平成２８年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

総事業費

福井県

福井県

若狭湾エネルギー研究センター維持運営事業

若狭湾エネルギー研究センターの管理運営、科学機器・装置等の保守管理事
業（指定管理 12ヶ⽉分）

469,007,000

67,482,773 敦賀市⻑⾕

福井県

福井県

陽⼦線がん治療施設運営事業

福井県陽⼦線がん治療センターの治療施設の維持管理や治療装置の運転維
持等（治療装置運転・維持・保守業務委託、放射線管理業務委託、
PET/CT装置保守点検業務委託等 12ヶ⽉分）

330,186,780

74,143,227 福井市四ツ井

福井県

福井県

若狭湾エネルギー研究センター設備等更新事業

若狭湾エネルギー研究センターの空調制御システム修繕および放射線研究棟
の漏⽔対策⼯事

福井県

福井県

児童科学館リニューアル事業

⽼朽化している展⽰エリア等をリニューアルするとともに、参加型科学実験教室を
整備し科学館の機能を強化

527,246,160

369,122,488 坂井市春江町

福井県

福井県

⾚崎海岸環境整備事業

敦賀港海岸⾚崎地区にて、海⽔浴場の利便性向上のため各施設（サニタリー
棟、駐⾞場、緑地等）を整備

172,800,000

120,960,000 敦賀市⾚崎

福井県

福井県

伝統的⼯芸品販売拠点設置事業

サンドーム福井をものづくり産業の振興や⼈材育成の拠点機能を持つ｢ものづく
りキャンパス｣として整備（ラボ機能の追加、展⽰販売・体験スペースの整備）

267,233,040

253,163,000 越前市⽠⽣町

福井県

福井県

定置漁業・底曳網漁業振興対策事業

安定的な漁獲確保や漁業経営体の基盤強化を図るため、漁業経営体（漁
協等）が⾏う⽣産量の増加に向けた施設整備等に⽀援

46,778,932

46,778,932 福井県内⼀円

福井県

福井県

陽⼦線がん治療利⽤促進事業

⾼度な技術を有する医師を招へいし、その医療技術を習得するとともに北陸三
県の医療機関と連携した治療体制を構築するため旅費、謝⾦、学会等の参加
費⽤等を⽀援。
併せて、当センターの治療の普及拡⼤を⾏うための広報活動費を⽀援。

7,435,679

福井県

福井県

園芸拠点施設基本計画策定事業

園芸研究センターを新たな中⼭間地域ビジネスに向けた実証・展⽰や園芸につ
いての体験学習を⾏う園芸拠点として整備するため、基本計画の策定、測量、
実施設計を実施

29,363,040

23,805,000 美浜町久々⼦

福井県

福井県

福井情報スーパーハイウェイ管理運営事業

情報通信基盤の根幹である「福井情報スーパーハイウェイ」の管理運営（運⽤
保守業務の委託 12ヶ⽉分）

81,000,000

81,000,000 福井県内 17箇所

福井県

福井県

越前古窯拠点整備事業

越前古窯を全国に情報発信するとともに、陶芸公園内に魅⼒ある拠点施設を
整備（⼯事費）

586,210,200

430,382,400 越前町⼩曽原

福井県

福井県

産業団地広報事業

WEBサイト「福井県企業⽴地ガイド」の管理・保守、データ更新

712,800

498,000 福井県内⼀円

福井県

福井県

嶺南地域研究開発型企業等⽴地促進事業

嶺南地域に⽴地した研究開発型企業の研究開発活動を⽀援するため、研究
開発費を助成（2社 3件）

福井県

福井県

企業的園芸⽀援事業

企業的農業経営へ新規参⼊する法⼈の誘致活動（展⽰会出展、広告掲
載、セミナー開催等）および企業に対する施設整備等⽀援（4社 5件）

福井県

福井県

温排⽔漁場環境調査事業

温排⽔の拡散状況調査、広域漁場環境調査

2,501,283

2,132,000 福井県内沿岸域（嶺南）

福井県

福井県

教職員パソコン等配置事業

県⽴⾼等学校等の教員が教務等に⽤いるパソコン等の整備・保守管理（県
下43校 12ヶ⽉分）

4,633,704

4,633,704 福井県内⼀円

50,990,040

238,075,000

34,325,062

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

41,729,000 敦賀市⻑⾕

7,348,904 福井県内外⼀円

175,116,000 福井市、⼩浜市

25,977,000 福井県内⼀円

備考

平成２８年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

福井県

福井県

県⽴学校等情報ネットワーク推進事業

クラウドの活⽤による県⽴学校間のネットワーク・サーバ等の整備・保守管理等
（県下43校 12ヶ⽉分）

福井県

福井県

CAI学習装置整備事業

福井県

福井県

福井県

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

118,713,600

118,713,600 福井県内⼀円

県⽴の⾼等学校・特別⽀援学校のコンピュータ室で使⽤するコンピュータ等の整
備・保守管理（県下53校 12ヶ⽉分）

34,686,661

33,321,789 福井県内⼀円

県⽴学校教育情報化推進事業

県⽴学校の普通教室等に整備しているコンピュータ等の保守管理（県下43校
12ヶ⽉分）

3,089,016

3,089,016 福井県内⼀円

福井県

産業教育実習⽤コンピュータ整備事業

職業系⾼等学校に整備してきた実習⽤コンピュータの保守管理（県下11校
12ヶ⽉分）

32,423,372

32,361,111 福井県内⼀円

福井県

福井県

すみずみ⼦育てサポート事業

疾病や就職活動等で⼀時的に⼦育て⽀援が必要となる⼦育て家庭に対して
市町が実施するサポート事業（⼀時預かり、保育所送迎など）に要する経費
への補助（17市町）

59,184,000

47,464,000 福井県内⼀円

福井県

福井県

獣害防⽌ネット柵整備⽀援事業

市町が⾏う獣害防⽌ネット柵の整備に対する補助（整備延⻑ L=6.1km）

13,947,000

11,820,000 勝⼭市、永平寺町、越前町、⾼浜町

福井県

福井県

ふくい健康の森テニスコート張替⼯事

⽼朽化したテニスコートのコート張替

93,058,200

68,881,000 福井市真栗町

福井県

福井県

エネルギー研究開発拠点化推進事業

「エネルギー研究開発拠点化推進会議」の運営（会議開催費＝会場設営
費、委員報償費、旅費等）

福井県

福井県

陽⼦線がん治療施設整備事業

陽⼦線がんセンターの運営に必要な機器備品（ボーラス・コリメータ⼯作操作
盤PC更新、モンテカルロ及び三次元線量分布解析計算機更新等）類を整備

25,799,040

4,158,000

福井県

福井県

⾼浜海岸海岸保全施設整備事業

⾼浜海岸の⽼朽化した練⽯積護岸を補強するとともに、護岸上部を管理通路
として整備
（全体概要︓護岸⼯ L=391.3m 舗装⼯ L=391.5m、H28概要︓舗
装⼯ L=106.1ｍ）

福井県

福井県

「福井しあわせ元気国体」テクノポート福井総合公園芝⽣
広場拡張事業

サッカー競技実施に向けたテクノポート福井総合公園芝⽣広場拡張⼯事

福井県

福井県

産業団地整備事業補助⾦

福井県

福井県

福井県

148,272

148,272 敦賀市⻑⾕

19,977,141 福井市四ツ井

3,500,000 ⾼浜町中津海〜鐘寄

65,373,000

45,836,000 坂井市三国町

市町等が実施する産業団地の整備に要する経費の⼀部を補助（1件/美浜
町）

137,000,000

78,807,000 福井県内⼀円

福井県教育総合研究所整備事業

廃校となる春江⼯業⾼校の施設を整備し、教育博物館の開設やハイレベルな
理科実験が可能なサイエンスラボ設備の導⼊等により、福井の教育の発信、研
究、相談機能を強化した教育総合研究所として開所。

341,935,330

339,537,000 坂井市春江町

福井県

ふるさと企業⼈材確保⽀援事業

合同企業説明会「ふるさと企業魅⼒発⾒キャリアフェア」を福井県内（サンドー
ム福井）で開催し、企業の⼈材確保を⽀援し、県内企業への就職を促進
（246社､1,010⼈参加）

4,049,193

3,381,929 福井県内⼀円

福井県

福井県

廃炉ビジネス参⼊企業⽀援事業

敦賀商⼯会議所が実施する廃炉ビジネス参⼊企業⽀援事業（廃⽌措置⼯
事で必要となる18種類の資格取得のための講習費・受検費⽤の助成）への
補助（補助⾦、広報費等）

244,434

244,434 敦賀市神楽町

福井県

福井県

不妊治療費助成事業

特定不妊治療費の⼀部助成（男性不妊の上乗せあり）

13,194,053

8,302,918 福井県内⼀円

備考

平成２８年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

交付⾦事業の名称

福井県

福井県

福井県地域活性化基⾦〔企業⽴地促進〕

福井県

福井県

福井県

越前市

福井県

南越前町

福井県

交付⾦事業の概要
⼯場等の新増設に対する補助を通じて県内への企業⽴地を促進する事業を
実施するための基⾦を造成

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

354,229,000

354,229,000 福井県内⼀円

先端技術産業など有望分野への設備投資に対する補助を通じて県内企業の
福井県地域活性化基⾦〔先端産業創出企業⽀援特例補
県外流出防⽌や、本県経済の活性化を促進する事業を実施するのための基
助⾦〕
⾦を造成

199,004,000

199,004,000 福井県内⼀円

越前市防災⾏政無線管理事業

越前市の防災⾏政無線施設（親卓、中継局、地区遠隔制御装置、屋外拡
声⼦局、⼾別受信機等）の維持管理事業（12ヶ⽉分）への補助

2,231,712

防災⾏政無線等整備事業

南越前町の防災⾏政無線施設および⾳声告知放送設備の整備事業への補
助（再送信⼦局９局、屋外拡声⼦局45局、遠隔制御装置⼀式）

470,815,200

福井市

地域内移動網バス運営事業

公共交通機関の空⽩地域に対するコミュニティバス運⾏事業（12ヶ⽉分）へ
の補助

5,629,115

福井県

⼤野市

和泉保育園維持運営事業

和泉保育園の維持運営経費（⼈件費3名 12ヶ⽉分）への補助

15,566,298

6,322,000 ⼤野市朝⽇

福井県

⼤野市

⼤野市図書館維持運営事業

⼤野市図書館の維持運営経費（⼈件費3名 12ヶ⽉分）への補助

19,202,695

6,323,000 ⼤野市天神町

福井県

勝⼭市

図書館維持運営事業

勝⼭市⽴図書館の維持運営経費（⼈件費9名 12ヶ⽉分）への補助

23,913,300

15,000,000 勝⼭市昭和町

福井県

永平寺町

永平寺町⼦育て⽀援施設維持運営事業

上志⽐幼児園の維持運営経費（⼈件費4名 12ヶ⽉分）への補助

13,568,400

11,300,000 永平寺町⽯上

福井県

⼩浜市

御⾷国若狭おばま⾷⽂化館維持運営事業

御⾷国若狭おばま⾷⽂化館の維持運営経費（⼈件費7名 12ヶ⽉分）への
補助

27,455,539

17,250,000 ⼩浜市川崎

福井県

⼩浜市

⼩浜市社会教育施設維持運営事業

⽂化館および公⺠館の維持運営経費（⼈件費12ヵ所24名 12ヶ⽉分、電
気代9ヵ所 11ヶ⽉分）への補助

53,097,511

34,310,000 ⼩浜市⼤⼿町 他11件

福井県

⼩浜市

⼩浜市学校給⾷施設維持運営事業

⼩浜市内の学校教育施設14ヶ所の維持運営経費（⼈件費44名 12ヶ⽉
分、電気料11ヶ⽉分）

98,244,055

70,851,000 ⼩浜市駅前町 他13件

福井県

若狭町

若狭町保育所維持運営事業

若狭町内の保育所7ヶ所の維持運営経費（⼈件費44名 12ヶ⽉分）への補
助

173,827,493

120,583,000 若狭町井崎 他6件

福井県

若狭町

若狭町社会教育施設維持運営事業

三⽅図書館および若狭三⽅縄⽂博物館の維持運営経費（⼈件費5名 12ヶ
⽉分）への補助

21,458,017

20,000,000 若狭町中央 他1件

福井県

若狭町

パレア若狭維持運営事業

パレア若狭の維持運営経費（⼈件費10名 12ヶ⽉分）への補助

45,794,614

25,000,000 若狭町市場

福井県

⼤野市

舗装補修事業その１

市道の舗装補修⼯事等への補助（不陸整正 A=100㎡、表層⼯ A=100
㎡等）

11,608,920

9,600,000 ⼤野市春⽇三丁⽬地域

福井県

⼤野市

舗装補修事業その２

市道の舗装補修⼯事等への補助 （不陸整正 A=1,320㎡、表層⼯
A=1,340㎡等）

6,424,920

4,800,000 ⼤野市春⽇三丁⽬地域

福井県

⼤野市

⽔路整備事業

集中豪⾬により氾濫する⽔路の整備⼯事等への補助（施⼯延⻑ L=28.7m
等)

7,246,800

6,400,000 ⼤野市朝⽇

838,000 越前市⼀円

74,432,000 南越前町⼀円

4,700,000 福井市美⼭地区

備考

平成２８年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

福井県

⼤野市

荒島地区簡易⽔道施設改良事業

配⽔池の防⾷⼯事（A=186m2)等への補助

7,992,000

6,400,000 ⼤野市蕨⽣

福井県

⼤野市

⽊本地区簡易⽔道施設改良事業

滅菌室を維持管理に適した位置へ移設する⼯事への補助

5,691,600

4,720,000 ⼤野市⽊本

福井県

⼤野市

⻄富⽥地区簡易⽔道施設改良事業

⽔道送配⽔管の更新⼯事への補助（送⽔管、配⽔管 各 L=247.9m）

10,897,200

8,800,000 ⼤野市⽥野

福井県

⼤野市

和泉地区簡易⽔道施設改良事業

滅菌器およびパルス式流量計の購⼊への補助

1,155,600

900,000 ⼤野市⾓野

福井県

⼤野市

あっ宝んど施設修繕事業

プールの塗装、空調設備等の更新⼯事への補助

福井県

越前町

⽶ノ地区集会施設改修事業

集会施設の駐⾞場外壁の補修（A=78m2)の⼯事等への補助

3,564,000

3,300,000 越前町⽶ノ

福井県

越前町

越前海岸周辺施設改修事業

越前海岸周辺施設（公衆トイレ）の改修⼯事への補助

1,911,700

1,911,700 越前町⽶ノ 他1件

福井県

越前町

アクティブハウス越前修繕事業

プールのスチームサウナ等の修繕⼯事への補助

5,502,000

5,502,000 越前町厨

福井県

越前町

アクティブランド体育館改修事業

体育館ステージの照明の改修⼯事への補助

3,412,800

3,000,000 越前町厨

福井県

勝⼭市

農業⽤⽔路修繕事業

⽼朽化した農業⽤⽔路の修繕のための⽬地補修⼯事（71箇所､
L=1,401m）等への補助

4,568,400

4,213,000 勝⼭市⼤渡地域

福井県

坂井市

学校給⾷施設維持運営事業

坂井市内の学校給⾷施設の維持運営経費（⼈件費7名 12ヶ⽉分）への補
助

5,090,000

4,700,000 坂井市丸岡町 他4件

福井県

越前市

越前市防災⾏政無線施設運営事業

防災⾏政無線施設の保守点検事業（12ヶ⽉分）への補助

4,371,840

2,900,000 越前市⼀円

福井県

池⽥町

池⽥町なかよしこども園維持運営事業

池⽥町なかよしこども園の維持運営経費（5名 12ヶ⽉分）への補助

17,647,767

7,192,000 池⽥町⼭⽥

福井県

若狭町

若狭町学校給⾷施設維持運営事業

若狭町内の学校給⾷施設5ヶ所の維持運営経費（⼈件費12名 12ヶ⽉
分）への補助

49,772,685

11,053,000 若狭町北前 他4件

福井県

越前町

⽩浜（城崎）漁港改良事業 （上期）

離岸堤の嵩上のための消波ブロック105個の作成および据付⼯事への補助

30,898,800

15,639,000 越前町⾼佐

福井県

越前町

⽩浜（城崎）漁港改良事業 （下期）

側溝（400×400 L=116m、500×500 L=6m）の改良⼯事への補助

6,426,000

5,200,000 越前町⾼佐

福井県

越前町

越前町給付⾦交付事業

⼩売電気事業者等から電気の供給を受けている⼀般家庭、⼯場等に対する
給付⾦

28,032,911

福井県

福井県

原⼦⼒⽴地給付⾦交付事業

⼩売電気事業者等から電気の供給を受けている⼀般家庭、⼯場等に対する
給付⾦

2,041,810,007

福井県

福井県

坂井⾼校施設整備事業

学校再編による⽣徒数の増加に対応するためグラウンドを整備

総事業費

21,090,240

119,290,800

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

16,000,000 ⼤野市南新在家

23,307,000 越前町越前地区

1,259,242,115

美浜町、⾼浜町、おおい町、⼩浜市、
若狭町、敦賀市、南越前町

62,711,400 坂井市坂井町

備考

平成２８年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

福井県

敦賀市

公共施設維持運営事業

福井県

敦賀市

清掃センター運転委託事業

福井県

敦賀市

ゴミ収集業務等委託事業

福井県

敦賀市

敦賀消防署運営事業

敦賀消防署の運営経費（77名分の⼈件費 12ヶ⽉分）

福井県

美浜町

保健福祉センター運営事業

保健福祉センターの指定管理料（12ヶ⽉分）

福井県

美浜町

美浜町エネルギー環境教育体験施設(仮称）整備事業

エネルギー環境教育体験施設(屋外部分）の建設⼯事、展⽰⼯事
※昔体験農家(⽊造平屋建89.44m2）の建築、バッテリーカー倉庫(鉄⾻造
平屋建50.00m2）の建築、バッテリーカー4台の整備、電柱展⽰の整備 等

福井県

美浜町

美浜⻄⼩学校改修⼯事

校舎改修⼯事（外壁改修、教室床改修、⽞関タイル改修、給⾷運搬⽤リフ
ト改修 、児童⽤トイレ改修、多⽬的トイレ新設 等）

福井県

美浜町

保育園運営事業

美浜町内にある3保育園の運営経費（保育⼠等35⼈分の⼈件費 12ヶ⽉
分）

202,178,146

福井県

美浜町

公共施設等維持運営事業

美浜町内にある公共施設の運営経費（13施設 12ヶ⽉分 施設⽤務員4名
分の⼈件費他）

472,693,783

235,852,000 美浜町⼀円

福井県

美浜町

すくすく美浜っ⼦サポート事業

⼦育て⽀援事業（放課後児童クラブ事業、⼦ども医療費助成事業他7事
業）

105,136,227

97,550,000 美浜町⼀円

福井県

美浜町

佐野区内⽔路改良⼯事

集落内⽔路改良⼯事 L＝141.4M

7,803,722

6,000,000 美浜町佐野

福井県

美浜町

公共施設維持運営基⾦造成

美浜町内の公共⽤施設の維持管理・運営を⾏うための基⾦造成事業

15,482,000

15,482,000 美浜町郷市

福井県

おおい町

本郷地区浸⽔被害改善事業

浸⽔被害改善施設整備⼯事
⼯事概要︓貯留槽設置 2,000*35,000*3連 V=1,660m3
排⽔ポンプ 2台（交互並列運転）布設管路延⻑L=762.74m

公共施設の運営経費（敦賀病院68名、図書館1名、保育園81名、公⺠館
5名、清掃センター8名、健康管理センター10名、看護専⾨学校9名、学校給
⾷20名分の⼈件費 12ヶ⽉分）
清掃センター焼却施設、資源化・減容化施設等の運転業務委託（12ヶ⽉
分）
市内のゴミ集積所に集められた家庭ごみ及び側溝汚泥の収集運搬業務委託
（12ヶ⽉分）

福井県

おおい町

⾼齢者等地域⽀え合い事業

⾼齢者に対する様々な⽣活⽀援
介護⽤品⽀給者 1,640⼈
移送サービス利⽤者 346⼈
配⾷サービス利⽤者 1,457⼈ 買い物代⾏利⽤者 241⼈
給⾷サービス利⽤者 1,206⼈ 寝具乾燥消毒サービス利⽤者 194⼈

福井県

おおい町

農業活性化⽀援事業

後継者育成を⽬的とした農業⽤機械等の助成事業
（トラクター1台、コンバイン3台、⽶倉庫空調新設⼯事、農薬散布⽤コプター
1台、精⽶機1台、光選別機1台、パイプハウス 他）

福井県

おおい町

名⽥庄図書館蔵書購⼊事業

図書（約2､600冊）、視聴覚資料（CD 25枚、DVD 15枚）の購⼊

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

885,828,023

279,906,000 敦賀市⼀円

170,591,832

156,930,000 敦賀市櫛川

117,489,420

103,000,000 敦賀市⼀円

242,267,454

218,000,000 敦賀市中央町

25,305,250

20,700,000 美浜町郷市

206,039,160

205,990,000 美浜町丹⽣

71,128,800

71,128,000 美浜町⾦⼭
20,309,000

美浜町久々⼦（みずうみ保育園）他2
件

217,440,000

200,000,000 おおい町本郷

18,649,025

15,500,000 おおい町⼀円

19,088,000

16,000,000 おおい町⼀円

4,596,259

4,500,000 おおい町名⽥庄久坂

備考

平成２８年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

福井県

おおい町

社会福祉施設等運営事業

社会福祉施設等の維持運営費
16施設148名分の⼈件費 12ヶ⽉分（町職員、町⾮常勤職員、町雇⽤者
89名、第３セクター職員等36名、消防職員23名）及び光熱⽔費等 11ヶ
⽉分

福井県

おおい町

⾼等学校等通学費⽀援事業

⼦育て環境整備等を⽬的とした通学⽤定期乗⾞券購⼊に対する助成
（補助率1/2以内、上限︓⽉10,000円）

福井県

おおい町

⼦育て⽀援・障害者医療費助成事業

福井県

おおい町

福井県

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

727,244,675

649,956,000 おおい町⼀円

6,884,000

6,500,000 おおい町⼀円

少⼦化対策等を⽬的とした医療費助成
・⼦ども（15歳に達する⽇以後最初の3⽉31⽇まで）の医療費（県補助を
除く）
・⾝体・精神障害者の医療費（県補助を除く）

21,586,616

19,500,000 おおい町⼀円

間伐材利⽤搬出促進事業

林業振興等を⽬的とした間伐材搬出促進事業（経費助成）
搬出量3,500m3 助成単価3,000円／m3

10,500,000

9,000,000 おおい町⼀円

おおい町

漁家経営構造改善事業

持続的経営体制を構築することを⽬的とした漁家経営⽀援
省エネ機器導⼊助成（補助率2／3以内）、省エネエンジン4基

15,000,000

12,000,000 おおい町⼤島

福井県

おおい町

きのこの森再整備事業

観光施設（きのこの森）の再整備⼯事
（造成、給排⽔設備、⾬⽔設備、電気設備、遊具移設、施設補修 等）

297,000,000

150,000,000 おおい町⿅野

福井県

おおい町

藻場造成事業

⿂類の産卵場等となるアマモの滅失に対する対策
播種基盤材の敷設（700m2）

13,716,000

12,000,000 おおい町⼀円

福井県

おおい町

ＦＴＴＨ整備事業（⽯⼭トンネル地下配管路）

⾼速通信網整備のための地下配管路整備⼯事
（引込柱設置、ハンドホール設置、管路、管路材設置、側溝、舗装、試掘）
管路延⻑ （埋設部）145ｍ（露出部） 5ｍ

8,748,000

6,500,000 おおい町⼀円

福井県

おおい町

ＦＴＴＨ整備事業（幹線光ケーブル配線）

⾼速通信網整備のための光ケーブル配線⼯事（28－29継続）
（光成端架新設、光配線ケーブル新設、コンクリート柱新設、⽀線取付 等）
光ケーブル延⻑ 架空42.5Km 地下7.9Km

187,464,595

18,500,000 おおい町⼀円

福井県

おおい町

道路維持補修事業（町道⽯⼭久保堤防線）

道路舗装補修⼯事
施⼯延⻑L＝190m 舗装⾯積A＝897m2

5,022,000

4,200,000 おおい町久保

福井県

おおい町

道路維持補修事業（町道岡安⼤⾨線）

道路舗装補修⼯事
施⼯延⻑L＝261.7m 舗装⾯積A＝1,293.5m2

9,666,000

8,000,000 おおい町岡安

福井県

おおい町

道路維持補修事業（町道挙野堂本線）

道路舗装補修⼯事
施⼯延⻑L＝176.8m 舗装⾯積A＝1,011.5m2

5,670,000

5,200,000 おおい町名⽥庄堂本

福井県

おおい町

道路維持補修事業（町道兵瀬⼩倉畑線）

道路舗装補修⼯事
施⼯延⻑L＝389.8m 舗装⾯積A＝1,868.5m2

10,800,000

福井県

おおい町

道路改良事業（町道中村線）

道路改良⼯事
施⼯延⻑L＝111.7m
舗装⾯積A＝891.1m2（本線舗装803.6m2、取付舗装87.5m2）
その他（擁壁、排⽔、防護柵、区画線）

23,058,000

9,300,000

おおい町名⽥庄⼩倉畑

19,500,000 おおい町名⽥庄中

備考

平成２８年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

福井県

おおい町

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

町営⻑井住宅上下⽔道管布設事業

下⽔道管布設⼯事 下⽔道管布設延⻑L＝423.7m
⽔道管布設⼯事 配⽔管改良延⻑L＝61.9m
配⽔管布設延⻑L＝475m、消⽕栓設置 3箇所、給⽔管布設 29⼾

43,437,600

20,000,000 おおい町⻑井

施設補修⼯事
汚⽔処理槽等補修 防⾷被覆⼯A＝892m2
屋根アスファルト防⽔補修 ⼀式
機械設備改修（ブロワー、原⽔ポンプ、調整ポンプ、放流ポンプ 等）

72,252,000

65,000,000 おおい町⼤島

43,308,000

40,000,000 おおい町名⽥庄久坂

8,336,000

5,000,000 おおい町名⽥庄久坂

福井県

おおい町

⻄村２号処理場汚⽔処理槽等補修事業

福井県

おおい町

施設改修等⼯事
学校給⾷センター給湯管・蒸気管改修・空調設備整備事
（⾼圧受変電設備、幹線動⼒設備、冷暖房設備、給湯設備、蒸気設備
業
等）

福井県

おおい町

中学⽣海外派遣事業

町内2中学校の⽣徒を対象にした海外派遣（ニュージーランド・ハミルトン近郊
中学2年⽣13名、引率者4名 派遣期間16⽇間）

福井県

おおい町

⼩型動⼒ポンプ付積載⾞購⼊事業（おおい消防団第２
分団第１部、第５分団第２部）

⼩型動⼒ポンプ積載⾞購⼊ （２台、乗⾞⼈員６名、四輪駆動）

11,448,000

4,449,600

3,800,000 おおい町成和

8,316,000

6,300,000 おおい町本郷

10,000,000 おおい町岡安、名⽥庄下

福井県

おおい町

図書館・史料館⾮常放送設備機器購⼊事業

⾮常放送設備機器購⼊
ラック型防災アンプ（10局240W）、天井埋込式スピーカー 25台
天井露出型スピーカー 12台、壁掛け型スピーカー 4台
その他（アッテネータ、電動カットリレー、⼦時計増幅器 等）

福井県

おおい町

本郷第２児童公園整備事業

公園整備⼯事
擁壁⼯ 26m 舗装⼯ 360m2 排⽔構造物⼯ 147.5m 防護柵⼯
54m 等

福井県

おおい町

館区浸⽔被害改善事業

排⽔改善施設整備⼯事（H28-H30継続）
⼀般⼟⽊⼯⼀式 ゲート設備⼯⼀式 機械設備⼯⼀式 電気設備⼯⼀式

41,000,000

30,000,000 おおい町本郷

福井県

おおい町

河川改良事業（堀越⾕川）

河川改良⼯事
⼟⼯ ⼀式 護岸⼯ 489m2 取壊⼯ 68.4m2 仮設⼯ ⼀式

34,884,000

34,000,000 おおい町名⽥庄納⽥終

福井県

おおい町

防⽕⽔槽整備事業（⼩堀）

防⽕⽔槽設置
新設１基（40m3、⼩堀）

9,885,000

8,500,000 おおい町⼩堀

154,008,000

145,000,000 おおい町本郷

福井県

おおい町

⼤飯清掃センター機器等補修事業

保守点検整備
受⼊供給設備、焼却設備、築炉設備、余熱利⽤設備などの保守点検
機器等補修⼯事
築炉設備、給排⽔設備、排⽔処理設備、余熱利⽤設備などの改修

福井県

おおい町

総合町⺠センター排煙窓等改修事業

総合町⺠センター排煙窓等改修⼯事
排煙窓改修⼯事 ⼀式 ⾮常照明改修⼯事 ⼀式

4,611,600

4,000,000 おおい町本郷

福井県

おおい町

総合運動公園体育館等空調監視装置改修事業

総合運動公園体育館等空調監視装置更新⼯事
中央監視盤更新 ⼀式 リモート制御盤更新 ⼀式

15,984,000

15,000,000 おおい町成和

備考

平成２８年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

福井県

おおい町

総合運動公園野球場バックネット等改修事業

総合運動公園野球場バックネット等改修⼯事
バックネット改修 （防球ネット（A）365m2 防球ネット（B）73m2）
防球クッション取付 ⼀式 、ホームランゾーン識別マット設置 186.5m 等

28,371,600

23,000,000 おおい町成和

福井県

おおい町

ふるさと交流センター照明改修事業

ふるさと交流センター照明改修⼯事
照明器具設備⼯事 ⼀式 既存照明器具設備撤去⼯事 ⼀式

14,613,480

14,000,000 おおい町名⽥庄久坂

福井県

おおい町

名⽥庄中学校プール改修事業

名⽥庄中学校プール改修⼯事
プール本体 （FRP製、25m×13m、3段⽔深）
電気設備改修⼯ ⼀式 、機械設備改修⼯ ⼀式

73,400,000

65,000,000 おおい町名⽥庄⼩倉

148,000,000

30,000,000 おおい町名⽥庄⼩倉

福井県

おおい町

園芸作物⽣産拡⼤推進事業

農業従事者の後継者育成等を⽬的とした⾃然光利⽤型連棟ハウス整備の補
助
⾓ドーム型ハウス⼯ 11式（8m×11m） ⾃動カーテン装置⼯ 11式
養液栽培装置⼯ 1式 暖房機装置⼯ 11式 他

福井県

おおい町

⽔産物供給基盤機能保全事業（あかぐり海釣桟橋）

あかぐり海釣公園維持補修⼯事
渡り桟橋部L=100m 橋梁塗装⼯A=941.3m2

福井県

おおい町

漁港施設外灯設置事業

福井県

おおい町

福井県

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

16,416,000

16,000,000 おおい町⼤島

漁港施設整備⼯事
道路灯（2灯式・LED灯） 3基

5,238,000

4,300,000 おおい町⼤島

学校給⾷センタートイレ等改修事業

学校給⾷センタートイレ等改修⼯事
調理室⼿洗い増設 、トイレ改修

3,531,600

3,000,000 おおい町本郷

おおい町

公共⽤施設維持運営基⾦造成事業

社会福祉施設等運営事業の運営のための基⾦造成事業

487,000,000

487,000,000 おおい町⼀円

福井県

おおい町

除雪機械管理事業

冬季の良好な道路交通等の確保を⽬的とした除雪専⽤機械の管理事業
管理除雪機⾞両台数 35台

5,250,415

4,000,000 おおい町⼀円

福井県

⾼浜町

道路整備事業

町道整備に伴う詳細設計業務（柿ヶ渡線）
業務延⻑ Ｌ＝950M
・測量業務
・設計業務

福井県

⾼浜町

河川改良に伴う⽤地測量業務（堂川）

・⽤地測量業務⼀式
・補償調査業務⼀式

1,404,000

1,140,000 ⾼浜町⽇引地係

福井県

⾼浜町

和⽥地区⾬⽔対策調査業務

・浸⽔被害調査業務⼀式
・対策検討業務⼀式

7,344,000

7,000,000 ⾼浜町和⽥地係

福井県

⾼浜町

⾼浜公⺠館備品購⼊事業

会議⽤机、イス、ブラインド他の購⼊

10,692,000

10,000,000 ⾼浜町宮崎地係

福井県

⾼浜町

地域医療・福祉サービス提供事業

各種予防接種・健診事業、社会福祉協議会運営費（⼈件費分）補助、障
害者雇⽤⽀援事業、⼦ども医療費助成事業他

171,169,240

131,750,000 ⾼浜町⼀円

福井県

⾼浜町

観光振興・地域情報発信事業

観光協会運営費（⼈件費分）補助、観光振興施設指定管理料、夏期花
⽕⼤会補助、夏期海浜警備他

120,793,774

95,600,000 ⾼浜町⼀円

94,953,600

94,953,000 ⾼浜町宮尾地係〜⼭中地係

備考

平成２８年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

福井県

⾼浜町

交付⾦事業の名称
消防施設維持運営事業

交付⾦事業の概要
消防署員16名の⼈件費及び消防団員155名の報酬（12ヶ⽉分）
有線放送保守業務、有線放送施設電気料、衛星携帯電話使⽤料（12ヶ
⽉分）
ラジコンヘリコプターによる⽔稲航空防除への補助
散布⾯積 延べ378Hａ
各世帯（4147世帯）への配布・回覧⽂書等の配布に対する区⻑会への⼿
数料

福井県

⾼浜町

通信施設維持運営事業

福井県

⾼浜町

⽔稲航空防除補助事業

福井県

⾼浜町

住⺠サービス情報提供・発信事業

福井県

⾼浜町

防犯・交通安全対策事業

防犯隊員155名、交通指導員19名への報酬
夏期交通整理業務延べ52名
町有外灯電気料、区有外灯電気料補助等

福井県

⾼浜町

公共施設運営事業

町内１７公共施設165名の⼈件費、電気料、指定管理料、機械警備業務
委託料他（12ヶ⽉分）

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

232,682,083

73,000,000 ⾼浜町⼀円

9,270,874

8,550,000 ⾼浜町⼀円

4,475,062

4,000,000 ⾼浜町⼀円

7,870,470

6,700,000 ⾼浜町⼀円

12,917,290

9,800,000 ⾼浜町⼀円

1,048,254,723

773,500,000 ⾼浜町⼀円

福井県

⾼浜町

福祉施設維持運営事業

・外壁改修 Ａ＝27m2
Ｌ＝81.8M
・ｼｰﾘﾝｸﾞ打替Ｌ＝1797.1M
・⾼圧ケーブル、⾼圧交流負荷開閉器他更新

福井県

⾼浜町

学校教育施設維持運営事業

⼩学校空調設備更新1室、中学校デジタル教科書6種11ﾗｲｾﾝｽ購⼊、通学
バス運⾏1760便他

41,518,251

福井県

⾼浜町

国際交流事業

中学⽣10名をオーストラリアへ派遣し、ホームステイを体験させることで、また、⼩
学校へ外国⼈英語指導助⼿を派遣し、英語や外国⼈に触れ合うことで、児童
⽣徒の国際感覚を養う。

10,495,122

福井県

⾼浜町

社会教育施設維持運営事業

図書館図書の購⼊3843冊、図書館システムリース料

福井県

⾼浜町

中央体育館駐⾞場整備事業

・外構舗装⼯ Ａ＝8290m2
・落⽯防⽌柵⼯ Ｌ＝56M
・⾬⽔調整槽 2ヶ所

福井県

⾼浜町

町営住宅改修⼯事施⼯監理業務

町営住宅改修⼯事に係る施⼯監理業務

道路改良⼯事（若宮海岸線）

施⼯延⻑ Ｌ＝21.8M
・⽔路⼯
Ｌ＝8.5M
・舗装⼯事
Ａ＝144.1m2
・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ⼯ Ｌ＝12.0M

32,227,200

31,000,000 ⾼浜町畑地係

道路整備に伴う測量調査設計業務

町道３路線
・測量業務⼀式
・地質調査業務⼀式
・設計業務⼀式

24,823,800

20,000,000 ⾼浜町中⼭地係他2件

河川改良⼯事及び測量調査設計業務

・河川改良⼯事（たじ川）
施⼯延⻑Ｌ＝79.5M
法⾯⼯Ａ＝30.0m2
・⽤地測量、実施設計業務
⽤地測量Ａ＝22000ｍ2

29,462,400

25,500,000 ⾼浜町⾞持地係他2件

福井県

福井県

福井県

⾼浜町

⾼浜町

⾼浜町

9,835,560

9,700,000 ⾼浜町和⽥・緑ヶ丘地係

37,900,000 ⾼浜町⼀円

9,000,000 ⾼浜町⼀円〜オーストラリア

8,829,876

8,500,000 ⾼浜町⽴⽯地係

84,456,000

80,000,000 ⾼浜町宮崎地係

4,860,000

4,800,000 ⾼浜町緑ヶ丘地係

備考

平成２８年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

福井県

⾼浜町

公共下⽔道事業変更認可業務

公共下⽔道事業計画変更に伴う変更申請図書の作成

福井県

⾼浜町

遠⽅監視システムサーバー更新⼯事

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

6,588,000

6,500,000 ⾼浜町⼀円

遠⽅監視システム機器の更新
簡易⽔道施設 8ヶ所
集落排⽔施設 25ヶ所

49,131,360

43,000,000 ⾼浜町⼀円

15,336,000

12,000,000 ⾼浜町⼀円

20,913,000

10,000,000 ⾼浜町⼀円

福井県

⾼浜町

⽔難救助艇購⼊事業

⽔難救助艇の購⼊
ヤンマーFZ30/6LP-WSTZY
法定安全備品⼀式
ｵﾌﾟｼｮﾝ備品⼀式

福井県

⾼浜町

⽔産振興事業

漁船⽤省エネエンジン購⼊費補助 5台

福井県

⾼浜町

漁港機能保全簡易調査業務

漁港機能保全簡易調査 Ａ＝14712ｍ2

福井県

⾼浜町

⾼浜漁港再整備事業

潮位調査 212⽇
⾵向⾵速調査 7ヶ⽉
ボーリング調査 N＝6ヶ所
6次産業施設基本設計

福井県

⾼浜町

園芸産地育成強化事業

⾃然光利⽤型連棟ハウスの整備（イチゴ栽培）
栽培棟４棟 Ａ＝4860ｍ2
育苗棟１棟 Ａ＝600ｍ2

福井県

⾼浜町

⼩学校情報教育ネットワーク機器更新事業

情報ネットワーク機器更新
センタースイッチ ４ｾｯﾄ
フロアスイッチ １７セット
設置費

福井県

⾼浜町

⾼浜町公共⽤施設運営基⾦造成事業

福井県

⾼浜町

福井県

⾼浜町

2,814,480

2,000,000 ⾼浜町上瀬地係

31,471,200

24,000,000 ⾼浜町塩⼟地係

170,392,000

50,000,000 ⾼浜町和⽥地係

5,593,320

4,500,000 ⾼浜町⼀円

⾼浜町公共⽤施設（39施設）の運営を⾏うための基⾦造成事業

186,911,000

186,911,000 ⾼浜町⼀円

体育施設維持運営事業

中央体育施設擁壁改修⼯事及び中央体育館解体⼯事
本体建物Ａ＝2394.32ｍ2

260,013,240

260,000,000 ⾼浜町宮崎地係

次世代⼤規模施設園芸整備補助事業

⽣産・加⼯・流通の機能を備えた⼤規模園芸施設の整備に対しての補助⾦
（補助対象︓1事業者）

524,175,000

104,835,000 ⾼浜町安⼟地係

※⾼浜町 次世代⼤規模施設園芸整備補助事業の総事業費を「104,835,000円」から「524,175,000円」へ修正（令和2年5⽉21⽇）

備考

