
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和05年01月30日

計画の名称 安全で安心な道づくり

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

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 迅速かつ適切な除排雪を実施することによって、雪に強い道路を確保し、冬季における安全で安心な暮らしと環境を支える地域づくりを推進するとともに、

主要幹線道路へのアクセス道路および生活道路を整備することにより、安全かつ円滑な交通の促進と地域交流の活性化を図る。

また、県内の道の駅空白地帯を中心に道の駅を整備し、道路利用やへの休憩機能の充実と地域連携の促進による魅力と活力ある地域づくりを推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              21,374  Ａ              21,374  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

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

R２ R４ R６

   1 雪による県管理道路の通行止め時間をH27～R1平均の通行止め時間より減少させる。

県管理道路の平均通行止め時間について、着手前と実施後で比較する。 5100時間以下 5100時間以下 5100時間以下

   2 県内の道の駅利用者数をH30の306万人から100万人増の406万人（R6）へ増加させる。

福井県内の道の駅利用者数について、整備前と整備後で比較する。 306万人 万人 406万人

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 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 － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000457610



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 都道府

県道

交安 34-A101    （一）南越駅

線

簡易P（道の駅）　1.0式 越前市  ■  ■         320 －

A01-002 道路 雪寒 福井市 直接 福井市 市町村

道

除雪（

機械）

34-A501（１）福井駅北通

線ほか1,705路線

除雪機械購入 福井市  ■         105 －

A01-003 道路 雪寒 福井市 直接 福井市 市町村

道

除雪 34-A502（１）福井駅北通

線ほか1,705路線

除雪　L=545.8km 福井市  ■         720 －

A01-004 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

改築 34-A503（他）西部1-13号

線ほか1路線

道路改良　L=780m 福井市  ■  ■  ■  ■         206 －

A01-005 道路 雪寒 敦賀市 直接 敦賀市 市町村

道

除雪 34-A521（１）5号線ほか1

40路線

除雪　L=138.1km 敦賀市  ■         320 －

A01-006 道路 雪寒 小浜市 直接 小浜市 市町村

道

除雪 34-A541（１）四ツ谷線ほ

か76路線

除雪　L=100.1km 小浜市  ■          50 －

1 案件番号： 0000457610



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 小浜市 直接 小浜市 市町村

道

改築 34-A542（他）岸の橋線 道路改良　L=150m 小浜市  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

A01-008 道路 雪寒 大野市 直接 大野市 市町村

道

除雪 34-A561（１）駅東線ほか

265路線

除雪　L=221.8km 大野市  ■         689 －

A01-009 道路 雪寒 大野市 直接 大野市 市町村

道

除雪（

機械）

34-A562（１）駅東線ほか

68路線

除雪機械購入 大野市  ■         154 －

A01-010 道路 雪寒 勝山市 直接 勝山市 市町村

道

除雪 34-A581（１）6-117号線

ほか265路線

除雪　L=202.4m 勝山市  ■         480 －

A01-011 道路 雪寒 勝山市 直接 勝山市 市町村

道

除雪（

機械）

34-A582（１）6-117号線

ほか265路線

除雪機械購入 勝山市  ■          60 －

A01-012 道路 雪寒 鯖江市 直接 鯖江市 市町村

道

除雪 34-A601（１）染南線ほか

180路線

除雪　L=168.7km 鯖江市  ■         250 －

2 案件番号： 0000457610



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 雪寒 あわら市 直接 あわら市 市町村

道

除雪（

機械）

34-A621（１）滝・高塚線

ほか84路線

除雪機械購入 あわら市  ■          27 －

A01-014 道路 雪寒 あわら市 直接 あわら市 市町村

道

除雪 34-A622（１）住吉線ほか

84路線

除雪　L=91.9km あわら市  ■          28 －

A01-015 道路 雪寒 越前市 直接 越前市 市町村

道

除雪 34-A641（２）第1901号線

ほか173路線

除雪　L=194.1km 越前市  ■         150 －

A01-016 道路 雪寒 越前市 直接 越前市 市町村

道

除雪（

機械）

34-A642（２）第1901号線

ほか173路線

除雪機械購入 越前市  ■          80 －

A01-017 道路 雪寒 坂井市 直接 坂井市 市町村

道

除雪 34-A661（１）三国50号線

ほか351路線

除雪　L=235.3km 坂井市  ■          75 －

A01-018 道路 雪寒 坂井市 直接 坂井市 市町村

道

除雪（

機械）

34-A662（１）三国50号線

ほか351路線

除雪機械購入 坂井市  ■          99 －

3 案件番号： 0000457610



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 雪寒 永平寺町 直接 永平寺町 市町村

道

除雪 34-A681（２）御陵11号線

ほか189路線

除雪　L=113.0km 永平寺町  ■          84 －

A01-020 道路 雪寒 永平寺町 直接 永平寺町 市町村

道

除雪（

機械）

34-A682（２）御陵11号線

ほか189路線

除雪機械購入 永平寺町  ■          17 －

A01-021 道路 雪寒 池田町 直接 池田町 市町村

道

除雪 34-A701（１）稲荷谷口線

ほか67路線

除雪　L=72.3km 池田町  ■          60 －

A01-022 道路 雪寒 南越前町 直接 南越前町 市町村

道

除雪 34-A721（１）大道脇本線

ほか122路線

除雪　L=80.3km 南越前町  ■         125 －

A01-023 道路 雪寒 越前町 直接 越前町 市町村

道

除雪 34-A741（１）白山線ほか

147路線

除雪　L=156.3km 越前町  ■          75 －

A01-024 道路 雪寒 越前町 直接 越前町 市町村

道

除雪（

機械）

34-A742（１）白山線ほか

147路線

除雪機械購入 越前町  ■          80 －

4 案件番号： 0000457610



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 雪寒 美浜町 直接 美浜町 市町村

道

除雪 34-A761（１）久々子金山

線ほか52路線

除雪　L=54.1km 美浜町  ■          50 －

A01-026 道路 雪寒 美浜町 直接 美浜町 市町村

道

除雪（

機械）

34-A762（１）久々子金山

線ほか52路線

除雪機械購入 美浜町  ■          27 －

A01-027 道路 雪寒 高浜町 直接 高浜町 市町村

道

除雪 34-A781（他）南山手線ほ

か12路線

除雪　L=27.3km 高浜町  ■          33 －

A01-028 道路 雪寒 おおい町 直接 おおい町 市町村

道

除雪 34-A801（１）兵瀬山田線

ほか74路線

除雪　L=59.4km おおい町  ■          29 －

A01-029 道路 雪寒 若狭町 直接 若狭町 市町村

道

除雪 34-A821（１）白山線ほか

147路線

除雪　L=74.1m 若狭町  ■          70 －

A01-030 道路 雪寒 若狭町 直接 若狭町 市町村

道

除雪（

機械）

34-A822（１）白山線ほか

147路線

除雪機械購入 若狭町  ■          33 －

5 案件番号： 0000457610



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 敦賀市 直接 敦賀市 市町村

道

改築 34-A522（１）171号線 道路改良　L=464m 敦賀市  ■          94 －

A01-032 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

改築 34-A643（１）第4810号線

（南越駅南北アクセス道

路）

道路改良 L=620m 越前市  ■  ■  ■         400 －

A01-033 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

改築 34-A644（他）第4529号線

（南越駅周回線）

駅前広場等整備　1式 越前市  ■  ■  ■       2,038 －

A01-034 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 交安 34-A102　（国）305号 簡易P（道の駅）　1.0式 あわら市  ■  ■  ■         200 －

A01-035 道路 雪寒 福井県 直接 福井県 国道 除雪 34-A001　（国）157号ほ

か9路線

除雪　L=592.7km 福井市ほか  ■       3,840 －

A01-036 道路 雪寒 福井県 直接 福井県 都道府

県道

除雪 34-A002　（主）福井加賀

線ほか201路線

除雪　L=1567.5km 福井市ほか  ■       6,840 －

6 案件番号： 0000457610



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 雪寒 福井県 直接 福井県 国道 除雪（

機械）

34-A003　（国）157号ほ

か9路線

除雪機械購入 福井市ほか  ■         758 －

A01-038 道路 雪寒 福井県 直接 福井県 都道府

県道

除雪（

機械）

34-A004　（主）福井加賀

線ほか201路線

除雪機械購入 福井市ほか  ■       2,000 －

A01-039 道路 一般 勝山市 直接 勝山市 市町村

道

新設 34-A583（他）2-148号線

ほか1路線

道路改良　L=0.3km 勝山市  ■  ■  ■          48 －

A01-040 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

改築 34-A645（他）第4487号線 道路改良　L=650m 越前市  ■  ■         560 －

 小計      21,374

合計      21,374

7 案件番号： 0000457610



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02

配分額 (a)                   1,198

計画別流用増△減額 (b)                       0

交付額 (c=a+b)                   1,198

前年度からの繰越額 (d)                       0

支払済額 (e)                     798

翌年度繰越額 (f)                     400

うち未契約繰越額(g)                     155

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   12.93

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

令和3年2月の3次補正予算

が未契約繰越となったため

1 案件番号： 0000457610


