
　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 通学路における交通安全対策の推進（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１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,越前市,越前町,永平寺町,あわら市,高浜町,坂井市,勝山市,大野市,小浜市,鯖江市,美浜町

計画の目標 児童・生徒が安全にかつ安心して利用できる通学路を確保するため、緊急合同点検結果に基づく対策及び通学路交通安全プログラムに基づく対策を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              37,627  Ａ              37,627  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

（H25当初） （H27末） （H29末）

   1 県内の児童・生徒の死傷者数をH22～H26平均の177人から約10%減少させ、160人以下にする。

福井県内の児童・生徒の平均死傷者数について、着手前と実施後で比較する。 177人 169人 160人

   2 緊急合同点検に基づく要対策箇所を完了させる。

緊急合同点検に基づく要対策箇所の対策済率を算出する。 97％ 98％ 100％

通学路対策実施済箇所数（箇所）／緊急合同点検の要対策箇所数（箇所）

   3 通学路交通安全プログラムに基づく対策から抽出された交付対象事業箇所の整備率を5カ年で80％にする。

通学路交通安全プログラムに基づく対策から抽出された交付対象事業箇所の対策済率を算出する。 0％ 60％ 80％

通学路対策実施済箇所数（箇所）／通学路交通安全プログラムに基づく対策のうちの交付対象事業箇所（箇所）

備考等 個別施設計画を含む － 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： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 20-A1　（主）福井加賀線

　針原

歩道整備0.6㎞ 坂井市  ■  ■         331 －

A01-002 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 交安 20-A2　（国）４７６号　

幸町～元町

歩道･電線1.2㎞ 大野市  ■  ■         319 －

A01-003 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

交安 20-A3　（主）福井加賀線

　和田～勝見

歩道整備1.1㎞ 福井市  ■  ■         168 －

A01-004 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 交安 20-A4　（国）４１７号　

本町～桜町

歩道･電線0.4㎞ 鯖江市  ■  ■  ■         211 －

A01-005 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

交安 20-A5　（主）武生米ノ線

　矢放町

歩道整備0.7㎞ 越前市  ■         110 －

A01-006 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

交安 20-A6　（一）岡田深谷線

　上田

歩道整備0.9㎞ 小浜市  ■  ■          56 －

1 案件番号： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 都道府

県道

交安 20-A7　（一）三尾野別所

線　舞屋

歩道整備0.7㎞ 福井市  ■  ■         103 －

A01-008 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

交安 20-A8　（一）西尾鯖江停

車場線　日の出町

歩道整備0.1㎞ 鯖江市  ■  ■  ■  ■         286 －

A01-009 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

交安 20-A9　（主）勝山丸岡線

　一本田福所

歩道整備1.0㎞ 坂井市  ■  ■  ■  ■         277 －

A01-010 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

交安 20-A10　（主）福井加賀

線　針原

歩道整備0.7㎞ 坂井市  ■  ■  ■         735 －

A01-011 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

交安 20-A11　（主）勝山丸岡

線　旭毛屋町～元町3

歩道整備0.5㎞ 勝山市  ■  ■  ■         105 －

A01-012 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

交安 20-A12　（主）芦原温泉

停車場線　あわら市春宮2

丁目

歩道整備　0.4㎞ あわら市  ■  ■         350 －

2 案件番号： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 国道 交安 20-A13　（国）４１７号

　糺町

歩道整備　L=0.2km 鯖江市  ■         130 －

A01-014 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

改築 20-A101  （一）福井鯖江

線・家久町～舟津町

道路改良　L=1.0km 越前市、鯖江市  ■  ■  ■  ■  ■         800 －

A01-015 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

改築 20-A102  （一）徳光福井

線・徳光町～下細江町

道路改良　L=1.44km 福井市  ■  ■  ■  ■  ■         900 －

A01-016 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

改築 20-A103  （主）三国東尋

坊芦原線・梶～浜地

道路改良　L=0.60km 坂井市  ■  ■  ■  ■  ■         400 －

A01-017 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

改築 20-A104  （主）清水美山

線・大土呂町～半田町

道路改良　L=1.30km 福井市  ■  ■  ■  ■       3,500 －

A01-018 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 改築 20-A105  （国）４１６号

　白方～布施田バイパス

道路改良　L=5.20km 福井市  ■  ■  ■       2,100 －

3 案件番号： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

改築 20-A106  （一）石田家久

停車場線　家久町

道路改良　L=0.66km 越前市  ■  ■       1,060 －

A01-020 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 改築 20-A107  （国）１５８号

　境寺～計石バイパス

道路改良　L=5.3km 福井市  ■  ■  ■       9,300 －

A01-021 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

改築 20-A108　（主）篠尾勝山

線　福井市獺ケ口町

道路改良　0.4km 福井市  ■  ■         300 －

A01-022 道路 一般 福井県 直接 福井県 都道府

県道

改築 20-A110（一）日向郷市線

　河原市

道路改良　0.5km 美浜町  ■          50 －

A01-023 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 改築 20-A111（一）小曽原武生

線　上太田町

道路改良　0.4km 越前市  ■         100 －

A01-024 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 改築 20-A112　（国）１６２号

　深谷～相生

道路改良　L=0.6km 小浜市  ■  ■         200 －

4 案件番号： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

改築 20-A113（一）殿下福井線

・北堀～金屋

道路改良　1.5km 福井市  ■         100 －

A01-026 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

交安 20-A201　（１）高木市場

線

歩道整備　0.51㎞ 福井市  ■  ■  ■  ■  ■         171 －

A01-027 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

交安 20-A202　（２）春江森田

停車場線

道路改良　0.13㎞ 福井市  ■  ■  ■          27 －

A01-028 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

交安 20-A203　（１）豊島木田

線

横断歩道橋撤去　N=1橋 福井市  ■          27 －

A01-029 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

交安 20-A204　（１）環状西線 歩道整備　0.02㎞ 福井市  ■          15 －

A01-030 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

交安 20-A205　（１）松岡菅谷

線ほか1路線

区画線工　L=1.53㎞ 福井市  ■           2 －

5 案件番号： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 福井市 直接 福井市 市町村

道

交安 20-A206　（１）川西国道

線

道路改良　L=0.70㎞ 福井市  ■  ■  ■         516 －

A01-032 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

交安 20-A207　（２）境寺蔵作

線

橋梁補修　L=17.1ｍ 福井市  ■          13 －

A01-033 道路 雪寒 福井市 直接 福井市 市町村

道

雪寒 20-A208（１）福井川西線 消雪設備整備　L=１km 福井市  ■  ■          92 －

A01-034 道路 雪寒 福井市 直接 福井市 市町村

道

雪寒 20-A209（１）東部１-３

３９号線

消雪設備整備　L=１.33km 福井市  ■  ■         138 －

A01-035 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

交安 20-A210（１）南部１-６

１１号線ほか10路線

路面表示　３０ヶ所　L=7.16

0m

福井市  ■  ■          32 －

A01-036 道路 一般 敦賀市 直接 敦賀市 市町村

道

交安 20-A211　（他）松原呉羽

線

歩道整備　L=0.62㎞ 敦賀市  ■  ■  ■  ■  ■         155 －

6 案件番号： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 敦賀市 直接 敦賀市 市町村

道

改築 20-A212　（１）中央沓見

線

現道拡幅　L=1.39㎞ 敦賀市  ■  ■  ■         109 －

A01-038 道路 一般 敦賀市 直接 敦賀市 市町村

道

改築 20-A213　（１）三島港線 歩道整備　L=0.96㎞ 敦賀市  ■  ■  ■         213 －

A01-039 道路 一般 敦賀市 直接 敦賀市 市町村

道

交安 20-A214　（１）木崎線ほ

か2路線

路側帯整備　L=1.90㎞ 敦賀市  ■  ■  ■          70 －

A01-040 道路 一般 敦賀市 直接 敦賀市 市町村

道

改築 20-A215（１）気比余座線 現道拡幅　L=0.25km 敦賀市  ■  ■          50 －

A01-041 道路 一般 敦賀市 直接 敦賀市 市町村

道

改築 20-A216（他）188号線ほ

か1路線

現道拡幅　L=0.28km 敦賀市  ■  ■         470 －

A01-042 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

交安 20-A221　（２）第3901号

線

歩道整備　L=0.44㎞ 越前市  ■         111 －

7 案件番号： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 越前市 直接 越前市 市町村

道

改築 20-A222　（１）第3802号

線

現道拡幅　L=0.72㎞ 越前市  ■         154 －

A01-044 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

交安 20-A223　（１）第6802号

線

歩道整備　L=1.32㎞ 越前市  ■  ■  ■  ■  ■         695 －

A01-045 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

交安 20-A224　（１）第1805号

線

歩道整備　L=0.17㎞ 越前市  ■  ■  ■          50 －

A01-046 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

交安 20-A225　（他）第1026号

線

歩道整備　L=0.11㎞ 越前市  ■  ■  ■         245 －

A01-047 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

交安 20-A226　（他）第1021号

線

歩道整備　L=0.13㎞ 越前市  ■  ■  ■          45 －

A01-048 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

改築 20-A227　（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 －

8 案件番号： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 越前市 直接 越前市 市町村

道

交安 20-A228（1）第8803号線 歩道整備　0.04km 越前市  ■  ■          46 －

A01-050 道路 一般 越前町 直接 越前町 市町村

道

交安 20-A231　（１）福井線 路側帯整備　L=0.90㎞ 越前町  ■  ■  ■  ■         213 －

A01-051 道路 一般 越前町 直接 越前町 市町村

道

改築 20-A232　（２）宝泉寺グ

ラウンド線ほか1路線

道路改良　L=0.45㎞ 越前町  ■  ■  ■  ■  ■         560 －

A01-052 道路 雪寒 越前町 直接 越前町 市町村

道

雪寒 20-A233　（１）辻上野2

号線

消雪施設　L=0.65㎞ 越前町  ■  ■  ■  ■         150 －

A01-053 道路 雪寒 越前町 直接 越前町 市町村

道

雪寒 20-A234　（１）小樟城ヶ

谷線

消雪施設　0.2km 越前町  ■          15 －

A01-054 道路 一般 永平寺町 直接 永平寺町 市町村

道

交安 20-A241　（２）町道御陵

11号線

歩道橋整備　L=0.02㎞ 永平寺町  ■  ■  ■          56 －

9 案件番号： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 あわら市 直接 あわら市 市町村

道

交安 20-A256　（他）829号線

（自由通路）

自由通路　L=0.12㎞ あわら市  ■  ■  ■       1,946 －

A01-056 道路 一般 高浜町 直接 高浜町 市町村

道

新設 20-A261　（１）大西線 バイパス　L=0.07㎞ 高浜町  ■  ■  ■          99 －

A01-057 道路 一般 高浜町 直接 高浜町 市町村

道

交安 20-A262（１）中山観音寺

線

道路拡幅　L=0.68㎞ 高浜町  ■  ■         436 －

A01-058 道路 一般 高浜町 直接 高浜町 市町村

道

新設 20-A263（１）町道横断5

号線

道路改良　L=0.22㎞ 高浜町  ■  ■         325 －

A01-059 道路 一般 高浜町 直接 高浜町 市町村

道

交安 20-A264　（１）事代坂田

線

第2立石踏切改良 高浜町  ■         200 －

A01-060 道路 一般 高浜町 直接 高浜町 市町村

道

交安 20-A265　（１）宮ノ内線 佐伎治踏切改良 高浜町  ■         300 －

10 案件番号： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 坂井市 直接 坂井市 市町村

道

交安 20-A281（１）末政随応寺

線

歩道整備　L=0.6km 坂井市  ■  ■         973 －

A01-062 道路 一般 坂井市 直接 坂井市 市町村

道

交安 20-A282（１）上安田3号

線

歩道整備　L=0.97km 坂井市  ■  ■         482 －

A01-063 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

交安 20-A291（１）市道　環状

西線（変則交差点解消）

　

道路改良　L＝0.116km 福井市  ■  ■         690 －

A01-064 道路 一般 福井市 直接 福井市 市町村

道

交安 20-A292（１）東部１-２

９３号線ほか１路線

道路改良　L＝0.45km 福井市  ■  ■         180 －

A01-065 道路 雪寒 福井市 直接 福井市 市町村

道

雪寒 20-A293　（１）福井駅北

通線

消雪施設整備　L=1.00km 福井市  ■          82 －

A01-066 道路 雪寒 勝山市 直接 勝山市 市町村

道

雪寒 20-A301（他）市道6-81号

線ほか6路線

消雪施設整備　L=1.66km 勝山市  ■  ■         190 －

11 案件番号： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 雪寒 勝山市 直接 勝山市 市町村

道

雪寒 20-A302（他）市道7-30号

線ほか8路線

消雪施設整備　L=1.6km 勝山市  ■  ■         168 －

A01-068 道路 一般 大野市 直接 大野市 市町村

道

改築 20-A311（２）上野新塚原

線

踏切改良 大野市  ■  ■         145 －

A01-069 道路 一般 大野市 直接 大野市 市町村

道

改築 20-A312　（２）下中野赤

根線

道路拡幅　L=0.35km 大野市  ■         105 －

A01-070 道路 一般 大野市 直接 大野市 市町村

道

改築 20-A313　（２）上野新塚

原線

道路拡幅　L=0.9km 大野市  ■         270 －

A01-071 道路 一般 大野市 直接 大野市 市町村

道

改築 20-A314　（２）大門花山

線

踏切改良 大野市  ■         226 －

A01-072 道路 一般 大野市 直接 大野市 市町村

道

改築 20-A315　（２）小矢戸県

道赤根橋線

道路拡幅　L=0.78km 大野市  ■         273 －

12 案件番号： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 大野市 直接 大野市 市町村

道

改築 20-A316　（２）国道158

号新庄春日二丁目線

道路拡幅　L=0.3km 大野市  ■  ■          82 －

A01-074 道路 一般 大野市 直接 大野市 市町村

道

改築 20-A317　（２）上黒谷・

下舌・中据・友兼線

歩道整備　L=0.1km 大野市  ■  ■          25 －

A01-075 道路 一般 小浜市 直接 小浜市 市町村

道

改築 20-A321　（１）遠敷区画

12-3号線

踏切改良 小浜市  ■         200 －

A01-076 道路 一般 鯖江市 直接 鯖江市 市町村

道

改築 20-A331　（１）鯖江駅北

線

歩道段差解消　L=1.4km 鯖江市  ■  ■         200 －

A01-077 道路 一般 鯖江市 直接 鯖江市 市町村

道

改築 20-A332　（他）小学校東

線ほか３路線

道路改良　L＝0.82km 鯖江市  ■          85 －

A01-078 道路 一般 美浜町 直接 美浜町 市町村

道

交安 20-A341　（１）美浜駅前

線ほか1路線

道路改良　L=0.65km 美浜町  ■         593 －

13 案件番号： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 雪寒 美浜町 直接 美浜町 市町村

道

雪寒 20-A342　（１）佐柿・郷

市線

散水消雪設備　1.8km 美浜町  ■         150 －

A01-080 道路 一般 美浜町 直接 美浜町 市町村

道

改築 20-A343　（１）久々子・

金山線

踏切改良 美浜町  ■         284 －

A01-081 道路 一般 越前市 直接 越前市 市町村

道

交安 20-A229（他）第4054号線 歩道整備　0.04km 越前市  ■          36 －

A01-082 道路 一般 坂井市 直接 坂井市 市町村

道

交安 20-A283（２）一本田福所

城北線

歩道整備　0.27km 坂井市  ■          25 －

A01-083 道路 一般 勝山市 直接 勝山市 市町村

道

改築 20-A303（１）市道6-4号

線

道路改良　L＝0.1km 勝山市  ■          15 －

A01-084 道路 一般 福井県 直接 福井県 国道 交安 20-A14　（国）476号　菖

蒲池～東中

歩道整備　L=0.3km 大野市  ■          30 －

14 案件番号： 0000340774



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 福井県 直接 福井県 都道府

県道

交安 20-A15　（主）芦原丸岡

線ほか

未就学児移動経路安全対策　

4箇所

あわら市ほか  ■         343 －

 小計      37,627

合計      37,627

15 案件番号： 0000340774



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H27 H28 H29 H30 H31

配分額 (a)                     759                   1,120                   3,065                   1,706                   2,449

計画別流用増△減額 (b)                      46                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     805                   1,120                   3,065                   1,706                   2,449

前年度からの繰越額 (d)                     118                     238                     386                   1,334                     899

支払済額 (e)                     685                     972                   2,117                   2,141                   2,033

翌年度繰越額 (f)                     238                     386                   1,334                     899                   1,315

うち未契約繰越額(g)                       8                      14                     264                     226                     374

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    0.86                    1.03                    7.64                    7.43                   11.17

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２年１月の補正予算が

未契約繰越となったため

1 案件番号： 0000340774



社会資本総合整備計画　参考図面
（交安系）

計画の名称 　　　２０　　通学路における交通安全対策の推進（防災・安全）
計画の期間 　　　平成２７年度～平成３１年度（５年間） 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、越前町、美浜町、高浜町交付団体

（参考様式第３）
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