿納

尻線ほか2路線

ﾄﾝﾈﾙの長寿命化修繕計画の策

定

小浜市  ■           3 策定済

A01-083 道路 一般 小浜市 直接 小浜市 市町村

道

計画調

査

31-A546　（他）国分5号

線ほか4路線

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄの長寿命化修繕計

画の策定

小浜市  ■           2 策定済

A01-084 道路 一般 大野市 直接 大野市 市町村

道

修繕 31-A561（１）南新在家森

目他5路線

橋梁補修　6橋 大野市  ■  ■  ■  ■  ■         218 策定済

14 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-085 道路 一般 大野市 直接 大野市 市町村

道

修繕 31-A562（１）友兼蕨生線

他20路線

橋梁補修　24橋 大野市  ■  ■  ■         232 策定済

A01-086 道路 一般 大野市 直接 大野市 市町村

道

点検調

査

31-A563（１）友兼蕨生線

他280路線

橋梁定期点検　444橋 大野市  ■  ■  ■  ■  ■          65 策定済

A01-087 道路 一般 大野市 直接 大野市 市町村

道

計画調

査

31-A564　（１）友兼蕨生

線他280路線

長寿命化修繕計画策定（橋長

15ｍ未満）

大野市  ■          10 策定済

A01-088 道路 一般 勝山市 直接 勝山市 市町村

道

修繕 31-A581（他）6-1号線ほ

か5路線

橋梁補修　10橋 勝山市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-089 道路 一般 勝山市 直接 勝山市 市町村

道

点検調

査

31-A582（他）8-79号線ほ

か266路線

橋梁の点検 勝山市  ■          14 策定済

A01-090 道路 一般 勝山市 直接 勝山市 市町村

道

点検調

査

31-A583（他）8-79号線ほ

か266路線

橋梁の点検 勝山市  ■  ■  ■  ■          61 策定済

15 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-091 道路 一般 勝山市 直接 勝山市 市町村

道

計画調

査

31-A584（1）10-2号線ほ

か2路線

ﾄﾝﾈﾙの点検 勝山市  ■           6 策定済

A01-092 道路 一般 勝山市 直接 勝山市 市町村

道

修繕 31-A585　(他)6-72号線ほ

か5路線

橋梁補修　10橋 勝山市  ■  ■  ■  ■  ■         108 策定済

A01-093 道路 一般 勝山市 直接 勝山市 市町村

道

修繕 31-A586　（１）10-2号線 トンネル補修１箇所 勝山市  ■  ■  ■          21 策定済

A01-094 道路 一般 鯖江市 直接 鯖江市 市町村

道

点検調

査

31-A601（１）長泉寺山ト

ンネル線ほか422路線

橋梁点検　N=423箇所 鯖江市  ■          10 策定済

A01-095 道路 一般 鯖江市 直接 鯖江市 市町村

道

修繕 31-A602（他）横越7号線

ほか4路線

橋梁補修　N=5橋 鯖江市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A01-096 道路 一般 鯖江市 直接 鯖江市 市町村

道

修繕 31-A603（他）金谷3号線

ほか9路線

橋梁補修　N=10橋 鯖江市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

16 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-097 道路 一般 鯖江市 直接 鯖江市 市町村

道

点検調

査

31-A604　（１）有定鳥羽

線ほか418路線

橋梁点検　419橋 鯖江市  ■  ■  ■  ■          74 策定済

A01-098 道路 一般 鯖江市 直接 鯖江市 市町村

道

点検調

査

31-A605　（２）西山長泉

寺線

横断歩道橋点検 1橋 鯖江市  ■           1 策定済

A01-099 道路 一般 あわら市 直接 あわら市 市町村

道

点検調

査

31-A621(1)菅野・伊井線

ほか105路線

橋梁点検　133橋 あわら市  ■  ■  ■  ■  ■         103 策定済

A01-100 道路 一般 あわら市 直接 あわら市 市町村

道

修繕 31-A622(2)瓜生・東田中

線ほか11路線

橋梁修繕　12橋 あわら市  ■  ■  ■  ■  ■         183 策定済

A01-101 道路 一般 あわら市 直接 あわら市 市町村

道

修繕 31-A623(2)椚・後山線ほ

か10路線

橋梁修繕　20橋 あわら市  ■  ■  ■  ■  ■          60 策定済

A01-102 道路 一般 あわら市 直接 あわら市 市町村

道

修繕 31-A624　（２）金津・芦

原線

大型カルバート修繕　1基 あわら市  ■  ■          37 策定済

17 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-103 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

点検調

査

31-A641（他）4267号線ほ

か674路線

橋梁の点検 越前市  ■         140 策定済

A01-104 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

修繕 31-A642（他）3280号線ほ

か29路線

橋梁修繕（橋長15ｍ未満）30

橋

越前市  ■  ■         288 策定済

A01-105 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

修繕 31-A643（他）第5158号線

ほか8路線

橋梁修繕（橋長15ｍ以上）9

橋

越前市  ■  ■  ■  ■  ■         130 策定済

A01-106 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

点検調

査

31-A644（他）1114号線ほ

か632路線

橋梁の点検 越前市  ■  ■  ■  ■  ■         240 策定済

A01-107 道路 一般 坂井市 直接 坂井市 市町村

道

点検調

査

31-A661（１）坂井中央線

ほか663路線

橋梁の点検 坂井市  ■         150 策定済

A01-108 道路 一般 坂井市 直接 坂井市 市町村

道

点検調

査

31-A662（１）雄島16号線

　雄島隧道ほか2箇所

トンネル点検3箇所 坂井市  ■           7 策定済

18 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-109 道路 一般 坂井市 直接 坂井市 市町村

道

修繕 31-A663（他）宮領田島線

ほか2路線

橋梁補修　3橋 坂井市  ■  ■          21 策定済

A01-110 道路 一般 坂井市 直接 坂井市 市町村

道

点検調

査

31-A664（１）坂井中央線

ほか399路線

橋梁の点検 坂井市  ■  ■  ■  ■          52 策定済

A01-111 道路 一般 坂井市 直接 坂井市 市町村

道

修繕 31-A665　（他）西瓜屋田

町線ほか34路線

橋梁補修　35橋 坂井市  ■  ■  ■         352 策定済

A01-112 道路 一般 永平寺町 直接 永平寺町 市町村

道

点検調

査

31-A681（他）京善３号線

外９４路線

橋梁の点検 永平寺町  ■          54 策定済

A01-113 道路 一般 永平寺町 直接 永平寺町 市町村

道

修繕 31-A682（他）町道御陵１

号線（無名橋）ほか９路

線

橋梁補修　10橋 永平寺町  ■  ■  ■  ■  ■          12 策定済

A01-114 道路 一般 永平寺町 直接 永平寺町 市町村

道

点検調

査

31-A683（他）町道志比4

号線（愛宕トンネル）

トンネル点検 永平寺町  ■           2 策定済

19 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-115 道路 一般 永平寺町 直接 永平寺町 市町村

道

点検調

査

31-A684（他）町道志比堺

11号線ほか５路線

門型標識点検 永平寺町  ■           2 策定済

A01-116 道路 一般 永平寺町 直接 永平寺町 市町村

道

点検調

査

31-A685　（他）御陵1号

線ほか114路線

橋梁点検　157橋 永平寺町  ■  ■  ■  ■          32 策定済

A01-117 道路 一般 池田町 直接 池田町 市町村

道

修繕 31-A701(1)学校前線ほか6

路線

橋梁補修　7橋 池田町  ■  ■  ■  ■  ■          70 策定済

A01-118 道路 一般 池田町 直接 池田町 市町村

道

点検調

査

31-A702(1)稲荷谷口線ほ

か77路線

橋梁の点検 池田町  ■  ■  ■  ■          30 策定済

A01-119 道路 一般 南越前町 直接 南越前町 市町村

道

修繕 31-A721(他)鋳物師線ほか

17路線

橋梁修繕　N=20橋 南越前町  ■  ■  ■  ■  ■         240 策定済

A01-120 道路 一般 南越前町 直接 南越前町 市町村

道

点検調

査

31-A722(1)大道脇本線ほ

か161路線

橋梁点検　268橋 南越前町  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

20 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-121 道路 一般 南越前町 直接 南越前町 市町村

道

修繕 31-A723　（１）大道脇本

線ほか１５路線

橋梁修繕　N=20橋 南越前町  ■  ■  ■  ■         120 策定済

A01-122 道路 一般 越前町 直接 越前町 市町村

道

点検調

査

31-A741（１）白山線ほか

156路線

橋梁の点検 越前町  ■  ■  ■  ■  ■          70 策定済

A01-123 道路 一般 越前町 直接 越前町 市町村

道

修繕 31-A742（他）越前岬線ほ

か7路線

橋梁補修 8橋 越前町  ■  ■  ■  ■  ■         300 策定済

A01-124 道路 一般 越前町 直接 越前町 市町村

道

修繕 31-A743（他）市場中線ほ

か16路線

橋梁補修　19橋 越前町  ■  ■  ■  ■         250 策定済

A01-125 道路 一般 越前町 直接 越前町 市町村

道

修繕 31-A744　（１）沖田笈松

線ほか2路線

トンネル補修3箇所 越前町  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-126 道路 一般 越前町 直接 越前町 市町村

道

点検調

査

31-A745　（１）沖田笈松

線ほか5路線

トンネル定期点検 越前町  ■  ■  ■  ■          20 策定済

21 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-127 道路 一般 美浜町 直接 美浜町 市町村

道

修繕 31-A761（他）坂尻・久々

子線外４路線

橋梁修繕　14橋 美浜町  ■  ■  ■  ■  ■          70 策定済

A01-128 道路 一般 美浜町 直接 美浜町 市町村

道

点検調

査

31-A762（１）金安線ほか

８５路線

橋梁点検 123橋 美浜町  ■  ■  ■  ■  ■          41 策定済

A01-129 道路 一般 美浜町 直接 美浜町 市町村

道

計画調

査

31-A763　（１）金安線ほ

か８５路線

橋梁計画策定 美浜町  ■          16 策定済

A01-130 道路 一般 美浜町 直接 美浜町 市町村

道

計画調

査

31-A764　（２）馬場・寄

積線

トンネル計画策定 美浜町  ■           2 策定済

A01-131 道路 一般 高浜町 直接 高浜町 市町村

道

修繕 31-A781（２）井根口島崎

線ほか10路線

橋梁補修　12橋 高浜町  ■  ■  ■  ■  ■         225 策定済

A01-132 道路 一般 高浜町 直接 高浜町 市町村

道

修繕 31-A782（２）上車持線ほ

か13路線

橋梁補修　17橋 高浜町  ■  ■  ■  ■          88 策定済

22 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-133 道路 一般 高浜町 直接 高浜町 市町村

道

点検調

査

31-A783（他）車持10号線

ほか87路線

橋梁の点検 高浜町  ■  ■  ■  ■          28 策定済

A01-134 道路 一般 高浜町 直接 高浜町 市町村

道

点検調

査

31-A784（他）南山手線 トンネル定期点検 高浜町  ■           1 策定済

A01-135 道路 一般 おおい町 直接 おおい町 市町村

道

点検調

査

31-A801（他）子生谷線ほ

か７１路線

橋梁の点検 おおい町  ■  ■  ■  ■  ■          86 策定済

A01-136 道路 一般 おおい町 直接 おおい町 市町村

道

計画調

査

31-A802　（他）子生谷線

ほか７１路線

橋梁の計画策定 おおい町  ■          17 策定済

A01-137 道路 一般 おおい町 直接 おおい町 市町村

道

計画調

査

31-A803　（他）尾内長井

上ノ山線ほか１路線

トンネルの計画策定 おおい町  ■           1 策定済

A01-138 道路 一般 おおい町 直接 おおい町 市町村

道

計画調

査

31-A804　（２）石山万願

寺線

シェッドの計画策定 おおい町  ■           1 策定済

23 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-139 道路 一般 おおい町 直接 おおい町 市町村

道

計画調

査

31-A805　（他）丸山線 横断歩道橋の計画策定 おおい町  ■           1 策定済

A01-140 道路 一般 若狭町 直接 若狭町 市町村

道

点検調

査

31-A821（１）1号線ほか3

51路線

橋梁の点検 若狭町  ■  ■  ■  ■  ■         130 策定済

A01-141 道路 一般 若狭町 直接 若狭町 市町村

道

修繕 31-A822　（１）1号線ほ

か5路線

橋梁補修　6橋 若狭町  ■  ■  ■  ■         161 策定済

A01-142 道路 一般 若狭町 直接 若狭町 市町村

道

計画調

査

31-A823　（１）1号線ほ

か351路線

長寿命化計画の策定 若狭町  ■          10 策定済

A01-143 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A38　（一）殿下福井

線（水越橋）

老朽化対策、耐震補強1橋 福井市  ■  ■  ■  ■  ■         250 策定済

A01-144 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A39　（主）福井朝日

武生線（朝宮橋側道橋）

老朽化対策1橋 福井市  ■  ■  ■  ■  ■          26 策定済

24 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-145 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A40　（主）篠尾勝山

線（天神橋）

老朽化対策1橋 福井市  ■  ■  ■  ■  ■          30 策定済

A01-146 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A41　（主）福井今立

線（稲津橋側道橋）

老朽化対策1橋 福井市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A01-147 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A42　（国）158号（下

新橋ほか1橋）

老朽化対策2橋 福井市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-148 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A43　（一）稲津松岡

線（五松橋側道橋）

老朽化対策1橋 永平寺町  ■  ■  ■  ■  ■          10 策定済

A01-149 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A44　（国）305号（新

保橋歩道橋）

老朽化対策1橋 坂井市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A01-150 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A45　（国）157号（下

荒井橋）

老朽化対策1橋 勝山市  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

25 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-151 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A46　（主）武生美山

線（北府跨線橋）

老朽化対策1橋 越前市  ■  ■  ■  ■  ■          20 策定済

A01-152 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A47　（一）赤礁崎公

園線（青戸の大橋）

老朽化対策1橋 おおい町  ■  ■  ■  ■  ■         300 策定済

A01-153 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A48　（主）大野勝山

線（阪谷橋（歩道橋））

老朽化対策1橋 大野市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A01-154 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A49　（一）上小池勝

原線（小嵐谷橋　ほか2橋

）

老朽化対策3橋 大野市  ■  ■  ■  ■  ■         150 策定済

A01-155 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A50　（主）福井四ヶ

浦線（一号工橋）

老朽化対策1橋 越前町  ■  ■  ■  ■  ■          88 策定済

A01-156 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A51　（主）鯖江美山

線（上河端橋）

老朽化対策1橋 鯖江市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

26 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-157 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A52　（一）新道安賀

里線（瓜生橋側道橋）

老朽化対策1橋 若狭町  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A01-158 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A53　（一）泊小浜停

車場線（107-堅海-003）

老朽化対策1橋 小浜市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A01-159 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A54　（国）416号（高

屋橋）

老朽化対策１橋 福井市  ■  ■  ■  ■  ■         120 －

A01-160 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A231　（一）本郷福井

線　西郷トンネル

トンネル補修1箇所 福井市  ■  ■          10 策定済

A01-161 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A232　（主）清水美山

線　坪谷トンネル

トンネル補修1箇所 福井市  ■  ■          10 策定済

A01-162 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A233　（主）福井大森

河野線　一光トンネル

トンネル補修1箇所 福井市  ■  ■  ■  ■          10 策定済

27 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-163 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A234　（主）鯖江美山

線　金谷トンネル

トンネル補修1箇所 鯖江市  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-164 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A235　（一）常神三方

線　遊子トンネル他1箇所

トンネル補修2箇所 若狭町  ■  ■          20 策定済

A01-165 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A236　（国）４７６号

　樫曲トンネル

トンネル補修1箇所 敦賀市  ■  ■          10 策定済

A01-166 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A237　（一）藤巻下荒

井線　赤岩トンネル

トンネル補修1箇所 勝山市  ■  ■           5 策定済

A01-167 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A421　（一）淵上志比

口線　ほか

横断歩道橋修繕 福井市　ほか  ■  ■  ■  ■          80 策定済

A01-168 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

点検調

査

31-A505（１）環状西線ほ

か13路線

門型標識点検 福井市  ■  ■  ■           6 策定済

28 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-169 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

計画調

査

31-A506（１）福井川西線 トンネルの計画策定 福井市  ■           1 策定済

A01-170 道路 一般 敦賀市 直接 敦賀市 市町村

道

修繕 31-A525（１）葉原元比田

線

トンネル補修　2箇所 敦賀市  ■  ■  ■  ■          85 策定済

A01-171 道路 一般 敦賀市 直接 敦賀市 市町村

道

点検調

査

31-A526（１）葉原元比田

線ほか1路線

トンネル点検 敦賀市  ■  ■  ■          23 策定済

A01-172 道路 一般 小浜市 直接 小浜市 市町村

道

修繕 31-A547（他）中浜線ほか

23路線

橋梁補修　24橋 小浜市  ■  ■  ■         350 策定済

A01-173 道路 一般 小浜市 直接 小浜市 市町村

道

修繕 31-A548（他）西街道線 

多田トンネルほか4箇所

トンネル補修　5箇所 小浜市  ■  ■          18 策定済

A01-174 道路 一般 小浜市 直接 小浜市 市町村

道

修繕 31-A549（他）国分5号線 大型カルバート修繕　1基 小浜市  ■           3 策定済

29 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-175 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

修繕 31-A645（他）第4288号線

ほか20路線

橋梁修繕（橋長15ｍ未満）21

橋

越前市  ■  ■  ■  ■         130 策定済

A01-176 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

修繕 31-A646（１）第6804号線

ほか1路線

トンネル補修　2箇所 越前市  ■  ■  ■  ■          85 策定済

A01-177 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

計画調

査

31-A647（他）第2088号線

ほか649路線

橋梁の計画策定 越前市  ■          20 策定済

A01-178 道路 一般 永平寺町 直接 永平寺町 市町村

道

修繕 31-A686（１）町道飯島1

号線

橋梁補修　1橋 永平寺町  ■  ■          29 策定済

A01-179 道路 一般 池田町 直接 池田町 市町村

道

点検調

査

31-A703（１）稲荷月ケ瀬

線ほか1路線

シェッドの点検 池田町  ■  ■  ■           3 策定済

A01-180 道路 一般 高浜町 直接 高浜町 市町村

道

計画調

査

31-A785（他）車持10号線

ほか87路線

橋梁の計画策定 高浜町  ■           3 策定済

30 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-181 道路 一般 おおい町 直接 おおい町 市町村

道

修繕 31-A806（１）下中央線ほ

か8路線

橋梁補修　13橋 おおい町  ■  ■  ■  ■         140 策定済

A01-182 道路 一般 若狭町 直接 若狭町 市町村

道

修繕 31-A824（１）町道13号線

ほか5路線

橋梁補修　6橋 若狭町  ■  ■  ■  ■          40 策定済

A01-183 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A55　（一）常神三方

線（遊子橋）

老朽化対策1橋 若狭町  ■  ■  ■  ■          10 策定済

A01-184 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A56　（一）福井鯖江

線（江端大橋）

老朽化対策、耐震補強1橋 福井市  ■  ■  ■  ■         120 策定済

A01-185 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 修繕 31-A57　（国）305号（鮎

川橋）

老朽化対策1橋 福井市  ■  ■  ■  ■           8 策定済

A01-186 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 点検調

査

31-A104　（国）157号ほ

か

スノーシェッドの点検 福井市ほか5市

町

 ■  ■  ■          70 策定済

31 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-187 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

点検調

査

31-A105　（主）武生美山

線ほか

スノーシェッドの点検 福井市ほか6市

町

 ■  ■  ■          50 策定済

A01-188 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 点検調

査

31-A106　（国）157号ほ

か

ロックシェッドの点検 大野市ほか6市

町

 ■  ■  ■          20 策定済

A01-189 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

点検調

査

31-A107　（一）鯖江美山

線ほか

ロックシェッドの点検 福井市ほか5市

町

 ■  ■  ■          10 策定済

A01-190 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 点検調

査

31-A108　（国）417号ほ

か

大型カルバートの点検 鯖江市ほか3市

町

 ■  ■  ■           7 策定済

A01-191 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

点検調

査

31-A109　（一）稲津松岡

線ほか

大型カルバートの点検 福井市ほか3市

町

 ■  ■  ■           5 策定済

A01-192 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 点検調

査

31-A110　（国）416号ほ

か

横断歩道橋の点検 福井市ほか2市

町

 ■  ■  ■           3 策定済

32 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-193 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

点検調

査

31-A111　（主）福井加賀

線ほか

横断歩道橋の点検 福井市ほか4市

町

 ■  ■  ■          17 策定済

A01-194 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 点検調

査

31-A112　（国）157号ほ

か

門型標識の点検 福井市ほか13市

町

 ■  ■  ■          50 策定済

A01-195 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

点検調

査

31-A113　（主）福井朝日

武生線ほか

門型標識の点検 福井市ほか10市

町

 ■  ■  ■          35 策定済

A01-196 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A238　（一）寺武生線

　氷坂トンネル

トンネル補修1箇所 越前市  ■  ■  ■         150 策定済

A01-197 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A239　（主）上中田烏

線　田烏トンネル他1箇所

トンネル補修2箇所 小浜市  ■  ■  ■  ■         270 策定済

A01-198 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A240　（主）福井今立

線　戸口トンネル

トンネル補修1箇所 鯖江市  ■  ■  ■          10 策定済

33 案件番号： 0000340781



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-199 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A241　（一）大谷秋生

大野線　大谷トンネル

トンネル補修1箇所 大野市  ■  ■  ■          20 策定済

A01-200 道路 一般 福井県 直接 福井市 都道府

県道

修繕 31-A242　（一）上大納下

山線　谷戸口トンネル

トンネル補修1箇所 大野市  ■  ■  ■          30 策定済

A01-201 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

修繕 31-A243　（一）清水麻生

津線　片山トンネル他1箇

所

トンネル補修2箇所 福井市  ■  ■  ■          60 策定済

 小計      42,120

合計      42,120

34 案件番号： 0000340781



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 C01-001 道路 一般 鯖江市 直接 鯖江市 市町村

道

修繕 31-C1（他）鳥井1号線 橋梁撤去　N=1橋 鯖江市  ■          10 策定済

老朽化による著しい異常損傷が多数確認される橋梁を撤去することにより、今後増大する修繕費を抑え、また通行の集約と安全確保が期待される。

C01-002 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

修繕 31-C2（他）6130号線 橋梁撤去　N=1橋 越前市  ■           3 策定済

老朽化による著しい異常損傷が多数確認される橋梁を撤去することにより、今後増大する修繕費を抑え、また通行の集約と安全確保が期待される。

C01-003 道路 一般 勝山市 直接 勝山市 市町村

道

修繕 31-C3（他）5-45号線 シェッド撤去　N=1箇所 勝山市  ■  ■           6 策定済

老朽化による著しい異常損傷が多数確認されるシェッドを撤去することにより、今後増大する修繕費を抑え、また通行の集約と安全確保が期待される

C01-004 道路 一般 鯖江市 直接 鯖江市 市町村

道

修繕 31-C4（他）鳥井3号線 橋梁撤去　N=1橋 鯖江市  ■  ■          15 策定済

老朽化による著しい異常損傷が多数確認される橋梁を撤去することにより、今後増大する修繕費を抑え、また通行の集約と安全確保が期待される

 小計          34

合計          34

1 案件番号： 0000340781



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H30 H31 R02

配分額 (a)                   2,418                   2,561                       0

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                   2,418                   2,561                       0

前年度からの繰越額 (d)                       0                     887                       0

支払済額 (e)                   1,531                   2,291                       0

翌年度繰越額 (f)                     887                   1,157                       0

うち未契約繰越額(g)                      29                     200                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    1.19                     5.8                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000340781



社会資本総合整備計画 参考図面

計画の名称

計画の期間 交付団体 福井県、福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町

３１ 道路構造物の的確な老朽化対策（防災・安全）

平成３０年度～令和４年度（５年間）

（参考様式第３）
（補修系）

31-A16

31-A23

31-A22

31-A11

31-A19

31-A20

31-A21

31-A25

31-A100～113

31-A801,802,803,804,805,806

31-A821,822,823
31-A541,542,543,544,545,546,547,548,549

31-A761,762,763,764

31-A521,522,523,524,525,526

31-A781,782,783,
784,785

31-A701,702,703
31-A721,
722,723

31-A581,582,
583,584,585,
586

31-A681,682,683,
684,685,686

31-A661,662,663,664,66531-A621,622,623,624

31-A501,502,503,504,505,506

31-A741,742,743,
744,745

31-A601,602,
603,604,605,C1

31-A641,642,643,
644,645,646,647,C2

31-A13

31-A26

31-A-24

31-A15

31-A16

31-A31

31-A37

31-A30

31-A32

31-A31

31-A33

31-A-2

31-A-1

31-A25

31-A29
31-A561,562,563,564

31-A12

31-A14

31-A17

31-A18

31-A27

31-A29

31-A39

31-A34

31-A36

31-A352

31-A401

31-A402

31-A351

31-A353

31-A451

31-A201

31-A202

31-A20331-A204

31-A205

31-A206

31-A207

31-A208

31-A209

31-A210

31-A211

31-A212

31-A213

31-A214
31-A215

31-A216

31-A217 31-A218

31-A219

31-A220

31-A221

31-A222

31-A223 31-A223

31-A225

31-A226

31-A227

31-A228

31-A229

31-A230

31-A4831-A50

31-A51

31-A231

31-A232

31-A233

31-A234

31-A235

31-A236

31-A237

31-A35
31-A421

31-A52

31-A53

31-A49
31-A40

31-A41

31-A42

31-A43

31-A44

31-A45

31-A47

31-A46

31-A55

31-A57

31-A

31-A238

31-A239

31-A240

31-A241

31-A242

31-A243


