
平成２８年 ３ 月 ３１ 日

7 社会基盤の計画的な保全による安全で安心な暮らしと環境を支える地域づくり（防災・安全）

平成22年度　～　平成26年度　（5年間）

　「15　社会基盤の計画的な保全による安全で安心な暮らしと環境を支える地域づくり」計画と連携し、以下の項目を実施する。
　災害時の円滑な避難ルートを確保し安全で安心な社会基盤を確立するため、橋梁長寿命化修繕計画を策定し、これに基づく橋梁管理を行うことにより、事後的な橋梁補修から予防保全型の橋梁管理にシフト
し、計画的かつ経済的な橋梁管理を実施する。
　子どもや高齢者等が安全にかつ安心して利用できる歩行空間を確保するとともに、交通事故を減少させるため、歩道の整備や照明等の交通安全施設の整備充実を行うことにより、交通安全や生活環境の向上
を図り、誰もが安全で安心して暮らせる地域づくりを推進する。
　福井県内の道路において、豪雨による土砂崩れや落石に対する法面対策、大規模地震に備えた橋梁耐震対策、その他水路整備などによる浸水対策や総合的な道路防災対策を実施することにより、災害等に強い
安全で安心な地域づくりを推進するとともに、社会資本の戦略的な維持管理・更新を推進する。
　また、雪崩の恐れのある箇所や降積雪時に交通事故等が多発している箇所について、消雪施設の整備や降積雪による交通渋滞解消の対策を行うことにより、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。

①県内の交通事故件数をH17～H21平均の約4,450件から約10%減少させ、4,000件以下にする。
②交通安全や生活環境が向上した歩行空間をH21末より15km増加させる。
③県下の道路における事故や落石・浸水等の災害による通行止め規制時間の減少を図る。
④降積雪時に車両や人が安全で快適に通行できる空間をH21末より30km増加させる。
⑤橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁補修実施率。

（H22当初） （H24末） （H26末）
① 福井県内の交通事故件数について、着手前と実施後で比較する。

　（着手前の交通事故件数ー実施後の交通事故件数）÷実施前の交通事故件数 約4,450件 4200件以下 4,000件以下

② 歩行者等が歩きやすくなった区間や、照明設置等で歩行者等の安全性や安心感等が向上した歩行空間を算出する。
　歩道整備延長＋照明設置等により生活環境や交通安全が向上した歩行空間 現状 9km向上 15km向上

③ 事故や落石・浸水等の災害による通行止時間の減少率について比較する。（整備前通行止時間　約3,741.9時間）
　（整備前の通行止時間－整備後の通行止時間）÷整備前の通行止時間

④ 消雪施設の整備により、車両・人が安全で快適に通行できる空間の延長を算出する。
　安全快適性等が向上した道路空間の延長の合計 現状 １８ｋｍ向上 ３０ｋｍ向上

⑤ 橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁補修実施率を算出する。

　（補修実施橋梁数÷橋梁長寿命化修繕計画上の補修橋梁数）（％）

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

　事業完了後

　福井県ホームページで公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　地方道路整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

7-A4 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （主）福井加賀線　針原 歩道整備 L=0.6km 坂井市 478

7-A9 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （国）４７６号　幸町～元町 歩道･電線 L=1.2km 大野市 900

7-A10 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （主）清水美山線　清水山町 歩道整備 L=0.5km 福井市 250

7-A11 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （主）福井加賀線　和田～勝見 歩道整備 L=1.1km 福井市 420

7-A12 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （国）４１７号　本町～桜町 歩道･電線 L=0.4km 鯖江市 470

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

０％ ５０％ １００％

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
53,892百万円 Ａ 51,285百万円 Ｂ 1,106百万円 Ｃ

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

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

０％減
３％減

（112時間減）
５％減

（187時間減）

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　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

1,501百万円
効果促進事業費の割合

2.8%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価（中間評価）の実施体制

　福井県において評価を実施



7-A17 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （主）勝山丸岡線　丸岡町 歩道整備 L=3.0km 坂井市 500

7-A19 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （主）武生米ノ線　矢放町 歩道整備 L=0.7km 越前市 330

7-A24 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （主）福井加賀線　あわら 歩道整備 L=0.5km あわら市 500

7-A477 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （一）岡田深谷線　下田 歩道整備 L=0.5km 小浜市 210

7-A478 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （一）岡田深谷線　上田 歩道整備 L=0.9km 小浜市 158

7-A479 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （一）三尾野別所線　舞屋 歩道整備 L=0.7km 福井市 147

7-A480 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （一）西尾鯖江停車場線　日の出町 歩道整備 L=0.1km 鯖江市 253

7-A481 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （国）４１６号　為寄 歩道整備 L=0.2km 福井市 38

7-A482 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （一）本郷大野線　中野 歩道整備 L=0.2km 大野市 47

7-A483 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （一）中小屋武生線　中小屋 歩道整備 L=0.8km 南越前町 40

7-A484 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （国）４１７号　桜町 簡易Ｐ 1式 鯖江市 164

7-A485 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 （国）３０５号　厨 簡易Ｐ 1式 越前町 90

7-A486 道路 一般 福井県 直接 国道 交安 （国）１６２号　鳥浜 簡易Ｐ 1式 若狭町 80

7-A487 道路 一般 福井県 直接 国道 交安 （国）４１６号　清水 簡易Ｐ 1式 永平寺町 165

7-A535 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）４１６号　外 横断歩道橋修繕 福井市他 50

7-A536 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （主）福井丸岡線　外 横断歩道橋修繕 福井市他 120

7-A29 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）１５８号・越前大野 法面対策　L=1.00km 大野市他1市 400

7-A30 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）１５８号・奥越荒島 法面対策　L=0.50km 大野市 50

7-A31 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）１５８号・和泉九頭竜 法面対策　L=1.15km 大野市 50

7-A34 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）３０５号・鮎川越廼 法面対策　L=1.10km 福井市 300

7-A35 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）３０５号・玉川～梅浦 法面対策　L=0.51km 越前町 500

7-A36 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）３０５号・越前岬 法面対策　L=0.10km 越前町 50

7-A38 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）３０５号・越前午房ヶ平 法面対策　L=0.53km 越前町 500

7-A39 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）３０５号・越前河野 法面対策　L=2.60km 南越前町 500

7-A40 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）３０５号・越前海岸 波浪対策　L=1.03km 南越前町他1町 500

7-A41 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）３０５号　他 法面対策　１５箇所 福井市他 520

7-A42 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （一）竹波立石縄間線・敦賀半島 法面対策　L=0.97km 敦賀市 400

7-A43 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （一）常神三方線・常神半島 法面対策　L=0.10km 若狭町 30

7-A44 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （一）常神三方線　他 法面対策　９箇所 若狭町他 377

7-A45 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （一）松屋河原市線・新庄工区 法面対策　１箇所 若狭町 50

7-A46 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （一）舞鶴野原港高浜線・上瀬～山中 法面対策　L=0.52km 高浜町 30

7-A47 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 （主）鯖江美山線　 無電柱化　L=0.40km 福井市 358

7-A488 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （主）清水美山線（新朝六ツ橋） 老朽化対策　１橋 福井市 11

7-A489 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （主）鯖江美山線（安波賀橋） 老朽化対策　１橋 福井市 3

7-A490 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （一）上大納下山線（谷戸口橋） 老朽化対策　１橋 大野市 30

7-A491 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （一）池田南条線（南条大橋） 老朽化対策　１橋 南越前町 30

7-A492 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （一）青野鯖江線（吉川橋） 老朽化対策　１橋 鯖江市 20

7-A66 道路 雪寒 福井県 直接 国道 雪寒 （国）１５８号（長野） 大野市 251

7-A67 道路 雪寒 福井県 直接 国道 雪寒 （国）１５８号（大谷） 大野市 380

7-A68 道路 雪寒 福井県 直接 国道 雪寒 （国）１５８号（下打波） 大野市 300

7-A493 道路 雪寒 福井県 直接 国道 雪寒 （国）１５８号（長野第２） 大野市 340

7-A494 道路 雪寒 福井県 直接 国道 雪寒 （国）１５８号（唯野） 大野市 100

7-A495 道路 雪寒 福井県 直接 国道 雪寒 （国）１５８号（谷戸口） 大野市 150

7-A496 道路 雪寒 福井県 直接 国道 雪寒 （国）１５８号（大谷第２） 大野市 900

7-A497 道路 雪寒 福井県 直接 国道 雪寒 （国）４１７号（田代～志津原） 雪崩予防柵 池田町 440

7-A498 道路 雪寒 福井県 直接 国道 雪寒 （国）１６２号（納田終） おおい町 250

7-A499 道路 雪寒 福井県 直接 国道 雪寒 （国）４７６号　外３路線 防雪施設修繕 福井市　外 380

7-A500 道路 雪寒 福井県 直接 国道 雪寒 （主）武生美山線　外３路線 防雪施設修繕 福井市　外 170

7-A537 道路 雪寒 福井県 直接 国道 雪寒 （国）１５８号　外 防雪施設修繕 大野市　外 200

7-A538 道路 雪寒 福井県 直接 国道 雪寒 （主）丸岡川西線　外 防雪施設修繕 坂井市　外 150

7-A72 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （主）福井丸岡線 消雪施設　L=2.97km 福井市 201

スノーキーパー他　L=0.352km

スノーキーパー　L=0.17km

スノーキーパー　L=0.10km

スノーキーパーL=0.15km

スノーシェッドL=0.02km

スノーキーパーL=0.27km

スノーシェッドL=0.04km

スノーキーパーL=0.09km



7-A76 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （一）渕上志比口線 消雪施設　L=0.93km 福井市 120

7-A80 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （主）福井朝日武生線 消雪施設　L=4.0km 福井市 480

7-A84 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （一）三尾野別所線 消雪施設　L=1.0km 福井市 130

7-A501 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （一）福井鯖江線 消雪施設　L=2.46km 福井市 294

7-A502 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （一）敦賀美浜線 消雪施設　L=2.5km 敦賀市 315

7-A503 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （一）吉野福井線 消雪施設　L=1.2km 福井市 145

7-A504 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （一）徳光福井線　外 消雪施設　L=0.95km 福井市 50

7-A505 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （一）三国丸岡停車場線 消雪施設　L=1.03km 坂井市 90

7-A506 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （一）上中田烏線 消雪施設　L=0.6km 若狭町 100

7-A507 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （一）篠尾出作線 消雪施設　L=0.25km 福井市 50

7-A508 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （一）松原粟野停車場線 消雪施設　L=1.36km 敦賀市 170

7-A509 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （一）松島若葉線 消雪施設　L=0.8km 敦賀市 100

7-A510 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （主）小浜上中線 消雪施設　L=0.75km 小浜市 70

7-A511 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （国）４１６号　外 消雪設備修繕 永平寺町　外 163

7-A512 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （主）福井加賀線　外 消雪設備修繕 福井市　外 484

7-A539 道路 雪寒 福井県 直接 国道 雪寒 （国）１５８号　外 消雪設備修繕 福井市　外 172

7-A540 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 雪寒 （主）福井加賀線　外 消雪設備修繕 福井市　外 675

7-A513 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）４１６号　外 舗装修繕 福井市　外 307

7-A514 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （一）福井鯖江線　外 舗装修繕 福井市　外 881

7-A515 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （主）上中田烏線 冠水対策 若狭町 150

7-A516 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）１６２号 冠水対策 若狭町 15

7-A541 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （主）小浜上中線 冠水対策 小浜市　外 180

7-A227 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）157号　木根橋トンネル、他 大野市・勝山市 220

7-A228 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）158号　馬返トンネル、他 福井市・大野市 85

7-A229 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）305号　玉川トンネル、他 158

7-A517 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）162号　須ノ浦トンネル、他 155

7-A518 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）364号　近庄トンネル、他 坂井市・福井市 40

7-A519 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （主）鯖江美山線　金谷トンネル 鯖江市 24

7-A520 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （主）舞鶴野原港高浜線　三松第2トンネル 高浜町 30

7-A521 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （一）清水麻生津線　報郷トンネル 福井市 49

7-A522 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （一）泊小浜停車場線　堅海坂トンネル 小浜市 40

7-A523 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）１５７号・東山橋、他７橋 耐震補強　L=0.65km 大野市、勝山市 1000

7-A524 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）３０５号・甲楽城高架１号橋、他６橋耐震補強　L=1.80km 坂井市、南越前町 1230

7-A525 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）３６５号・太田橋、他１橋 耐震補強　L=0.12km 越前市、南越前町 46

7-A526 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）４７６号・河原橋、他１橋 耐震補強　L=0.49km 福井市、敦賀市 413

7-A527 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （主）芦原丸岡線・金津大橋 耐震補強　L=0.05km あわら市 130

7-A528 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （主）勝山丸岡線・北新橋、他２橋 耐震補強　L=0.12km 勝山市 130

7-A529 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （主）福井四ヶ浦線・久喜津橋 耐震補強　L=0.27km 福井市 305

7-A530 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （一）小曽原武生線・万代橋 耐震補強　L=0.23km 越前市 350

7-A531 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （主）福井丸岡線・九頭竜橋 耐震補強　L=0.30km 福井市 250

7-A532 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （一）中川松岡線・五松橋 耐震補強　L=0.37km 永平寺町 150

7-A533 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （主）上中田烏線・鳥羽跨線橋 耐震補強　L=0.22km 若狭町 127

7-A534 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 （一）本保平野線・平野高架橋 耐震補強　L=0.18km 小浜市 220

7-A633 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）３０５号・甲楽城高架１号橋 耐震補強　L=0.28km 南越前町 198

7-A634 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）１５８号・奥越荒島第2 法面対策　L=0.10km 大野市 65

7-A635 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 （国）３０５号・鮎川越廼第2 法面対策　L=0.10km 福井市 75

7-A96 道路 雪寒 福井県 直接 国道 除雪（機械） （主）福井加賀線 小型除雪車増強２台 福井市 14

7-A97 道路 雪寒 福井県 直接 国道 除雪（機械） （主）武生美山線 小型除雪車増強１台 越前市 7

7-A98 道路 雪寒 福井県 直接 国道 除雪（機械） （主）大野勝山線 小型除雪車増強１台 大野市 7

7-A99 道路 雪寒 福井県 直接 国道 除雪（機械） （主）福井大森河野線 小型除雪車増強１台 鯖江市 7

7-A100 道路 雪寒 福井県 直接 国道 除雪（機械） （主）丸岡川西線 小型除雪車増強１台 坂井市 7

トンネル補修等　L=0.49km

トンネル補修等　L=0.21km

トンネル補修等　L=0.11km

トンネル補修等　L=0.44km

トンネル補修等　L=1.62km

トンネル補修等　L=1.98km

トンネル補修等　L=1.62km

トンネル補修等　L=2.88km

トンネル補修等　L=1.62km

越前町・福井市・南越前町

小浜市・おおい町・若狭町



7-A101 道路 雪寒 福井県 直接 国道 除雪（機械） （国）４１７号 鯖江市 14

7-A102 道路 雪寒 福井県 直接 国道 除雪（機械） （一）敦賀柳ヶ瀬線 除雪ドーザ整備１台 敦賀市 22

7-A103 道路 雪寒 福井県 直接 国道 除雪（機械） （主）福井朝日武生線 除雪トラック整備１台 越前市 23

7-A104 道路 雪寒 福井県 直接 国道 除雪（機械） （国）４１６号 除雪グレーダ整備１台 福井市 22

7-A105 道路 雪寒 福井県 直接 国道 除雪（機械） （国）４７６号 ロータリ除雪車更新１台 池田町 36

7-A106 道路 雪寒 福井県 直接 都道府県道 除雪（機械） （主）松ヶ谷宝慶寺大野線外１９０路線 除雪機械購入３５台 1324

7-A107 道路 雪寒 福井県 直接 国道 除雪（機械） （国）１６２号外１１路線 除雪機械購入３２台 1148

7-A108 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 78

7-A109 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 270

7-A112 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 105

7-A113 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 130

7-A114 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 100

7-A115 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 70

7-A116 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 30

7-A117 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 160

7-A118 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 80

7-A119 道路 一般 敦賀市 直接 市町村道 交安 敦賀市 120

7-A120 道路 一般 敦賀市 直接 市町村道 交安 敦賀市 214

7-A121 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 交安 勝山市 40

7-A122 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 交安 勝山市 50

7-A123 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 交安 勝山市 45

7-A132 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 交安 鯖江市 50

7-A133 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 交安 鯖江市 150

7-A134 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 交安 鯖江市 10

7-A135 道路 一般 あわら市 直接 市町村道 交安 あわら市 94

7-A136 道路 一般 あわら市 直接 市町村道 交安 あわら市 155

7-A137 道路 一般 あわら市 直接 市町村道 交安 あわら市 60

7-A138 道路 一般 越前市 直接 市町村道 交安 越前市 82

7-A139 道路 一般 越前市 直接 市町村道 交安 越前市 133

7-A140 道路 一般 坂井市 直接 市町村道 交安 坂井市 373

7-A141 道路 一般 坂井市 直接 市町村道 交安 坂井市 80

7-A142 道路 一般 坂井市 直接 市町村道 交安 坂井市 65

7-A143 道路 一般 坂井市 直接 市町村道 交安 坂井市 85

7-A144 道路 一般 坂井市 直接 市町村道 交安 坂井市 100

7-A145 道路 一般 永平寺町 直接 市町村道 交安 永平寺町 101

7-A146 道路 一般 越前町 直接 市町村道 交安 越前町 70

7-A147 道路 一般 越前町 直接 市町村道 交安 越前町 110

7-A148 道路 一般 美浜町 直接 市町村道 交安 美浜町 68

7-A149 道路 一般 若狭町 直接 市町村道 交安 若狭町 162

7-A150 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 138

7-A151 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 138

7-A152 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 30

7-A153 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 60

7-A154 道路 一般 若狭町 直接 市町村道 交安 若狭町 143

7-A155 道路 一般 大野市 直接 市町村道 交安 大野市 70

7-A156 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 10

7-A157 道路 一般 永平寺町 直接 市町村道 交安 永平寺町 35

7-A158 道路 一般 若狭町 直接 市町村道 交安 若狭町 21

7-A159 道路 一般 小浜市 直接 市町村道 修繕 小浜市 2

7-A160 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 46

7-A161 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 40

歩道段差解消 L=1.4km

歩道整備　L=680m

歩道整備　L=560m

歩道整備　L=540m

歩道整備　L=640m

凍結防止剤散布車整備１台

道路照明設置　N=10基

現道拡幅　L=0.7km

歩道整備  L=0.7km

歩道整備  L=0.5m

歩道整備　L=440m

大野市外８市８町

おおい町外９市７町

歩道設置　　L=880ｍ

歩道設置　　L=550ｍ

段差解消　　L=1,400ｍ

歩道設置　　L=2,350ｍ

段差解消　　L=700ｍ

段差解消　　L=570ｍ

段差解消　　L=680ｍ

段差解消　　L=1,450ｍ

歩道設置　　L=560ｍ

歩道整備 L=800.0m

歩道整備 L=690.0m

歩道整備L=210.0m

歩道整備L=530.0ｍ

歩道整備L=590.0ｍ

歩道段差解消 L=0.3km

段差解消

段差解消

歩道整備

歩道整備

段差解消

歩道

道路整備

法面防災　Ｌ＝30m

法面対策　L=900m

歩道整備　L=820m

歩道整備　L=400m

段差解消　L=1.70km

歩道整備　L=0.88km

歩道整備　L=0.18km

歩道整備　L=130m

歩道整備 L=780ｍ

段差解消

段差解消

法面対策　L=800m

（２）北部1－34号線

（２）南部1－565号線

（１）福井駅北通線

（１）東部1－339号線

（１）日之出志比口線

（他）城勝線

（１）環状東線

（１）環状西線（社南）

（２）南部2-401号線

（他）木崎線

（１）気比余座線

（１）7-165号線

（他）10-9号線

（他）7-140号線

（２）丸山北野線

（１）鯖江駅北線

（２）鯖江瓜生線外１路線

（１）滝・高塚線

（他）重義・国影線

（１）温泉７号線

（他）気比庄中学校線

（１）郷市線

（２）５０号線

福井市明新地区（１）環状西線(春山)

福井市明新地区（１）環状西線(日新)

福井市明新地区（１）幾久地蔵堂線

開発新保線

若狭鳥羽地区（２）50号線(三田)

（１）駅東線

（２）第3901号線

（１）第3801号線

（１）末政随応寺線

（他）新間朝陽線

（１）木部通学道線

（１）加戸８号線

（１）福島江留上線

（他）五領４２号線

（他）北岩倉線

（他）新保1号線

（他）松岡100号線外1路線

（２）1001号線

（他）市道 熊野支線

（１）9-65号線

（１）10-2号線



7-A162 道路 一般 南越前町 直接 市町村道 特改等 南越前町 50

7-A163 道路 一般 若狭町 直接 市町村道 修繕 若狭町 120

7-A164 道路 雪寒 福井市 直接 市町村道 雪寒 福井市 105

7-A165 道路 雪寒 勝山市 直接 市町村道 雪寒 勝山市 30

7-A166 道路 雪寒 勝山市 直接 市町村道 雪寒 勝山市 48

7-A167 道路 雪寒 勝山市 直接 市町村道 雪寒 勝山市 28

7-A168 道路 雪寒 勝山市 直接 市町村道 雪寒 勝山市 14

7-A169 道路 雪寒 勝山市 直接 市町村道 雪寒 勝山市 66

7-A170 道路 雪寒 勝山市 直接 市町村道 雪寒 勝山市 17

7-A171 道路 雪寒 鯖江市 直接 市町村道 雪寒 鯖江市 110

7-A172 道路 雪寒 鯖江市 直接 市町村道 雪寒 鯖江市 50

7-A173 道路 雪寒 永平寺町 直接 市町村道 雪寒 永平寺町 52

7-A174 道路 雪寒 永平寺町 直接 市町村道 雪寒 永平寺町 125

7-A175 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 62

7-A176 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 40

7-A177 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 43

7-A178 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 34

7-A179 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 31

7-A180 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 4

7-A181 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 31

7-A182 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 42

7-A183 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 47

7-A184 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 26

7-A185 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 34

7-A186 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 50

7-A187 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 25

7-A188 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 58

7-A189 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 50

7-A190 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 22

7-A191 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 37

7-A192 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 35

7-A193 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 3

7-A194 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 77

7-A195 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 24

7-A196 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 22

7-A215 道路 雪寒 敦賀市 直接 市町村道 雪寒 敦賀市 104

7-A218 道路 雪寒 越前町 直接 市町村道 雪寒 越前町 120

7-A219 道路 雪寒 福井市 直接 市町村道 除雪（機械） 福井市 91

7-A220 道路 雪寒 大野市 直接 市町村道 除雪（機械） 大野市 30

7-A221 道路 雪寒 勝山市 直接 市町村道 除雪（機械） 勝山市 28

7-A224 道路 雪寒 若狭町 直接 市町村道 除雪（機械） 若狭町 30

7-A321 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 189

7-A322 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 修繕 鯖江市 60

7-A323 道路 一般 敦賀市 直接 市町村道 交安 敦賀市 6

7-A324 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 165

7-A325 道路 一般 敦賀市 直接 市町村道 交安 敦賀市 103

7-A326 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 交安 勝山市 38

7-A327 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 交安 鯖江市 10

7-A328 道路 一般 永平寺町 直接 市町村道 交安 永平寺町 240

7-A329 道路 一般 越前町 直接 市町村道 交安 越前町 158

7-A330 道路 一般 若狭町 直接 市町村道 交安 若狭町 150

除雪ドーザ3台、散布車3台更新

除雪ドーザ1台、散布車1台整備

流雪溝　L=350m

消雪施設整備 L=1.2km

消雪施設整備 L=0.55km

消雪施設整備　L=0.9km

消雪施設整備　L=1.5km

消雪施設整備　L=1.4㎞

消雪施設整備　L=0.7㎞

消雪施設整備　L=0.6㎞

消雪施設整備　L=0.5㎞

法面対策　L=0.4㎞

耐震補強　N=１３橋

消雪設備　　L=1,500ｍ

流雪溝　L=600m

流雪溝　L=1,400m

流雪溝　L=400m

流雪溝　L=200m

流雪溝　L=350m

消雪施設整備　L=1.3㎞

消雪施設整備　L=1.0㎞

消雪施設整備　L=0.1㎞

消雪施設整備　L=0.6㎞

消雪施設整備　L=0.5㎞

消雪施設整備　L=0.1㎞

消雪施設整備　L=1.7km

消雪施設整備　L=0.1km

消雪施設整備　L=0.7km

消雪施設整備　L=0.4㎞

消雪施設整備　L=0.6㎞

消雪施設整備　L=0.3㎞

消雪施設整備　L=0.7㎞

消雪施設整備　L=0.9㎞

消雪施設整備　L=0.2㎞

消雪施設整備　L=0.5㎞

消雪施設整備　L=1.0㎞

消雪施設整備　L=0.2㎞

道路拡幅　L=170m

道路拡幅　L=160m

歩道整備　L=2,500m

路側帯整備　L=900m

道路拡幅　L=550m

消雪設備 L=860m

消雪施設整備　L=1.55km

除雪ドーザ等2台更新

除雪ドーザ1台更新

橋梁補修　9橋

橋梁補修　8橋

歩道整備　Ｌ＝120ｍ

歩道整備　L=1,230m

歩道整備　L=620m

（他）7-16号線

（他）7-92号線

（他）7-134号線

（他）7-135号線

（他）7-198号線

（他）7-199号線

（１）上鯖江線

（他）松成幹線

（１）松岡６１号線外１路線

（１）河野大良線

（２）５６号線外１２路線

（１）福井駅北通線

（２）上野東環状線

（１）旭国道線

（１）牧谷線

（２）堂宮金粕線

（他）岩倉田線

（１）脇本上平吹線

（１）上平吹橋線

（他）小学校線

（他）庄境線

（１）松岡１３２号線

（他）日野団地線

（他）妙高台団地線

（２）燧国道線

（他）堂畷団地線

（他）南条団地線

（他）堂ノ下団地線

（他）堂ノ下線

（２）上野西環状線

（１）6-117号線外90路線

（１）町道１号線外39路線

（他）東部1-227号線他8路線

（他）上河端橋立線他７路線

（１）津内松栄線

（１）豊島木田線

（他）松原呉羽線

（２）7-197号線

（他）小学校南線

（他）下道線

（１）今庄小学校線

（２）湯尾社谷線

（１）天王線

（１）今庄湯尾線

(1)吉河４号線

（他）馬場高橋線他３路線

（１）福井駅北通線外２３６路線

（１）駅東線外68路線

（１）大月藤巻線

（１）福井線

（他）南部５４号線



7-A331 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 修繕 鯖江市 60

7-A333 道路 雪寒 鯖江市 直接 市町村道 雪寒 鯖江市 30

7-A335 道路 雪寒 永平寺町 直接 市町村道 雪寒 永平寺町 118

7-A337 道路 雪寒 越前町 直接 市町村道 雪寒 越前町 40

7-A338 道路 一般 大野市 直接 市町村道 修繕 大野市 241

7-A339 道路 一般 高浜町 直接 市町村道 修繕 高浜町 84

7-A340 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 9

7-A341 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 7

7-A342 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 3

7-A343 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 26

7-A344 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 5

7-A345 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 5

7-A346 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 5

7-A347 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 3

7-A348 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 64

7-A349 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 10

7-A350 道路 一般 福井市 直接 市町村道 防災 福井市 9

7-A351 道路 雪寒 福井市 直接 市町村道 雪寒 福井市 21

7-A352 道路 雪寒 福井市 直接 市町村道 雪寒 福井市 36

7-A353 道路 雪寒 福井市 直接 市町村道 雪寒 福井市 50

7-A354 道路 雪寒 福井市 直接 市町村道 雪寒 福井市 12

7-A355 道路 雪寒 福井市 直接 市町村道 雪寒 福井市 20

7-A356 道路 雪寒 福井市 直接 市町村道 雪寒 福井市 15

7-A357 道路 雪寒 福井市 直接 市町村道 雪寒 福井市 33

7-A358 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 12

7-A359 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 12

7-A360 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 32

7-A361 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 61

7-A362 道路 一般 敦賀市 直接 市町村道 修繕 敦賀市 127

7-A363 道路 一般 小浜市 直接 市町村道 修繕 小浜市 10

7-A364 道路 一般 小浜市 直接 市町村道 交安 小浜市 15

7-A365 道路 一般 小浜市 直接 市町村道 交安 小浜市 15

7-A366 道路 雪寒 小浜市 直接 市町村道 雪寒 小浜市 40

7-A367 道路 雪寒 小浜市 直接 市町村道 除雪(機械) 小浜市 30

7-A368 道路 一般 大野市 直接 市町村道 交安 大野市 150

7-A369 道路 一般 大野市 直接 市町村道 交安 大野市 12

7-A370 道路 一般 大野市 直接 市町村道 交安 大野市 10

7-A371 道路 一般 大野市 直接 市町村道 交安 大野市 370

7-A372 道路 一般 大野市 直接 市町村道 修繕 大野市 10

7-A373 道路 一般 大野市 直接 市町村道 修繕 大野市 10

7-A374 道路 一般 大野市 直接 市町村道 修繕 大野市 8

7-A375 道路 一般 大野市 直接 市町村道 修繕 大野市 5

7-A376 道路 一般 大野市 直接 市町村道 修繕 大野市 10

7-A377 道路 一般 大野市 直接 市町村道 修繕 大野市 10

7-A378 道路 一般 大野市 直接 市町村道 修繕 大野市 15

7-A379 道路 一般 大野市 直接 市町村道 修繕 大野市 5

7-A380 道路 雪寒 大野市 直接 市町村道 雪寒 大野市 35

7-A381 道路 雪寒 大野市 直接 市町村道 雪寒 大野市 10

7-A382 道路 一般 大野市 直接 市町村道 交安 大野市 3

7-A383 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 改築 勝山市 10

7-A384 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 3

橋梁架替　L=11m

消雪設備　L=330m

消雪設備　L=3,480m

消雪設備　L=470m

舗装修繕  L=110ｍ

舗装修繕  L=900ｍ

舗装修繕　L=280ｍ

排水ポンプ更新　11基

消雪設備修繕　N=1式

消雪設備修繕　N=1式

消雪ポンプ更新　20基

消雪施設整備　9箇所

さく井 1箇所

橋梁補修　18橋

橋梁補修　20橋

舗装修繕  L=230ｍ

舗装修繕  L=320ｍ

舗装修繕  L=90ｍ

舗装修繕  L=510ｍ

舗装修繕  L=200ｍ

舗装修繕  L=100ｍ

舗装修繕  L=310ｍ

薄層カラー舗装　A=1,800m2

散水消雪施設　L=800m

除雪ドーザ2台更新

道路改良 L=500m

転落防止柵整備・水路改修 L=76m

路肩拡幅・カラー舗装 L=1,000m

自歩専用道路整備 L=4,000m

舗装修繕  L=600m

舗装修繕  L=500m

さく井 1箇所

消雪管整備　L=2,050m

通学路安全対策　L=130m

通学路安全対策　L=45m

陥没対策　4箇所

トンネル修繕　L=270m

舗装修繕　L=4,800m

舗装修繕　L=600m

防護柵設置　L=1,285m

現道拡幅　L=114m

舗装修繕  L=150ｍ

舗装修繕  L=400m

舗装修繕  L=250m

舗装修繕  L=360m

舗装修繕  L=420m

舗装修繕  L=820m

舗装修繕  L=300m

消雪設備修繕　L=864m

消雪設備修繕　17箇所

区画線設置　L=1,000m

（他）東部2-93号線外

（２）東部1-458号線外

（他）東部2-121号線外

（１）北部1-349号線外

（他）中央2-295号線外

（他）中央1-576号線外

（他）中央2-287号線外

（他）中央2-270号線外

（他）中央3-675号線

（他）片山３号線

（１）鯖江駅東線

（他）鳴鹿栃原線

（１）志津線外２路線

（１）友兼蕨生線他16路線

（２）井根口島崎線他19路線

（他）中央2-313号線外

（他）中央1-368号線

（他）中央3-155号線外

（１）福井川西線

(他)中7号線外11路線

(1)和久里竹原線外

(1)和久里竹原線

(他)城内線外8路線

(他)大宮白鳥線外2路線

（２）南部1-565号線

（他）南部1-79号線外

(1)環状西線

（１）市道5号線

（２）東部1-11号線外

（１）市道5号線外

(1)福井駅北通線

(2)福井清水線

（２）南部1-835線外

(2)朝日山手線

(1)東中北御門稲郷線

(2)上黒谷下舌中据友兼線

(1)城北泉鍬掛線

(1)中瀬線外3路線

(1)七間線外

(他)坂戸・赤根線外

(他)5-25号線他1路線

(他)7-50号線

(1)四ツ谷線外46路線

(1)城北泉鍬掛線

(他)国道158号新庄春日二丁目線

(1)友兼蕨生線外1路線

(他)南新在家上五条方自転車道線

(他)春日野千歳木本線

(他)蓑道1号線外1路線

(他)大矢戸小矢戸線外2路線

(他)阿難祖地頭方3号線外1路線



7-A385 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 2

7-A386 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 2

7-A387 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 3

7-A388 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 2

7-A389 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 3

7-A390 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 2

7-A391 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 3

7-A392 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 2

7-A393 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 3

7-A394 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 2

7-A395 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 3

7-A396 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 7

7-A397 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 4

7-A398 道路 雪寒 勝山市 直接 市町村道 雪寒 勝山市 3

7-A399 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 修繕 鯖江市 10

7-A400 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 修繕 鯖江市 25

7-A401 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 修繕 鯖江市 15

7-A402 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 修繕 鯖江市 13

7-A404 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 交安 鯖江市 10

7-A405 道路 雪寒 鯖江市 直接 市町村道 雪寒 鯖江市 85

7-A406 道路 雪寒 あわら市 直接 市町村道 除雪(機械) あわら市 15

7-A407 道路 一般 あわら市 直接 市町村道 修繕 あわら市 39

7-A408 道路 一般 あわら市 直接 市町村道 防災 あわら市 12

7-A409 道路 一般 越前市 直接 市町村道 修繕 越前市 5

7-A410 道路 一般 越前市 直接 市町村道 修繕 越前市 3

7-A411 道路 一般 越前市 直接 市町村道 修繕 越前市 5

7-A412 道路 一般 越前市 直接 市町村道 修繕 越前市 5

7-A413 道路 一般 越前市 直接 市町村道 修繕 越前市 3

7-A414 道路 雪寒 越前市 直接 市町村道 雪寒 越前市 84

7-A415 道路 雪寒 越前市 直接 市町村道 雪寒 越前市 4

7-A416 道路 雪寒 越前市 直接 市町村道 雪寒 越前市 4

7-A417 道路 雪寒 越前市 直接 市町村道 雪寒 越前市 3

7-A418 道路 雪寒 越前市 直接 市町村道 雪寒 越前市 3

7-A419 道路 雪寒 越前市 直接 市町村道 雪寒 越前市 3

7-A420 道路 雪寒 越前市 直接 市町村道 雪寒 越前市 7

7-A421 道路 雪寒 越前市 直接 市町村道 雪寒 越前市 17

7-A422 道路 雪寒 越前市 直接 市町村道 雪寒 越前市 4

7-A423 道路 雪寒 越前市 直接 市町村道 雪寒 越前市 9

7-A424 道路 雪寒 越前市 直接 市町村道 雪寒 越前市 5

7-A425 道路 雪寒 越前市 直接 市町村道 除雪(機械) 越前市 44

7-A426 道路 雪寒 坂井市 直接 市町村道 除雪(機械) 坂井市 20

7-A427 道路 一般 坂井市 直接 市町村道 修繕 坂井市 78

7-A428 道路 一般 永平寺町 直接 市町村道 修繕 永平寺町 65

7-A429 道路 一般 池田町 直接 市町村道 修繕 池田町 65

7-A430 道路 一般 南越前町 直接 市町村道 防災 南越前町 11

7-A431 道路 一般 南越前町 直接 市町村道 修繕 南越前町 19

7-A432 道路 雪寒 越前町 直接 市町村道 雪寒 越前町 27

7-A433 道路 一般 越前町 直接 市町村道 交安 越前町 4

7-A434 道路 一般 越前町 直接 市町村道 修繕 越前町 20

7-A435 道路 雪寒 越前町 直接 市町村道 除雪(機械) 越前町 20

7-A436 道路 一般 美浜町 直接 市町村道 交安 美浜町 3

舗装修繕  L=130ｍ

舗装修繕  L=140ｍ

舗装修繕  L=120ｍ

舗装修繕  L=　70ｍ

舗装修繕  L=130ｍ

舗装修繕  L=150ｍ

舗装修繕  L=120ｍ

舗装修繕　L=540m

舗装修繕　L=510m

路肩拡幅・側溝工　L=130m

消雪施設更新　L=700m

除雪トラック1台更新

舗装修繕　L=2,160m

側溝改良(冠水対策)L=230m

舗装修繕　L=130ｍ

舗装修繕　L=120ｍ

舗装修繕  L=100ｍ

舗装修繕  L=400ｍ

舗装修繕  L=100ｍ

舗装修繕  L=90ｍ

舗装修繕  L=300ｍ

舗装修繕  L=240ｍ

流雪溝整備　L=85m

舗装修繕　L=320m

舗装修繕　L=340m

ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 2基

ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 5基

ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 1基

ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 2基

ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 1基
ロータリー除雪車1台、散布車1台、除雪ローダー２台更新

凍結防止剤散布車整備１台

舗装修繕　L=2,900m

橋梁長寿命化　22橋

舗装修繕　L=340ｍ

舗装修繕　L=250ｍ

舗装修繕　L=240ｍ

散水消雪施設　L=1,400m

散水消雪施設　L=160m

散水消雪施設　L=290m

散水消雪施設　L=200m

散水消雪施設　L=170m

散水消雪施設　L=150m

舗装修繕 L=3.3㎞

落石防護網整備　L=30m

舗装修繕　L=1,000m

消雪設備　L=370m

路肩拡幅等　L=1,100m

舗装修繕　L=700m

除雪ドーザ1台更新

路面カラー表示　L=1,000m

(他)2-56号線

(他)6-26号線

(他)10-2号線

(1)7-165号線

(1)7-140号線

(1)染南線

(他)丸山20号線

(他)吉江8号線

(他)丸山1号線

(他)7-125号線

(他)6-101号線

(他)11-35号線外

(他)10-19号線

(他)7-142号線

(他)6-32号線

(他)6-123号線

(他)6-109号線

(他)4-5号線

（他）第3159号線

（１）第2805号線

（他）第1116号線外1路線

（他）第1043号線

（２）第5904号線

（１）第3811号線

（他）第3347号線外1路線

（２）第5904号線

（１）第5806号線外１路線

(他)北中戸口線外1路線

(他)御殿有定線外3路線

(他)滝高塚線外82路線

(1)北潟東赤尾線外3路線

(2)市姫線外2路線

（２）第5902号線

（２）第1902号線

（他）第1005号線

（１）第5806号線

(1)今庄中央線外1路線

(他)宮前線

(2)学校線外2路線

(他)北乙坂線外1路線

(1)乙坂気比庄線外106路線

(他)佐田山上線

（２）第1902号線

（２）第4904号線

（他）第3468号線

(2)第1901号線外173路線

(1)三国50号線外209路線

(他)磯部島坪ノ内線外

(1)飯島1号線外152路線

(1)谷口水海線

(1)甲楽城糠1号線



7-A437 道路 一般 若狭町 直接 市町村道 修繕 若狭町 30

7-A438 道路 一般 若狭町 直接 市町村道 防災 若狭町 9

7-A439 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 福井市 72

7-A440 道路 一般 福井市 直接 市町村道 改築 福井市 30

7-A441 道路 一般 敦賀市 直接 市町村道 改築 敦賀市 409

7-A442 道路 一般 敦賀市 直接 市町村道 改築 敦賀市 7

7-A443 道路 雪寒 敦賀市 直接 市町村道 雪寒 敦賀市 120

7-A444 道路 一般 小浜市 直接 市町村道 改築 小浜市 130

7-A445 道路 一般 小浜市 直接 市町村道 改築 小浜市 438

7-A446 道路 一般 大野市 直接 市町村道 交安 大野市 8

7-A447 道路 雪寒 勝山市 直接 市町村道 雪寒 勝山市 180

7-A448 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 改築 鯖江市 30

7-A449 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 修繕 鯖江市 65

7-A450 道路 一般 あわら市 直接 市町村道 改築 あわら市 200

7-A451 道路 一般 越前市 直接 市町村道 改築 越前市 170

7-A452 道路 一般 越前市 直接 市町村道 改築 越前市 50

7-A453 道路 一般 坂井市 直接 市町村道 改築 坂井市 141

7-A454 道路 一般 坂井市 直接 市町村道 改築 坂井市 22

7-A455 道路 一般 坂井市 直接 市町村道 交安 坂井市 322

7-A456 道路 一般 南越前町 直接 市町村道 修繕 南越前町 20

7-A457 道路 一般 南越前町 直接 市町村道 改築 南越前町 50

7-A458 道路 雪寒 越前町 直接 市町村道 雪寒 越前町 15

7-A459 道路 一般 越前町 直接 市町村道 改築 越前町 300

7-A460 道路 一般 越前町 直接 市町村道 改築 越前町 120

7-A461 道路 一般 美浜町 直接 市町村道 改築 美浜町 210

7-A462 道路 一般 若狭町 直接 市町村道 改築 若狭町 150

7-A463 道路 一般 若狭町 直接 市町村道 改築 若狭町 100

7-A464 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 小浜市 375

7-A465 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 坂井市、福井市 2826

7-A466 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 南越前町 402

7-A467 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 南越前町 201

7-A468 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 福井市 642

7-A469 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 池田町 101

7-A470 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 福井市、鯖江市 712

7-A471 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 坂井市 403

7-A472 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 若狭町 413

7-A473 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 福井市 176

7-A474 道路 一般 大野市 直接 市町村道 交安 大野市 14

7-A475 道路 一般 池田町 直接 市町村道 改築 池田町 86

7-A476 道路 一般 若狭町 直接 市町村道 改築 若狭町 69

7-A542 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 若狭町 544

7-A543 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 大野市 128

7-A544 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 小浜市 100

7-A545 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 越前市 160

7-A546 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 越前町 239

7-A600 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 30

7-A601 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 20

7-A602 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 4

7-A603 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 2

7-A604 道路 雪寒 福井市 直接 市町村道 雪寒 福井市 14

7-A605 道路 一般 大野市 直接 市町村道 交安 大野市 16

道路法面工　L=15m

道路改良 L=0.2km

現道拡幅　　L=215ｍ

現道拡幅 L=1390.0m

改築　L=180ｍ

消雪施設整備　L=1100m

道路改良　Ｌ＝360m

道路改良　Ｌ＝260m

道路標識整備  12基

舗装修繕　L=5,300ｍ

落石対策　L=0.40km

道路改築　L=0.1㎞

消雪施設整備　L=180m

道路改良　L=1,100m

道路改良　L=250m

道路改良　L=330m

道路改良　L=330m

道路改良　L=400m
耐震性能を向上させる老朽橋架け替え　L=0.7km

消雪施設整備　L=1,660m

現道拡幅 L=0.33km

舗装修繕 L=2.2km

現道拡幅　L=0.8km

現道拡幅　L=720m

現道拡幅　L=350m

道路改良　L=500m

道路改良　L=130m

歩道整備　L=970m

自転車通行帯　L=850m

橋梁改良 L=0.07㎞

道路改良　Ｌ=550m

道路改良　Ｌ=560m

道路改良 L=1.3km

道路改良 L=580m

道路改良 L=0.6km

道路改良 L=840m

道路陥没対策 5箇所

耐震性能を向上させる老朽橋架け替え　L=0.62km

道路改良 L=6.4km

道路改良 L=530m

道路改良 L=4.9km

道路改良 L=0.95km

道路改良 L=2.0km

道路改良　L=1.2km

道路改良 L=1.0km

道路改良　L=1.4km

橋梁補修 1橋

橋梁補修 1橋

排水ポンプ更新 3基

消雪ポンプ更新 5基

防護柵設置 L=280m

(1)1号線外

(他)西部83号線

（国）３０５号・越廼バイパス

（１）西縦貫線

（２）千束赤尾線

（１）第3802号線

（他）第5054号線

（他）宮領北部線

（１）上安田八丁線

（１）上安田３号線

（他）八乙女鯖波線

（他）鶉沢線

（他）南部2－408号線他1路線

（１）中央沓見線

（他）奥野１号線

（１）長谷２号線

（１）臨港線

（２）和久里線

（１）鍬掛新庄東中線外8路線

（他）6-81号線外6路線

（他）上戸ノ口８号線

（国）３６５号・板取

（国）４１６号・白方～布施田バイパス

（国）４７６号・持越バイパス

（主）福井今立線・西大味町～上戸口町

（主）三国東尋坊芦原線・梶～浜地

（一）常神三方線・神子～小川

（一）徳光福井線・徳光町～下細江町

（他）二番線

（他）月ヶ瀬芋ヶ平線

（他）市線他2路線

（他）下河原平等線

（２）宝泉寺グラウンド線

（１）気山２号線

（１）18号線外1路線

（他）東部55号線

（国）１６２号・小浜拡幅

（主）丸岡川西線・布施田橋

（国）３０５号・河内～奥野々道路

（他）東部2-369号線外

（2）東部1-47号線外

（2）新町陽明中線

（２）５２号線

（国）１６２号・食見～世久見

（国）１５７号・熊河道路

（国）１６２号・深谷～相生

（一）福井鯖江線・家久～舟津

（国）３６５号・舟場～八田拡幅

（他）中央3-155号線外

（他）南部2-45号線外

（他）西部2-99号線外



7-A606 道路 一般 大野市 直接 市町村道 交安 大野市 149

7-A607 道路 雪寒 大野市 直接 市町村道 雪寒 大野市 30

7-A608 道路 一般 大野市 直接 市町村道 交安 大野市 80

7-A609 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 修繕 鯖江市 5

7-A610 道路 一般 越前市 直接 市町村道 交安 越前市 44

7-A611 道路 一般 越前市 直接 市町村道 交安 越前市 4

7-A612 道路 一般 越前町 直接 市町村道 修繕 越前町 200

7-A613 道路 一般 越前町 直接 市町村道 修繕 越前町 50

7-A614 道路 一般 福井市 直接 市町村道 交安 福井市 5

7-A615 道路 一般 福井市 直接 市町村道 修繕 福井市 30

7-A616 道路 雪寒 敦賀市 直接 市町村道 雪寒 敦賀市 30

7-A617 道路 一般 小浜市 直接 市町村道 交安 小浜市 5

7-A618 道路 一般 勝山市 直接 市町村道 修繕 勝山市 10

7-A619 道路 雪寒 鯖江市 直接 市町村道 雪寒 鯖江市 15

7-A620 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 修繕 鯖江市 45

7-A621 道路 一般 鯖江市 直接 市町村道 交安 鯖江市 10

7-A622 道路 一般 越前市 直接 市町村道 交安 越前市 695

7-A623 道路 一般 越前市 直接 市町村道 改築 越前市 60

7-A624 道路 一般 坂井市 直接 市町村道 改築 坂井市 800

7-A625 道路 一般 坂井市 直接 市町村道 修繕 坂井市 50

7-A626 道路 一般 永平寺町 直接 市町村道 交安 永平寺町 47

7-A627 道路 一般 池田町 直接 市町村道 改築 池田町 17

7-A628 道路 雪寒 南越前町 直接 市町村道 雪寒 南越前町 100

7-A629 道路 一般 越前町 直接 市町村道 修繕 越前町 14

7-A630 道路 雪寒 越前町 直接 市町村道 雪寒 越前町 54

7-A631 道路 一般 越前町 直接 市町村道 改築 越前町 10

7-A632 道路 一般 越前町 直接 市町村道 改築 越前町 10

合計 51,285

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

7-B1 道路 一般 福井県 直接 500

7-B3 公園 一般 勝山市 直接 19

7-B4 公園 一般 勝山市 直接 16

7-B5 下水道 一般 福井市 直接 36

7-B6 下水道 一般 福井市 直接 19

7-B7 下水道 一般 鯖江市 直接 65

7-B8 河川 一般 福井市 直接 189

7-B9 河川 一般 鯖江市 直接 10

7-B10 河川 一般 鯖江市 直接 250

7-B11 公園 一般 小浜市 直接 2
合計 1,106

番号 備考

7-B1 交通信号機、標識表示等を新設・高度化することで、安全で安心な暮らしと豊かな生活環境を提供し、地域の自立を促進する。

7-B3 歩道整備と一体的に公園周辺の柵等の改築を行うことにより、道路への飛び出し等の防止や道路上での遊びを減少させることで交通事故を減少させ安全で安心な地域づくりを推進する。

7-B4 歩道整備と一体的に公園周辺の柵等の改築を行うことにより、道路への飛び出し等の防止や道路上での遊びを減少させることで交通事故を減少させ安全で安心な地域づくりを推進する。

7-B5 県道福井停車場米松線の電線類の地中化や、消雪工などの整備と併せて実施することにより,掘り返しによる社会的コスト縮減が期待でき、また雨水等による浸水被害を軽減し災害に強い道路を確保する。

7-B6 国道４１６号の歩道整備と併せて実施することにより、社会的コスト縮減が可能となる、また雨水等による浸水被害を軽減し災害に強い道路を確保する。

7-B7 雨水支線の整備により、道路等への浸水を防ぎ、災害に強い道路を確保する。

7-B8 河川を改修することにより、道路等への浸水を防ぎ、災害に強い道路を確保する。

7-B9 河川を改修することにより、道路等への浸水を防ぎ、災害に強い道路を確保する。

7-B10 7-A57等の道路整備とあわせ、浸水常襲地区のポンプ設備を強化することにより、道路等への浸水を防ぎ、災害に強い道路を確保する

番号 事業者
省略 要素となる事業名

事業内容

交安 交通安全施設等整備事業 信号機新設・高度化、道路標示、標識 福井市他16市町

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

道路改良 L=600m

道路改良 L=220m

路側帯整備 L=500m

歩道整備 L=30m

橋梁補修 7橋

法面対策 L=520m

歩道整備 L=510m

道路付属物修繕 N=58箇所

消雪施設整備 L=1300m

歩道整備 L=350m

舗装修繕 L=1,660m

簡易Ｐ 1式

消雪施設修繕 L=360m

路側帯整備 L=680m

法面対策 L=40m

消雪施設整備 L=

舗装修繕 L=650m

消雪施設整備 L=1,100m

道路改良 L=1,000m

消雪施設整備 L=420m

舗装修繕 L=1,500m

歩道整備 L=150m

歩道整備 L=1320m

道路改良 L=100m

道路改良 L=800m

橋梁修繕 N=1橋

歩道用橋梁整備 N=1橋

（1）三番市庁舎新庄線

（他）川上上野土打線

（他）下中野庄林線

（2）西大井幹線

（他）第3259号線

（他）第4001号線

(他)石生谷熊田線

(1)第6802号線

(他)第7252号線

(1)沖布目森田線

(1)坂井中央線

(2)御陵11号線

(他)中部線

(2)池ノ尻線外3路線

(1)窯業試験場線外2路線

（他）越前岬線他6路線

（1）血ヶ平梨ヶ平線

(1)北部2-110号線

(1)東部1-339号線外12路線

(1)183号線外1路線

(1)遠敷区画12-3号線

(1)10-2号線外6路線

(1)丹南広域道南線

(2)丹南広域道西線他1路線

改良

改良

公園整備

勝山中部地区公園整備事業（6公園）

勝山南部地区公園整備事業（5公園）

下水管浸水対策事業（大手一丁目工区）

下水管浸水対策事業（大宮工区）

雨水支線整備事業

河川改修事業（準用河川寄場川）

河川改修事業（準用河川神通川）

河川改修事業（準用河川論手川）

小浜地区公園整備事業

(他)小曽原江波線

(他)小樟道口線

(他)米ノ厨線

公園整備

公園整備

改良

修繕

改良

改良

勝山市

勝山市

福井市

福井市

鯖江市

福井市

鯖江市

鯖江市

小浜市

公園整備 A=19.3ha

公園整備 A=1.4ha

L=360m

L=190m(管更生工法）

雨水支線整備 L=1.2km
護岸200m、橋梁1橋(市道北部2-233号線)

堤防嵩上げ L=400m

ポンプ整備 １基

公園整備 A=0.4ha



7-B11 7-A444等の道路整備と一体的に公園施設（柵）等の改築を行うことにより、道路への飛び出し防止を図り、公園周辺道路の安全性確保とともに、公園機能の向上を図ることで、安全で安心な地域づくりを推進する。

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

7-C1 施設整備 一般 敦賀市 直接 10

7-C2 公共交通 一般 大野市 直接 36

7-C3 活動支援 一般 大野市 間接 自治会 20

7-C4 施設整備 一般 大野市 直接 25

7-C5 活動支援 一般 大野市 間接 自治会 3

7-C6 活動支援 一般 勝山市 間接 自治会 10

7-C7 施設整備 一般 勝山市 直接 41

7-C8 施設整備 一般 鯖江市 間接 町内会 8

7-C9 公共交通 一般 南越前町 直接 9

7-C10 公共交通 一般 南越前町 直接 4

7-C11 施設整備 一般 南越前町 直接 5

7-C12 施設整備 一般 南越前町 直接 4

7-C13 施設整備 一般 美浜町 直接 10

7-C14 施設整備 一般 美浜町 直接 5

7-C15 施設整備 一般 美浜町 直接 3

7-C16 交通安全 一般 若狭町 直接 3

7-C17 施設整備 一般 あわら市 直接 18

7-C18 施設整備 一般 福井市 直接 80

7-C22 施設整備 一般 福井市 直接 5

7-C23 施設整備 一般 福井市 直接 7

7-C24 施設整備 一般 福井市 直接 5

7-C25 施設整備 一般 福井市 直接 9

7-C26 施設整備 一般 福井市 直接 3

7-C27 施設整備 一般 福井市 直接 10

7-C28 計画・調査 一般 福井市 直接 20

7-C29 計画・調査 一般 敦賀市 直接 20

7-C30 計画・調査 一般 小浜市 直接 20

7-C31 計画・調査 一般 大野市 直接 50

7-C32 計画・調査 一般 勝山市 直接 20

7-C33 計画・調査 一般 鯖江市 直接 50

7-C34 計画・調査 一般 あわら市 直接 10

7-C35 計画・調査 一般 越前市 直接 13

7-C36 計画・調査 一般 坂井市 直接 44

7-C37 計画・調査 一般 永平寺町 直接 10

7-C38 計画・調査 一般 池田町 直接 12

7-C39 計画・調査 一般 南越前町 直接 18

7-C40 計画・調査 一般 越前町 直接 10

7-C41 計画・調査 一般 美浜町 直接 10

7-C42 計画・調査 一般 高浜町 直接 10

7-C43 計画・調査 一般 おおい町 直接 20

7-C44 計画・調査 一般 若狭町 直接 20

7-C45 施設整備 一般 敦賀市 間接 消防組合 1

7-C46 施設整備 一般 鯖江市 直接 30

7-C50 計画・調査 一般 福井市 直接 5

7-C51 計画・調査 一般 福井市 直接 12

7-C52 計画・調査 一般 敦賀市 直接 6

7-C53 計画・調査 一般 敦賀市 直接 7

7-C54 施設整備 一般 敦賀市 直接 30

見守隊の活動への間接補助

NPO等活動支援 道路清掃活動支援事業

公共交通（バス） 交通弱者生活支援事業

NPO等活動支援 安心灯(あかり)整備事業

NPO等活動支援 安全交通空間の確保事業

防犯・防災 安心灯(あかり)整備事業

防犯・防災

防犯・防災

公共交通（バス）

公共交通（バス）

防犯・防災

防犯・防災

公共交通（バス）

防災

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）工種

防犯・防災

防災

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

防犯・防災

防犯・防災

防犯・防災

防災

防災

防災

防災

防災

防災

防災

防災

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

駅前広場整備

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

ポケットパーク整備事業(松原地区) 広場整備A=200㎡ 敦賀市
福祉ﾊﾞｽ2台、中型ﾊﾞｽ2台(機能向上) 大野市

大野市

防犯灯整備（200灯） 大野市

防犯灯整備費補助 大野市

公共バス連結強化事業 小型バスの新規導入1台 南越前町

防犯灯整備事業 防犯灯整備(45灯)(町道大道嶋線） 南越前町

防犯灯整備事業 防犯灯整備(41灯)(町道四反田線) 南越前町

清掃備品費補助 勝山市

防犯灯整備事業 防犯灯整備(40灯) 勝山市

防犯灯整備支援事業 防犯灯整備補助(650灯) 鯖江市

交通弱者生活支援事業 バス(２０人乗)の低床化(１台) 南越前町

防犯灯整備事業 防犯灯設置　４０基 若狭町

歩道橋改善事業 歩道橋の側面パネル透明化等 あわら市

普通河川整備事業（三十八社川） 普通河川整備 L=180m 福井市

コミュニティーバス待合所整備事業 待合所整備　N=５箇所 美浜町

町内避難所誘導標識整備事業 避難所誘導標識整備　1式 美浜町

防犯カメラ整備事業 防犯カメラ設置　３基 美浜町

水路整備事業（中手町地区） 擁壁 L=100m 福井市

水路整備事業（東河原町地区） ふとんかご L=50m 福井市

水路整備事業（板垣川） 護岸嵩上げ工 L=300m（板垣川） 福井市

水路整備事業（小当見町地区） 石積み護岸 L=60m 福井市

水路整備事業（蔵作町地区） ふとんかご L=150m 福井市

水路整備事業（西河原町地区） 石積み護岸 L=60m 福井市

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 市内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 大野市

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 市内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 勝山市

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 市内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 鯖江市

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 市内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 福井市

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 市内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 敦賀市

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 市内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 小浜市

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 町内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 永平寺町

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 町内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 池田町

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 町内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 南越前町

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 市内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 あわら市

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 市内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 越前市

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 市内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 坂井市

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 町内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 おおい町

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 町内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 若狭町

水害対策事業 救助ボート2隻（新規） 敦賀市

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 町内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 越前町

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 町内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 美浜町

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 町内橋梁の長寿命化修繕計画の策定 高浜町

舗装点検事業 路面性状調査 敦賀市

トンネル点検事業 トンネル点検 敦賀市

敦賀駅港線(駅前広場)整備事業 駅前広場　A=0.42ha 敦賀市

長泉寺山トンネル非常警報装置整備事業 非常警報装置整備 鯖江市

舗装点検事業 路面性状調査 福井市

道路付属物点検事業 道路付属物点検 福井市



7-C55 計画・調査 一般 小浜市 直接 10

7-C56 計画・調査 一般 小浜市 直接 5

7-C57 計画・調査 一般 小浜市 直接 31

7-C58 計画・調査 一般 小浜市 直接 5

7-C59 施設整備 一般 大野市 直接 36

7-C60 計画・調査 一般 大野市 直接 7

7-C61 計画・調査 一般 大野市 直接 3

7-C62 計画・調査 一般 大野市 直接 30

7-C63 計画・調査 一般 大野市 直接 3

7-C64 計画・調査 一般 大野市 直接 3

7-C65 計画・調査 一般 大野市 直接 10

7-C66 計画・調査 一般 勝山市 直接 4

7-C67 計画・調査 一般 勝山市 直接 3

7-C68 計画・調査 一般 勝山市 直接 2

7-C69 計画・調査 一般 勝山市 直接 8

7-C70 計画・調査 一般 鯖江市 直接 1

7-C71 計画・調査 一般 鯖江市 直接 2

7-C72 計画・調査 一般 あわら市 直接 1

7-C73 計画・調査 一般 あわら市 直接 2

7-C74 計画・調査 一般 あわら市 直接 2

7-C75 計画・調査 一般 あわら市 直接 1

7-C76 計画・調査 一般 越前市 直接 5

7-C77 計画・調査 一般 越前市 直接 3

7-C78 計画・調査 一般 越前市 直接 2

7-C79 計画・調査 一般 坂井市 直接 2

7-C80 計画・調査 一般 坂井市 直接 4

7-C81 計画・調査 一般 永平寺町 直接 1

7-C82 計画・調査 一般 永平寺町 直接 8

7-C83 計画・調査 一般 永平寺町 直接 15

7-C84 計画・調査 一般 永平寺町 直接 15

7-C85 計画・調査 一般 池田町 直接 4

7-C86 計画・調査 一般 池田町 直接 1

7-C87 計画・調査 一般 池田町 直接 4

7-C88 計画・調査 一般 南越前町 直接 1

7-C89 計画・調査 一般 南越前町 直接 1

7-C90 計画・調査 一般 南越前町 直接 6

7-C91 計画・調査 一般 越前町 直接 2

7-C92 計画・調査 一般 越前町 直接 5

7-C93 計画・調査 一般 美浜町 直接 2

7-C94 計画・調査 一般 美浜町 直接 1

7-C95 計画・調査 一般 高浜町 直接 4

7-C96 計画・調査 一般 高浜町 直接 1

7-C97 計画・調査 一般 若狭町 直接 2

7-C98 計画・調査 一般 若狭町 直接 4

7-C99 計画・調査 一般 若狭町 直接 1

7-C100 計画・調査 一般 若狭町 直接 1

7-C101 施設整備 一般 敦賀市 間接 消防組合 30

7-C102 計画・調査 一般 大野市 直接 7

7-C103 施設整備 一般 大野市 直接 124

7-C104 施設整備 一般 大野市 直接 3

7-C105 施設整備 一般 美浜町 直接 2

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

防災・防雪

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

防災

観光案内情報提供

公共交通（バス）

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

防災

道路付属物点検事業 道路付属物点検

救命促進事業 消防ポンプ車新規5台

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

道路付属物点検事業 道路付属物点検 小浜市

交流空間整備事業 排雪場・ポケットパーク整備 大野市

舗装点検事業 路面性状調査 大野市

舗装点検事業 路面性状調査 小浜市

法面等点検事業 法面点検 小浜市

トンネル点検事業 トンネル点検 小浜市

道路付属物点検事業 道路付属物点検 大野市

法面等点検事業 法面等点検・対策検討 大野市

舗装点検事業 路面性状調査 勝山市

消雪施設点検事業 消雪施設点検 大野市

橋梁耐震補強対策事業 耐震診断・補強対策検討 大野市

流雪溝貯留施設点検事業 流雪溝点検・貯留施設検討 大野市

舗装点検事業 路面性状調査 鯖江市

道路付属物点検事業 道路付属物点検 鯖江市

舗装点検事業 路面性状調査 あわら市

トンネル点検事業 トンネル点検 勝山市

道路付属物点検事業 道路付属物点検 勝山市

法面等点検事業 法面点検 勝山市

舗装修繕計画策定事業 舗装修繕計画策定 越前市

トンネル点検事業 トンネル点検 越前市

道路付属物点検事業 道路付属物点検 越前市

市姫線外2路線 排水計画・設計 あわら市

道路付属物点検事業 道路付属物点検 あわら市

法面等点検事業 法面・盛土・擁壁等点検 あわら市

舗装点検事業 路面性状調査　 永平寺町

法面等点検事業 法面・盛土・擁壁等点検 永平寺町

道路付属物点検事業 道路付属物点検 永平寺町

舗装点検事業 路面性状調査 坂井市

トンネル点検事業 トンネル点検 坂井市

トンネル点検事業 トンネル点検 永平寺町

舗装点検事業 路面性状調査 南越前町

道路付属物点検事業 道路付属物点検 南越前町

トンネル点検事業 トンネル点検 南越前町

舗装点検事業 路面性状調査 池田町

法面等点検事業 法面点検 池田町

道路付属物点検事業 道路付属物点検 池田町

美浜町

舗装点検事業 路面性状調査 高浜町

道路付属物点検事業 道路付属物点検 高浜町

舗装点検事業 路面性状調査 越前町

法面等点検事業 法面点検 越前町

トンネル点検事業 トンネル点検 美浜町

道路付属物点検事業 道路付属物点検 若狭町

敦賀市

自転車走行空間整備計画策定事業 自転車走行空間整備計画策定 大野市

トンネル点検事業 トンネル点検 若狭町

舗装点検事業 路面性状調査 若狭町

法面等点検事業 法面点検 若狭町

救命促進事業 救助工作車、水槽車整備 大野市

道標でやさしいまちづくり事業 観光案内標識整備N=18基 大野市

コミュニティバス待合室整備事業 コミュニティバス待合室整備 美浜町



7-C106 道路 一般 福井県 直接 50

7-C107 道路 一般 福井県 直接 20

7-C108 施設整備 一般 敦賀市 直接 11

7-C109 施設整備 一般 大野市 直接 32

7-C110 施設整備 一般 大野市 直接 20

7-C111 施設整備 一般 大野市 直接 61

7-C112 施設整備 一般 大野市 直接 28

7-C113 計画・調査 一般 大野市 直接 3

7-C114 計画・調査 一般 坂井市 直接 11

7-C115 計画・調査 一般 敦賀市 直接 8

7-C116 施設整備 一般 小浜市 直接 28

7-C117 計画・調査 一般 坂井市 直接 1

7-C118 計画・調査 一般 越前町 直接 2

7-C119 施設整備 一般 鯖江市 直接 15
合計 1,501

番号 備考

7-C1 7-A120等の歩道整備とあわせ道路沿いに緑地を整備し、歩きやすさや安全性・安心感が向上した歩行空間を形成し、交通事故数の軽減を図る。

7-C2 7-A2等の道路整備とあわせ、高齢者にも乗り降りしやすく、市民が親しみをもてるコミュニティバス2系統（南北）、高齢者用・障害者用バスを各1系統ずつ導入し、交通弱者の安全安心な足を確保することで交通事故数を軽減する。

7-C3 7-A9等の歩道整備とあわせ、市民生活見守隊、冬期除雪見守隊への補助金支援(統一ユニフォーム、除雪隊のスコップやはしご等備品)をすることで、交通事故数の軽減を図り、安全で安心して暮らせる地域づくりを実現する。

7-C4 7-A9等の歩道整備とあわせ防犯灯を整備することで、交通事故数を軽減し、安全で安心して暮らせる地域を実現する。

7-C5 7-A9等の歩道整備とあわせ、交通事故数を軽減し、安全で安心して暮らせる地域を実現するため、自治会の防犯灯整備を支援する。

7-C6 7-A8等の歩道整備とあわせ、地元自治会の道路清掃活動の支援をすることで、運転者や歩行者の心理的安定を図り、交通事故数を軽減し、安全で安心して暮らせる地域を実現する。

7-C7 7-A122等の歩道整備とあわせ防犯灯を整備することで、交通事故数を軽減し、安全で安心して暮らせる地域を実現する。

7-C8 7-A134等の歩道整備とあわせ防犯灯整備を支援することで、交通事故数を軽減し、安全で安心して暮らせる地域を実現する。

7-C9 7-A162の歩道整備とあわせ福祉バスを導入により交通弱者の安全安心な足を確保することで、交通事故数を軽減する。

7-C10 7-A162の歩道整備とあわせて路線バスを補完する公共交通を導入することにより交通弱者の安全安心な足を確保することで、交通事故数を軽減する。

7-C11 7-A162の歩道整備とあわせ防犯灯を整備することで、交通事故数を軽減し、安全で安心して暮らせる地域を実現する。

7-C12 7-A162の歩道整備とあわせ防犯灯を整備することで、交通事故数を軽減し、安全で安心して暮らせる地域を実現する。

7-C13 7-A25の歩道整備とあわせコミュニティバスの待合所を整備することにより、バス待ちと一般歩行者等を分離し、交通事故数を軽減を図る。

7-C14 7-A25の歩道整備とあわせ避難所誘導標識を整備し、事前に避難経路を周知することで、緊急時に避難する人を歩道外に溢れることなく整然と誘導し、交通事故の発生を防ぐ。

7-C15 7-A25の歩道整備とあわせ防犯カメラを整備することにより、安心して歩ける歩行空間を確保し、交通事故の軽減を図る。

7-C16 7-A149の歩道整備とあわせ防犯灯を整備することで、交通事故数を軽減し、安全で安心して暮らせる地域を実現する。

7-C17 7-A137の道路整備と一体となって、周囲から歩行者が見えにくい危険な歩道橋を明るく見通し良く改善し、歩行者を安全な歩道橋に誘導し、路上歩行者の交通事故数を軽減する。

7-C18 7-A109の道路整備と一体となって、道路沿い、道路横断部の普通河川整備を実施することにより、良好な歩行空間を形成し、安全に暮らせる地域づくりを図る。

7-C19 道路防災事業の効率的・効果的な展開を図ることを目的として、社会資本整備状況の変化に伴う緊急輸送道路ネットワーク計画の策定を行う。

7-C20 道路防災対策の効率的・効果的展開を図ることを目的として、道路トンネルの調査および長寿命化修繕計画策定を行う。

7-C21 道路法面災害防除事業の効率的・効果的な展開および予防保全計画策定を図ることを目的として、道路法面防災調査を行う。

7-C22 7-A30等の道路整備とあわせ、脆弱な箇所を石積みにより整備し、R476や民地への土砂流出を防止する。

7-C23 7-A30等の道路整備とあわせ、透排水性の高いふとんかごによる水路整備を行い、景観を損ねることなく山間部における民地・道路等の浸水を防止する。

7-C24 7-A30等の道路整備とあわせ、周囲景観に配慮した石積整備を行い、民地・道路等の浸水を防止する。

7-C25 7-A30等の道路整備とあわせ、水路の断面拡幅を行い、民地・道路等の浸水を防止する。

7-C26 7-A31等の道路整備とあわせてふとんかごによる水路の嵩上げを行うことで、脆弱な水路を強化し、道路への土砂流出を防止する。

7-C27 7-A59等の道路整備とあわせて、水路天端の嵩上げを行うことにより、民地・道路等の浸水を防止し、災害に強い道路、安全で安心な地域を実現する。

7-C28 7-A50等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、福井市内橋梁の計画的・効率的な修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C29 7-A50等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、敦賀市内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C30 7-A50等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、小浜市内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C31 7-A47等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、大野市内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C32 7-A56等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、勝山市内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C33 7-A57等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、鯖江市内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C34 7-A24等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、あわら市内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C35 7-A70等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、越前市内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

計画・調査 越前町

防災 鯖江市

一体的に実施することにより期待される効果

消雪設備整備　1式快適空間創出事業

市道LED照明更新事業 道路照明更新

排水路整備事業 水路整備　L=１,700m

交安

交安

防災

防犯・防災

教育支援

安心歩行空間整備事業 無電柱化支援

多目的広場整備事業 緑地・駐車場整備防災

防犯・防災

計画・調査

計画・調査

計画・調査

防災

計画・調査

大野市

速度測定装置整備事業 定置式速度測定装置の整備 福井市他16市町

近接排気音測定装置整備事業 近接排気騒音測定装置の整備 福井市他1市町

大野市

敦賀市

小浜市

法面等点検事業 法面点検 坂井市

トンネル点検事業 トンネル点検

大野市

流雪溝面的整備計画策定事業 流雪溝整備計画策定 大野市

道路付属物点検事業 道路付属物点検 坂井市

道路付属物点検事業 道路付属物点検 敦賀市

防災震災対策事業 耐震性貯水槽整備 大野市

学校生活安全・安心確保事業 スクールバス整備



7-C36 7-A51等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、坂井市内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C37 7-A62等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、永平寺町内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C38 7-A62等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、池田町内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C39 7-A52等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、南越前町内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C40 7-A52等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、越前町内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C41 7-A63等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、美浜町内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C42 7-A64等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、高浜町内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C43 7-A63等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、おおい町内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C44 7-A63等の道路整備とあわせ、橋梁長寿命化計画を策定し、若狭町内橋梁の計画的・効率的に修繕・補強を進めることにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C45 7-A120等の道路整備とあわせ、災害時出動用ボートの購入補助を行い、道路冠水により通行止めとなってしまっても、住民の足を確保し、安全で安心な地域を実現する。

7-C46 7-A57等の道路整備とあわせ、トンネル警報体制を強化することにより、災害に強く、安全で安心な地域を実現する。

7-C50 7-A340等の舗装修繕とあわせて福井市道の路面性状調査を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C51 7-A358等の通学路対策とあわせて通学路等に存する道路付属物の点検を行うことで、かつ安全で安心な歩行空間を確保する。

7-C52 7-A362等の舗装修繕とあわせて敦賀市道の路面性状調査を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C53 7-A119等の道路整備とあわせて敦賀市道のトンネル点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C54 7-A119等の道路整備とあわせて駅前広場（道路外）の無電柱化を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C55 7-A363等の舗装修繕とあわせて小浜市道の路面性状調査を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C56 7-A363等の舗装修繕とあわせて小浜市道の法面点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C57 7-A363等の舗装修繕とあわせて小浜市道のトンネル点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C58 7-A363等の舗装修繕とあわせて小浜市道の道路付属物（明り部）点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C59 15-A'200等の除雪事業とあわせて道路上の雪を投棄する排雪空間を整備することにより、冬季の安全で快適な交通空間を確保する。

7-C60 7-A372等の舗装修繕とあわせて大野市道の路面性状調査を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C61 7-A380等の消雪設備とあわせて大野市道の消雪設備総点検調査及び修繕計画を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての消雪設備の修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C62 7-A338の橋梁補修とあわせて長寿命化計画に基づき、大野市道の橋梁の耐震診断・補強対策検討を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての耐震補強対策を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C63 15-A'200等の除雪事業とあわせて流雪溝施設の点検と貯留施設の検討を行うことで、計画的・効率的な整備計画を行い冬季の安全で快適な地域を実現する。

7-C64 7-A368等の道路整備とあわせて大野市道の道路付属物（明り部）点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C65 7-A368等の道路整備とあわせて大野市道の法面点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C66 7-A384等の舗装修繕とあわせて勝山市道の路面性状調査を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C67 7-A384等の舗装修繕とあわせて勝山市道のトンネル点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C68 7-A383等の道路整備とあわせて勝山市道の道路付属物（明り部）点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C69 7-A384等の舗装修繕とあわせて勝山市道の法面点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C70 7-A399等の舗装修繕とあわせて鯖江市道の路面性状調査を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C71 7-A399等の舗装修繕とあわせて鯖江市道の道路付属物（明り部）点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C72 7-A407等の舗装修繕とあわせてあわら市道の路面性状調査を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C73 7-A408等の側溝改良とあわせてあわら市道の冠水対策計画・設計を行うことで、安全で安心な地域を実現する。

7-C74 7-A407等の舗装修繕とあわせてあわら市道の道路付属物（明り部）点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C75 7-A407等の舗装修繕とあわせてあわら市道の法面点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C76 7-A409等の舗装修繕とあわせて越前市道の路面性状調査を行い舗装修繕計画策定することで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C77 7-A409等の舗装修繕とあわせて越前市道のトンネル点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C78 7-A139等の道路整備とあわせて越前市道の道路付属物（明り部）点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C79 7-A427等の舗装修繕とあわせて坂井市道の路面性状調査を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C80 7-A427等の舗装修繕とあわせて坂井市道のトンネル点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C81 7-A428等の橋梁修繕とあわせて永平寺町道のトンネル点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C82 7-A428等の橋梁修繕とあわせて永平寺町道の路面性状調査を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C83 7-A428等の橋梁修繕とあわせて永平寺町道の法面点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C84 7-A328等の道路整備とあわせて永平寺町道の道路付属物（明り部）点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C85 7-A429等の舗装修繕とあわせて池田町道の路面性状調査を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C86 7-A429等の舗装修繕とあわせて池田町道の法面点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C87 7-A429等の舗装修繕とあわせて池田町道の道路付属物（明り部）点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C88 7-A431等の舗装修繕とあわせて南越前町道の路面性状調査を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C89 7-A431等の舗装修繕とあわせて南越前町道のトンネル点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。



7-C90 7-A431等の舗装修繕とあわせて南越前町道の道路付属物（明り部）点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C91 7-A434等の舗装修繕とあわせて越前町道の路面性状調査を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C92 7-A434等の舗装修繕とあわせて越前町道の法面点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C93 7-A148等の道路整備とあわせて美浜町道のトンネル点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C94 7-A148等の道路整備とあわせて美浜町道の道路付属物（明り部）点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C95 7-A339等の橋梁修繕とあわせて高浜町道の路面性状調査を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C96 7-A339等の橋梁修繕とあわせて高浜町道の道路付属物（明り部）点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C97 7-A149等の道路整備とあわせて若狭町道のトンネル点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C98 7-A149等の道路整備とあわせて若狭町道の路面性状調査を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理としての舗装修繕を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C99 7-A149等の道路整備とあわせて若狭町道の法面点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C100 7-A149等の道路整備とあわせて若狭町道の道路付属物（明り部）点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C101 7-A441等の道路整備による時短効果に加え、市内の４消防団に消防ﾎﾟﾝﾌﾟ車を導入することで、火災現場への到達時間をさらに短縮し安心な地域を実現する。（本町、櫛川、疋田、御名）

7-C102 7-A447等の自転車ネットワーク路線に適した自転車走行空間の整備計画や自転車歩行者専用道路の整備計画を策定し、安全で安心な道路環境を創出する。

7-C103 7-A368等の道路整備と併せて救助工作車の機能向上を図り、また水槽車を整備することで災害現場への到着時間を短縮し、救命率の向上させ安全で安心な地域を実現する。

7-C104 7-A446等の交通安全施設整備と一体となって市街地の案内看板を整備し、緊急避難時における目印として災害に強い地域を実現する。

7-C105 7-A461等の道路整備とあわせコミュニティバスの待合所を整備することにより、バス待ちと一般歩行者等を分離し、交通事故数を軽減を図り、安全で安心な地域を実現する。

7-C106 7-A4等の道路整備とあわせて速度測定装置を整備することで、安全で安心な暮らしと豊かな生活環境を提供し、地域の自立を促進する。

7-C107 7-A4等の道路整備とあわせて近接排気音測定装置を整備することで、安全で安心な暮らしと豊かな生活環境を提供し、地域の自立を促進する。

7-C108 7-A120等の歩道整備とあわせて無電柱化を整備することで、災害時の円滑な避難ルートを確保し安全で安心な地域を実現する。

7-C109 7-A368等の道路整備と併せて耐震性防火水槽を整備することで有効な消防水利が確保され、災害に強いまちを形成し、安全で安心な地域を実現する。

7-C110 7-A368等の道路整備と併せてスクールバスを整備することで、防雪対策として急勾配な道路における冬季の通学時の安全を確保する。

7-C111 7-A606等の道路整備と併せて隣接する空地に多目的広場の機能を併せもつ防災拠点の整備を行うことで、防災機能の強化を図る。

7-C112 7-A368等の道路整備と併せて、防雪対策として灯具が破損している箇所や冬季夜間の積雪や吹雪等の視界不良箇所の整備し、歩行者の安全な通行を確保する。

7-C113 7-A368等の道路整備と併せて流雪溝の整備計画をたてることで、一体的な整備効果を行い、冠水対策の強化を図る。

7-C114 7-A140等の道路整備とあわせて坂井市道の道路付属物（明り部等）点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C115 7-A441等の道路整備とあわせて敦賀市道の道路付属物（明り部等）点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C116 7-A445等の道路整備と一体となって地域の浸水対策をすることにより、気象災害等から住民を護り、安全で安心な地域を実現する。。

7-C117 7-A140等の道路整備とあわせて坂井市道の法面点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C118 7-A629等の舗装修繕とあわせて越前町道のトンネル点検を行うことで、計画的・効率的なインフラ管理を行い、安全で安心な地域を実現する。

7-C119 A-484の簡易Ｐ整備とあわせ消雪設備を整備することで、車両・人が安全で快適に利用できる空間の創出を実現する。
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・県道清水美山線の歩道新設などの実施により、歩行者の歩行空間が確保され、交通の安全性の向上や生活環境の改善が図られた。
Ⅰ定量的指標に関連する ・国道１５８号などの道路法面対策の実施により、災害時通行規制の実施回数が減少し、住民や観光客の移動の安全性が向上した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・県道福井鯖江線などの消雪施設の設置等により、車両・人が安全で快適に通行できる空間が確保された。

・橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁補修の実施により、計画的・効率的なインフラ管理がなされ、安全で安心な地域を実現が図られた。

最終目標値 4,000件以下 ・計画通り達成
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 3100件

最終目標値 15㎞向上 ・計画通り達成
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 15㎞

最終目標値 5％・187時間減 ・計画通り達成
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 5％・190時間減

最終目標値 30㎞向上 ・計画通り達成
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 47㎞向上

最終目標値 100% ・計画通り達成
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 100%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 ・国道１５８号などの道路法面対策の実施により、災害時通行規制の実施回数が減少し、信頼性の高い道路ネットワークが確保された。
（必要に応じて記述） ・県道福井鯖江線などの消雪施設の設置等により、交通渋滞が解消され、交通の安全性が確保された。

３．特記事項（今後の方針等）

・事業継続中の整備箇所については、早期に効果が発現できるよう、引き続き事業を推進する。

指標⑤（橋梁補
修実施の増加
率）

指標③（災害時
通行規制による
損失時間の減
少）

指標②（歩道整
備延長の増加）

指標①（福井県
内の交通事故件
数の減少）

指標④（消雪施
設の整備の延
長）



社会資本総合整備計画　参考図面
（交安・防災系）

計画の名称 　　　７　　社会基盤の計画的な保全による安全で安心な暮らしと環境を支える地域づくり（防災・安全）
計画の期間 　　　平成２２年度～平成２６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、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町交付団体

（参考様式第３） 
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社会資本総合整備計画　参考図面
（雪寒系:市町）

計画の名称 　　　７　　社会基盤の計画的な保全による安全で安心な暮らしと環境を支える地域づくり（防災・安全）
計画の期間 　　　平成２２年度～平成２６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、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町交付団体

（参考様式第３） 
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社会資本総合整備計画　参考図面
（補修系：市町）

計画の名称 　　　７　　社会基盤の計画的な保全による安全で安心な暮らしと環境を支える地域づくり（防災・安全）
計画の期間 　　　平成２２年度～平成２６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、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町交付団体

（参考様式第３） 
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7-C64,C65,C112 

7-C32,C66,C67, 

7-C68,C69 

7-C37,C81,C82, 

7-C83,C84 

7-C33,C70,C71 

7-C34,C72,C74,C75 

7-C41,C93,C94 

7-C29,C45,C52,C53,C115 

7-C38,C85, 

7-C86,C87 

7-C39,C88, 

7-C89,C90 

7-C35,C76,C77,C78 

7-C30,C55,C56, 

7-C57,C58 

7-C43 

7-C42,C95,C96 

7-C44,C97,C98, 

7-C99,C100 

7-Ｃ10 

7-Ｃ9 

7-Ｃ27 

7-B8 

7-Ｂ6 

7-Ｂ9 

7-Ｂ6 

7-Ｂ5 

7-Ｂ7 
7-C22 

7-C24 

7-C23 

7-C26 

7-C25 

7-A162 

7-A429 

7-A362 

7-A407 

7-A427 

7-A372 
7-A375 

7-A373 

7-A374 

7-A376 

7-A377 

7-A379 

7-A378 

7-A428 

7-A409 7-A410 

7-A411 7-A412 

7-A413 

7-A431 

7-A363 

7-A340 

7-A343 

7-A361 
7-A341 

7-A342 

7-A345 

7-A347 
7-A344 

7-A348 

7-A349 

7-A346 

7-A399 

7-A402 7-A401 
7-A400 

7-Ａ437 

7-A434 

7-A393 

7-A394 

7-A396 
7-A388 

7-A397 

7-A392 
7-A386 

7-A384 
7-A385 
7-A389 

7-A391 
7-A395 

7-A390 

7-A387 

7-A338 

 

7-A609 7-A613 

7-A360,7-A600 

 

7-A603 

7-A601 

7-A602 

7-A618 

7-A620 

7-Ｂ11 

7-A629 



社会資本総合整備計画　参考図面
（交安系）

計画の名称 　　　７　　社会基盤の計画的な保全による安全で安心な暮らしと環境を支える地域づくり（防災・安全）
計画の期間 　　　平成２２年度～平成２６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、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町

7-A487
7-A486

7-A108
7-A109

7-A112
7-A113

7-A115
7-A116
7-A117
7-A118

7-A132
7-A133

7-A135
7-A136

交付団体

（参考様式第３） 

7-A9

7-A4

7-A11

7-A12

7-A24

7-A17

7-A19

7-A10

7-A487

7-A486

7-B1

7-C106
7-C107

7-A477

7-A478

7-A479

7-A480

7-A481

7-A482

7-A483

7-A484

7-A485



社会資本総合整備計画　参考図面
（雪寒系）

計画の名称 　　　７　　社会基盤の計画的な保全による安全で安心な暮らしと環境を支える地域づくり（防災・安全）
計画の期間 　　　平成２２年度～平成２６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、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町交付団体

（参考様式第３） 

7-A493 

7-A494 

7-A96～107 

7-A495 

7-A496 

7-A497 

7-A498 

7-A499 

7-A500 

7-A72 

7-A80 7-A76 

7-A84 

7-A501 

7-A502 

7-A503 

7-A504 

7-A505 

7-A506 

7-A507 

7-A508 

7-A509 

7-A510 

7-A511 

7-A512 

7-A537 

7-A538 

7-A539 

7-A540 

7-A66

7-A67

7-A68



社会資本総合整備計画　参考図面
（補修系）

計画の名称 　　　７　　社会基盤の計画的な保全による安全で安心な暮らしと環境を支える地域づくり（防災・安全）
計画の期間 　　　平成２２年度～平成２６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、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町交付団体

（参考様式第３） 

7-A488 

7-A489 
7-A227 

7-A228 

7-A229 

7-A517 

7-A518 

7-A521 

7-A522 

7-A519 

7-A520 

7-A492 

7-A491 7-A490 

7-A513 

7-A514 

7-A515 

7-A516 

7-A524 
7-A519 

7-A530 

7-A523 

7-A526 

7-A529 

7-A531 

7-A532 

7-A527 

7-A533 

7-A534 

7-A535,7-A536 

7-A41 

7-A44 

7-A45 

7-A541 

7-A47 

7-A633 

7-A634 

7-A635 

7-A31

7-A40 7-A39

7-A36

7-A38

7-A34
7-A29

7-A42

7-A46

7-A43

7-A30
7-A35


