令和元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

若狭湾エネルギー研究センター維持運営事業

福井県

福井県

陽⼦線がん治療施設運営事業

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

福井県

福井県

産業団地整備補助事業

福井県

福井県

陽⼦線がん治療利⽤促進事業

福井県

福井県

教育ICT環境整備事業

福井県

福井県

県⽴学校等情報ネットワーク推進事業

福井県

福井県

CAI学習装置整備事業

福井県

福井県

産業教育実習⽤コンピュータ整備事業

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

福井県

福井県

海浜⾃然センター設備等修繕事業

福井県

福井県

県⽴⾳楽堂⾳響設備修繕事業

福井県

福井県

温排⽔漁場環境調査事業

福井県

福井県

嶺南新産業創出⽀援事業

福井県

福井県

企業⽴地促進補助事業

福井県

福井県

県内成⻑企業⽣産拠点拡⼤促進補助事業

福井県

福井県

嶺南地域研究開発型企業等⽴地促進補助事業

福井県

福井県

定置漁業・底曳網漁業振興対策事業

福井県

福井県

陽⼦線がん治療施設整備事業

福井県

福井県

産業教育設備整備事業

福井県

福井県

農業経営学習施設整備事業

福井県

福井県

不妊治療費助成事業

交付⾦事業の概要
若狭湾エネルギー研究センターの管理運営、科学機器・装置等の保守管理経
費（指定管理12ヶ⽉分）
福井県陽⼦線がん治療センターの治療施設の維持管理・治療装置の運転維
持等（電気代11ヶ⽉分、治療装置運転・維持・保守業務委託、
MRI/PET/CT装置保守点検業務委託、ポーラス・コリメータの製作業務委託
12ヶ⽉分）
情報通信基盤の根幹である「福井県情報スーパーハイウェイ」の管理運営（運
⽤保守業務委託12 ヶ⽉分）
市町が⾏う産業団地整備事業に対する市町への補助
治療技術の向上や利⽤環境づくりを推進するため、⼤学との共同研究や海外
からの患者の受⼊環境の整備、普及啓発活動を実施
板書時間の短縮による授業の効率化等のため、プロジェクター等のICT機器を
導⼊（15校、289教室）活⽤⽀援のためのヘルプデスクの設置
クラウドを活⽤した県⽴学校間のネットワークサーバ等の整備・保守管理（県下
42校、12ヶ⽉分）
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パソコン・ネットワー
ク環境の保守管理（県下38校、12ヶ⽉分）
職業系⾼等学校で使⽤するコンピュータ等ほ整備およびパソコン・ネットワーク環
境の整備（県下11校、12ヶ⽉分）
若狭湾エネルギー研究センター内の電話交換機更新
海浜⾃然センターに設置されている3Dシアターの映像機器や制御機器等の設
備更新（プロジェクター、メモリープレーヤー等）
県⽴⾳楽堂⼤⼩ホールの⾳響設備の更新（⾳響調整卓および周辺機器、ワ
イヤレスマイク、移動⽤スピーカー）
温排⽔の拡散状況および広域漁場環境調査
新たな産業の創出・育成を図ることを⽬的とした嶺南地域の企業等が⾏う新製
品・新技術の開発等に対する⽀援事業
県内への企業⽴地を促進するため、⼯場等の新増設に対して助成（4件）
県内企業の県外流出防⽌や、本県経済の活性化を促進するため、先端技術
産業など有望分野への設備投資に対して助成（1社）
嶺南地域に⽴地する研究開発型企業の研究開発活動を⽀援するための研究
開発費を助成（2件）
安定的な漁獲確保や漁業経営体（漁協等）の経営基盤強化を図るため、
漁協等が⾏う⽣産量の増加に向けた施設整備（2件）、経営指導研修会等
（1件）を⽀援
陽⼦線がん治療センターを安定的に運営するため、必要な機器・備品等の整
備を⾏う。（エアコンの設置、全⾃動⾎圧計、簡易尿量測定超⾳波装置、メ
ディカルディスクＰＣの購⼊）
県⽴⾼等学校39校のうち農業、⼯業、商業、⽔産、家庭等に関する学科を
設置している学校において、産業教育実施に必要な実験実習設備の整備や
更新を実施
農業経営学習施設で必要な備品等の整備を実施（厨房設備、物品販売所
設備、レストラン備品）
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減し、治療を受ける機会を増や
すため、体外受精または顕微授精等に要した治療費の⼀部を助成（191
件）

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

473,341,000

66,795,604 敦賀市⻑⾕

419,324,606

70,076,396 福井市四ツ井

81,750,000
356,900,000
9,528,540

81,000,000 福井県内１６ヶ所
297,045,000 福井県⼀円
9,400,000 福井市四ツ井

151,235,100

108,232,000 福井県⼀円

147,195,780

147,195,000 福井県⼀円

41,879,478

41,879,000 福井県⼀円

35,210,912

35,040,000 福井県⼀円

14,135,000

13,534,000 敦賀市⻑⾕

4,536,000

3,311,000 若狭町世久⾒

93,500,000

78,386,000 福井市今市町

2,589,099
17,248,388

1,899,000 福井県周辺
2,570,000 福井県嶺南地域

841,388,000

390,136,000 福井県⼀円

322,244,000

305,346,000 福井県⼀円

158,334,000

158,334,000 福井県⼀円

47,167,371

40,628,000 福井県⼀円

7,568,996

6,014,000 福井市四ツ井

29,375,136

23,666,000 福井県⼀円

12,103,878

11,333,000 ⼩浜市⾦屋

16,197,555

11,230,000 福井県⼀円

令和元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

すみずみ⼦育てサポート事業

福井県

福井県

⿃獣害のない⾥づくり推進事業（有害獣捕獲補助⾦）

福井県

福井県

獣害防⽌ネット柵整備⽀援事業

福井県

福井県

エネルギー研究開発拠点化計画改定事業

福井県

福井県

「年縞」活⽤推進事業

福井県

福井県

三⽅五湖のヒシ対策事業

福井県

福井県

福井県地域活性化基⾦造成事業［企業⽴地促進補助
事業］

福井県

福井県

福井県地域活性化基⾦造成事業［産業団地整備事
業］

福井県

福井県

実習船「雲⻯丸」建造事業

福井県

福井県

原⼦⼒⽴地給付⾦交付事業

福井県

福井県

越前町給付⾦交付事業

福井県

越前市

越前市防災⾏政無線運営事業

福井県

福井市

地域内移動網バス運営事業

福井県

⼤野市

舗装補修事業その1（市道北⼤野駅上中野線）

福井県

⼤野市

舗装補修事業その2（市道⼤野⾼校東線）

福井県

⼤野市

市営バス和泉3線⾞両購⼊事業

福井県

⼤野市

菖蒲池簡易⽔道施設改良事業

福井県

越前町

定置漁業・底曳網漁業振興対策事業

福井県

池⽥町

池⽥町なかよし⼦ども園維持運営事業

福井県

若狭町

若狭町学校給⾷施設維持運営事業

交付⾦事業の概要
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
に対する補助（15市町 延べ38,432⼈）
農作物への⿃獣被害を軽減するため、市町が実施する有害獣の捕獲に要する
経費に補助（17市町 18,540頭）
市町が実施する獣害防⽌ネット柵の整備に対する補助（整備延⻑
L=2.3Km）
「エネルギー研究開発拠点化計画」の⾒直しに向けた国内外のエネルギー、原
⼦⼒を活⽤した地域振興事例等の調査、「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）
年縞博物館の研究備品、年縞展⽰ケース、図書等の整備
航路阻害や悪臭、⽣態系への悪影響、湖景観の悪化を解消するため、三⽅
湖に繁茂するヒシの刈り取り（144ha）を実施
産業構造の⾼度化ならびに雇⽤機会の拡⼤を図るため、誘致企業に対し、県
内への初期投資負担軽減および事業活動⽀援となる企業⽴地促進補助事
業を実施するための基⾦を造成
産業構造の⾼度化ならびに雇⽤機会の拡⼤を図るため、産業団地整備事業
補助事業を実施するための基⾦を造成
若狭⾼校の実習船「あおば」の⽼朽化に伴い、船名を「雲⿓丸」とした新しい実
習船を建造するため、詳細設計を実施
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
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
緊急時に地域住⺠へ確実に災害・避難状況を伝達できる⼿段を確保するた
め、避難所、災害対策本部・パトロール⾞両間の相互の通信を⾏う移動系無
線設備の維持管理費への補助
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への補助
道路整備L=570.9M
⼟⼯１式 表層⼯ A=1,910ｍ2 不陸整正⼯ A=1,910m2 区画線設
置⼯ １式
施⼯延⻑L=415.5M
⼟⼯１式 表層⼯ A=1,360m2 不陸整正⼯ A=1,360m2 区画線設
置⼯ １式
⾞両更新 N＝１台
施⼯延⻑ L=211.1M、配⽔管布設⼯事 DIP-NSEφ150 L=166.1M
HPPE φ150 L=30.5M（内橋梁添架L=25.0M）、 VP φ75
L=2.5M、⼟⼯ N=1式、取壊⼯ N=1式、舗装⼯ A=241m2

福井県

若狭町

福井県

南越前町

今庄365スキー場⾼圧ケーブル更新事業

安定的な漁獲確保や漁業経営体（漁協等）の経営基盤強化を図るため、
漁協等が⾏う⽣産量の増加に向けた施設整備を⽀援
池⽥町なかよしこども園の運営経費（10ヶ⽉分、保育⼠4⼈分の⼈件費）
若狭町内にある学校給⾷施設の運営経費（4箇所、10ヶ⽉分、調理員4名
分の⼈件費）
若狭町内にある社会社会教育施設の運営経費（1箇所、10ヶ⽉分、職員8
⼈分の⼈件費）
⾼圧ケーブル更新 Ｌ＝600M

福井県

南越前町

河野診療所・河野保健福祉センター空調設備改修事業

空調設備改修⼯事

若狭町社会教育施設維持運営事業

室内機14台、室外機4台

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

47,719,000

24,928,000 福井県⼀円

137,830,000

43,442,000 福井県⼀円

5,856,000

2,700,000 福井県⼀円

6,890,400

5,425,000 福井県⼀円

1,218,460
13,930,400

1,209,000 若狭町⿃浜
10,381,000 美浜町ほか1件

338,519,000

338,519,000 福井県⼀円

450,750,000

450,750,000 福井県⼀円

8,200,000

7,700,000 ⼩浜市千種

1,983,476,940
26,404,293

1,202,939,851

敦賀市、美浜町、⾼浜町、おおい町、
⼩浜市、南越前町、若狭町

22,478,978 越前町越前地区

1,287,000

1,287,000 越前市⼀円

5,952,145

4,700,000 福井市美⼭地区

9,438,000

6,800,000 ⼤野市中野地係ほか2件

6,976,800

6,000,000 ⼤野市新庄地係ほか１件

3,677,400

3,200,000 ⼤野市⼀円

15,532,000

19,500,000

12,800,000 ⼤野市菖蒲池地係

2,600,000 越前町⽶ノ地係

10,825,100

7,065,000 池⽥町⼭⽥

14,219,180

2,000,000 若狭町三⽥ほか3件

36,256,232

2,798,000 若狭町⿃浜

8,217,000
10,308,100

8,217,000 南越前町板取地係
9,000,000 南越前町甲楽城地係

令和元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

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

福井県

南越前町

定置網漁業振興対策事業

河野村漁業協同組合に対する補助⾦の交付
・箱網 3ケ統 （河今定置網、甲楽城定置網、糠定置網)

福井県

南越前町

湯尾⼩学校放送設備更新事業

放送設備更新⼯事（放送室、体育館、校庭）

10,908,000

10,500,000 南越前町湯尾地係

11,811,800

10,543,000 南越前町牧⾕地係

27,000,000 南越前町河野地係ほか2件

福井県

南越前町

南条⽂化会館空調設備改修事業

空調設備改修⼯事

福井県
福井県

南越前町
⼤野市

町道岩⾕線道路改良事業
⼤野市図書館維持運営事業

5,038,000
13,793,234

4,400,000 南越前町岩⾕地係
10,419,000 ⼤野市天神町

49,406,848

31,932,000 ⼤野市⼀円

図書館維持運営事業
永平寺町⼦育て⽀援施設維持運営事業

施⼯延⻑ L=367.5M A=1,270m2
⼤野市図書館の運営経費（10ヶ⽉分、職員3名分の⼈件費）
⼤野市内にある3箇所の保育園の運営経費（10ヶ⽉分、保育⼠・調理師10
名分の⼈件費）
勝⼭市⽴図書館の運営経費（10ヶ⽉分、職員10⼈分の⼈件費）
上志⽐幼稚園の運営経費（10ヶ⽉分、保育⼠5⼈分の⼈件費）

25,372,600
13,737,200

19,322,000 勝⼭市昭和町
11,400,000 永平寺町⽯上

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運営経費（9ヶ⽉分、職員7名分の⼈件費）

15,176,700

13,322,000 ⼩浜市川崎

37,967,262

34,954,000 ⼩浜市⼤⼿町ほか11件

63,580,986

62,622,000 ⼩浜市⼤⼿町ほか11件

福井県

⼤野市

福井県
福井県

勝⼭市
永平寺町

福井県

⼩浜市

公⽴保育園維持運営事業

福井県

⼩浜市

⼩浜市社会教育施設維持運営事業

福井県

⼩浜市

⼩浜市学校教育施設維持運営事業

福井県

若狭町

若狭町保育所維持運営事業

福井県

若狭町

パレア若狭維持運営事業

福井県

越前町

越前地域福祉センター改修事業

福井県

越前町

四ケ浦⼩学校空調設備整備事業

室内機12台、室外機6台

66,666,000

⼩浜市内にある12箇所の社会教育施設の運営経費（9ヶ⽉分、25名分の
⼈件費、電気代9箇所9ヶ⽉分）
⼩浜市内にある学校教育施設の運営経費（9ヶ⽉分、職員36⼈分の⼈件
費、電気代11箇所、9ヶ⽉分）
若狭町内の保育所の運営経費（７箇所、10ヶ⽉分、保育⼠・調理師45⼈
分の⼈件費）
パレア若狭の運営経費（10か⽉分、職員5⼈分の⼈件費）
⾮常⽤放送設備改修 1式
排⽔中継ポンプ⼊替 2台
浴室シャワー⽔栓取替 8台
浴室鏡取替 20枚
空調設備整備（⾳楽室）
N＝１式

167,488,446
20,815,878

140,746,000 若狭町井崎ほか6件
14,000,000 若狭町市場

2,163,200

2,100,000 越前町梅浦地係

4,525,200

1,621,000 越前町⼩棹地係
1,750,000 越前町⼀円

福井県

越前町

防災⾏政無線維持管理事業（⼾別受信機本体更新）

修繕（更新）25台

1,760,000

福井県

越前町

3,996,000 越前町厨地係

越前町

冷凍庫更新 1台
ろ過動⼒制御盤修繕
ろ過機五⽅弁交換

3,996,000

福井県

6,836,400

6,700,000 越前町厨地係

福井県

越前町

屋外誘導看板設置 1台

1,287,000

765,000 越前町厨地係

福井県

越前町

観光施設管理運営事業（越前がにミュージアム冷凍庫更
管理公社管理観光施設改修事業（アクティブハウス越前
修繕）
管理公社観光施設改修事業（越前温泉露天⾵呂漁⽕
屋外誘導看板設置）
越前町公共施設管理公社事業（越前温泉露天⾵呂漁
⽕券売機更新）

券売機更新 2台

6,820,000

6,650,000 越前町厨地係

福井県

越前市

⼦ども広場事業

駅前に設置した⼦どものための施設の管理委託 Ｎ＝１式

3,396,604

2,262,000 越前市府中

坂井市にある5箇所の学校給⾷施設の運営経費（5ヶ⽉分、調理員7⼈分の
⼈件費）

5,366,000

4,700,000 坂井市丸岡町ほか4件

電動操作機取替 N=1.0台

1,760,000

643,000 越前町梅浦地係

194,687,000

50,000,000 ⾼浜町⻘⼾地係

3,740,000

1,350,000 越前町梅浦地係

福井県

坂井市

学校給⾷施設維持運営事業

福井県

越前町

簡易⽔道施設管理事業（梅浦導⽔弁電動操作機取替
⼯事）

福井県

⾼浜町

⾃然光利⽤型の連棟ハウス整備事業

福井県

越前町

簡易⽔道施設管理事業（布殿浄⽔場次亜貯蔵槽取替
⼯事）

１式
１式

⾃然環境や⿃獣害の影響を受けない⾃然光利⽤型の連棟ハウスの整備によっ
て、農業⽣産額の拡⼤と新規就農の促進を図る第３セクターの取組みに対し
補助⾦を交付
次亜貯蔵槽取替 2m3槽 N=1.0式
次亜貯蔵槽架台塗装 A=10.0m2

令和元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
福井県

事業主体
越前町

福井県

越前町

福井県

越前町

交付⾦事業の名称
簡易⽔道施設管理事業（布殿浄⽔場膜ろ過⽤エア作動
弁更新⼯事）
簡易⽔道施設管理事業（⽶ノ浄⽔場急速ろ過機ろ過砂
交換⼯事）
簡易⽔道施設管理事業（⽶ノ浄⽔場原⽔流⼊弁更新⼯
事）

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業務

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

エア作動弁取替 N=21.0台（7台×3ユニット）

4,598,000

1,649,000 越前町梅浦地係

ろ過砂交換 V=7,440ℓ
⽀持床⽯ V=4,320ℓ

5,885,000

2,129,000 越前町⽶ノ地係

2,365,000

859,000 越前町⽶ノ地係

原⽔流⼊弁更新 電動弁

N=1.0台

公共施設の運営経費（12ヶ⽉分、保育園99名、公⺠館9名、清掃センター
8名、健康センター15名、学校給⾷14名、幼稚園8名、総合運動公園6名分
の⼈件費）
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）

621,904,771

186,591,000 敦賀市⼀円

168,208,800

166,000,000 敦賀市櫛川

市内のゴミ集積所に集められた家庭ごみの収集運搬業務委託（12ヶ⽉分）

118,723,200

103,000,000 敦賀市⼀円

市内幼稚園・⼩・中学校の給⾷調理及び配送準備、⾷器具洗浄、設備保守
管理等の業務委託（11ヶ⽉分）
敦賀消防署の運営経費（12ヶ⽉分、消防⼠75名分の⼈件費）
美浜町内にある保育園(3施設)の運営（保育⼠等31名・12ヶ⽉分の⼈件
費）

253,526,406

福井県

敦賀市

学校給⾷センター調理等業務委託事業

福井県

敦賀市

敦賀消防署運営事業

51,514,000

福井県

美浜町

保育園運営事業

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（15施設）の運営経費（施設職員等98名・12ヶ
⽉の⼈件費、光熱⽔費(電気料及び⽔道料)11ヶ⽉分、施設設備等管理業
務委託料ほか）

480,246,562

389,800,000 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（6事業︓⼦ども医療助成、乳児健康診査、予防接種、⾼
等学校等⽣徒通学費助成、英語活動推進(外国⼈講師派遣業務委託)、
障害者（児）医療費助成）

77,899,657

75,300,000 美浜町⼀円

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

18,650,246

16,000,000 美浜町郷市

福井県

美浜町

消防ポンプ⾃動⾞整備事業

消防ポンプ⾃動⾞の購⼊（1台）

19,580,000

19,000,000 美浜町郷市

福井県

美浜町

図書館情報システム更新事業

図書館情報システムの更新

7,754,400

7,700,000 美浜町郷市

福井県

美浜町

楽膳の⾥運動推進事業

健康プログラム実施業務 ⼀式

4,297,700

4,200,000 美浜町⼀円

福井県

美浜町

町道佐柿・郷市線舗装事業

道路舗装⼯事 Ｌ＝89.5M

福井県

美浜町

河原市区内⽔路改良⼯事

⽔路改良⼯事 L＝44.0M

福井県

美浜町

美浜町観光振興基⾦造成

三⽅五湖に係る観光施設整備（施設の建築等の⼯事、備品購⼊等）のた
めの基⾦造成事業

27,832,000

27,832,000 美浜町郷市

福井県

美浜町

⽔産振興施設整備事業

⽔産振興施設（船揚場）整備に係る補助事業（対象︓漁協）

18,777,000

18,700,000 美浜町菅浜、⽇向

178,383,516

50,000,000 敦賀市野神
218,000,000 敦賀市中央町
美浜町久々⼦地係、河原市地係、佐
30,292,000
⽥地係

33,055,000

30,000,000 美浜町河原市

4,785,000

4,400,000 美浜町河原市

令和元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

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

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
・17施設179名分の⼈件費（町職員、町⾮常勤職員、町雇⽤者125名、
第３セクター職員等30名、消防職員24名）
・光熱⽔費(電気及び⽔道料)、通信サービス利⽤料、保守点検整備業務、
英語指導助⼿委託、学校教育クラウドサービス使⽤料等

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14名、引率者4名 派遣期間16⽇間(8⽉4⽇-19⽇)）

8,862,000

5,000,000

福井県

おおい町

名⽥庄図書館蔵書購⼊事業

図書購⼊冊数
1,814冊
視聴覚資料購⼊枚数 27枚

3,035,300

3,000,000 おおい町名⽥庄久坂

福井県

おおい町

⾼等学校等通学費⽀援事業

定期乗⾞券購⼊助成
（補助率1／2以内、上限︓⽉10,000円）対象者︓218⼈

5,118,900

5,000,000 おおい町⼀円

⼦育て⽀援・障害者医療費助成事業

医療費助成
・⼦ども（18歳に達する⽇以後最初の3⽉31⽇まで）の医療費の助成（県
補助を除く）
対象者︓702⼈
・⾝体・精神障害者の医療費の助成（県補助を除く）
対象者︓184⼈

22,334,319

19,000,000 おおい町⼀円

⾼齢者等地域⽀え合い事業

介護⽤品⽀給者
1,999⼈
移送サービス利⽤者 429⼈
配⾷サービス
1,693⼈
買い物代⾏
206⼈
給⾷サービス利⽤者 1,300⼈
寝具乾燥消毒サービス利⽤者 184⼈ ※⼈数はいずれも延べ⼈数

21,285,906

19,000,000 おおい町⼀円

380,000,000

366,000,000 おおい町⼤島

福井県

福井県

おおい町

おおい町

856,778,754

715,380,000 おおい町⼀円

おおい町本郷及びニュージーランド・ハミ
ルトン近郊

福井県

おおい町

漁港施設整備事業（宮留防波堤）

【H29－R2 継続事業】
堤防舗装補修⼯事
施⼯延⻑ΣL＝192M
防波堤AL＝50M
防波堤BL＝90M
防波堤CL＝20M
防波堤DL＝32M

福井県

おおい町

⼩学校校舎等改修事業（名⽥庄⼩学校）

建築改修⼯事（屋上フェンス改修、防⽔、⼿摺塗装等）、
電気設備改修（受変電設備改修、照明LED化、ネットワークカメラ更新）、
機械設備改修、消⽕設備改修、児童トイレ改修、エレベータ設備新設

52,380,000

47,000,000 おおい町名⽥庄⼩倉

福井県

おおい町

浄化センター機器等更新事業

汚泥濃縮機更新 １台

23,430,000

21,500,000 おおい町本郷

福井県

おおい町

あっとほーむいきいき館改修事業

施設改修⼯事
外壁等補修 ⼀式
屋根等改修 ⼀式
⼊浴施設屋根等改修 ⼀式

10,272,900

9,000,000 おおい町名⽥庄下

令和元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

福井県

事業主体

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

学校給⾷センター施設改修事業

屋根等改修⼯事
屋根カバー A=586m2
屋根防⽔ 811m2
煙突改修 1.0箇所
調理場排⽔改修⼯事
排⽔溝 115M
排⽔桝 6.0箇所
塗り床 450m2

83,916,000

73,000,000 おおい町本郷

18,700,000

15,000,000 おおい町川上

福井県

おおい町

林道維持補修事業（妻⾕尾線）

林道施設災害復旧⼯事
1号箇所
⼟⼯ ⼀式、法⾯保護⼯ 368.0m2、擁壁⼯ 15.0M
2号箇所
⼟⼯ ⼀式、法⾯保護⼯ 1,483.8m2

福井県

おおい町

頭⼱⼭⻘少年旅⾏村施設改修事業

グラウンドゴルフ場整備⼯事
⼟⼯ ⼀式、撤去⼯ ⼀式、付帯施設⼯ ⼀式、排⽔施設⼯ ⼀式、給⽔
設備⼯ ⼀式、植栽⼯ ⼀式

48,983,000

25,927,000 おおい町名⽥庄納⽥終

48,400,000

42,000,000 おおい町成和

78,000,000

78,000,000 おおい町

福井県

おおい町

総合運動公園⾼圧機器更新事業

総合運動公園⾼圧機器更新⼯事
野球場⾼圧機更新
⾼圧トランス、防震ゴム、ダイヤル温度計、コンデンサ等
フィットネスセンター⾼圧機器更新
⾼圧引込盤、受電盤、⾼圧コンデンサ盤、動⼒トランス盤、防震ゴム等

福井県

おおい町

公共⽤施設維持補修基⾦造成事業

町内の林道施設について、⾵⽔害等による崩落箇所が多く、詳細な調査が困
難である上、補修⼯事は天候等に⼤きく影響するため、柔軟な対応が必要であ
ることから⼯事等の財源の⼀部とするため基⾦を造成する。

福井県

⾼浜町

地域医療・福祉サービス提供事業

福井県

⾼浜町

観光振興・地域情報発信事業

福井県

⾼浜町

住⺠サービス情報提供・発信事業

乳幼児や⾼齢者への予防接種、妊婦健診や癌検診事業のほか、福祉協議会
への⼈件費の補助や⼦供の医療費助成等
道の駅や観光施設の指定管理料のほか公園(2カ所)の管理委託、花⽕⼤会
等への補助等
⾏政から町⺠に対して情報発信するために広報誌やチラシ等を各⼾に配布する
防犯隊員140名の報酬、交通指導員20名の報酬
町有外灯電気料、区有外灯電気料⽀援事業（53団体）等
英語の授業が無い⼩学校低学年や保育所にも外国⼈英語指導助⼿
（ALT）を派遣し、⼦どもの頃から外国⼈と触れ合うことで、英語や異⽂化に対
する理解を深める

福井県

⾼浜町

防犯・交通安全対策事業

福井県

⾼浜町

国際交流事業

福井県

⾼浜町

公共交通維持⽀援事業

オンデマンドバス（予約型乗合タクシー）の運⾏

福井県

⾼浜町

空家等対策事業

福井県

⾼浜町

都市計画事業

空き家対策計画を実践するための⽀援業務
都市計画マスタープランに掲げている政策を具体的に実⾏するためのアクションプ
ログラムの策定業務

福井県

⾼浜町

⽔産振興事業

漁船(3隻)の省エネエンジンへの更新費⽤補助

167,353,446

128,000,000 ⾼浜町⼀円

114,147,048

106,288,000 ⾼浜町⼀円

8,775,165

7,000,000 ⾼浜町⼀円

10,517,454

8,300,000 ⾼浜町⼀円

15,859,500

15,000,000 ⾼浜町⼀円

40,768,000

8,000,000 ⾼浜町⼀円

4,290,000

3,500,000 ⾼浜町⼀円

5,407,600

5,407,000 ⾼浜町⼀円

14,799,000

14,799,000 ⾼浜町⼀円

令和元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
消防・防災体制・救急体制の強化を図るため、若狭消防組合分担⾦のうち⾼
浜分署（20名）と消防団員（160名）の⼈件費に交付⾦を充当（12⽉
分）
防災⾏政無線屋外拡声器電気料、防災⾏政無線設備等保守点検業務、
防災⾏政無線運⽤管理装置更新修繕、衛星携帯電話の使⽤料、テレビ再
放送サービス等利⽤料

福井県

⾼浜町

消防施設維持運営事業

福井県

⾼浜町

通信施設維持運営事業

福井県

⾼浜町

公共施設運営事業

福井県

⾼浜町

学校教育施設維持運営事業

福井県

⾼浜町

社会教育施設維持運営事業

福井県

⾼浜町

下⽔道施設維持運営事業

福井県

⾼浜町

保健福祉センター改修事業

福井県

⾼浜町

瑞祥苑駐⾞場整備事業

福井県

⾼浜町

⽔産基盤施設機能保全事業

⽔産基盤施設（⾳海漁港）の機能保全に係る簡易調査業務委託料

福井県

⾼浜町

脇坂公園整備事業

福井県

⾼浜町

道路維持管理事業

福井県

⾼浜町

河川維持管理事業

脇坂公園測量、設計業務
道路改良⼯事（L=214.1M）、道路舗装修繕⼯事（L=260M）、測量
調査設計業務（L=40M）、測量設計業務（L=20M）、危険個所監視カ
メラ設置(2カ所)
砂防堰堤設置⼯事(V=2800m3)、砂防堰堤設置⼯事施⼯監理業務、河
川改良⼯事(L=87.3M)

福井県

⾼浜町

ハザードマップ作成事業

町内17の公共施設169名の⼈件費、電気料（11⽉分）、機械警備業務
委託料（12⽉分）等
⼩中学校⽣徒及び教職員⽤PCと各⼩学校のサーバーリース料、通学バス運
⾏、ICT機器の専⾨家派遣、給⾷センター空調設備リース料、遠距離通学費
助成
図書館図書の購⼊（3,239冊）、図書館システムリース料（12⽉分）
下⽔道台帳システム保守及び構築業務、電気計装設備の定期点検、マン
ホールポンプ機器の電気設備定期点検、排出汚泥処理業務、吸着塔活性炭
交換修繕、遠⽅監視装置機器更新⼯事
空調設備(室内機68機、室外機12機)更新。屋上防⽔改修⼯事
（748.4m2）
瑞祥苑の来館者⽤の駐⾞場整備（1164.4m2）

ハザードマップの作成
ブルーフラッグ認証を継続して受けるための海辺の保全活動や交流⼈⼝増加に
向けた取り組みを実施
中学⽣10名をオーストラリアに派遣し、ホームステイや現地の中学⽣と交流する
ことにより、国際感覚を持った⼈材育成を図る

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

261,590,330

80,000,000 ⾼浜町⼀円

171,614,627

125,450,000 ⾼浜町⼀円

897,916,762

821,755,000 ⾼浜町⼀円

50,952,000

50,278,000 ⾼浜町⼀円

7,233,142

7,233,000 ⾼浜町⼀円

59,751,063

44,150,000 ⾼浜町⼀円

146,102,000

137,900,000 ⾼浜町⼀円

14,763,600

13,200,000 ⾼浜町宮崎

5,500,000

4,400,000 ⾼浜町⾳海

12,540,000

9,000,000 ⾼浜町宮崎

34,767,600

28,200,000 ⾼浜町宮崎

54,043,000

51,500,000 ⾼浜町宮崎

4,158,000

3,300,000 ⾼浜町宮崎

5,720,000

4,000,000 ⾼浜町⼀円

5,187,430

4,187,000 ⾼浜町⼀円〜オーストラリア

福井県

⾼浜町

ブルーフラッグ推進事業

福井県

⾼浜町

中学⽣海外派遣事業

福井県

⾼浜町

学校教育施設除草事業

町内⼩学校（４校）の除草業務

1,664,874

1,400,000 ⾼浜町⼀円

福井県

⾼浜町

観光振興事業

城⼭公園及び海⽔浴場での禁⽌⾏為取り締まり、若狭⾼浜ふぐまつりへの補
助⾦交付

8,741,280

8,300,000 ⾼浜町⼀円

福井県

⾼浜町

⽔稲航空防除補助事業

⽔稲航空防除への補助

4,199,456

4,000,000 ⾼浜町⼀円

福井県

⾼浜町

公共施設保守事業

清掃センター、リサイクルセンター、浄化センター、不燃物処分地に係る維持保
守業務

48,733,905

44,000,000 ⾼浜町⼀円

福井県

⾼浜町

学校教育施設維持修繕事業

中学校空調設備改修⼯事（特別教室19室）、中学校屋上防⽔⼯事施⼯
⾯積（1,072ｍ2）、和⽥⼩学校屋内消⽕栓配管改修⼯事 地中配管改
修 （延べ161M）

90,497,520

74,000,000 ⾼浜町⼀円

福井県

⾼浜町

社会教育施設維持修繕事業

⽂化会館舞台機構設備改修⼯事、⻘葉グラウンドトイレ改修⼯事、中央体育
館ガラス清掃業務

39,831,440

35,160,000 ⾼浜町⼀円

令和元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
福井県
福井県

⾼浜町
⾼浜町
⾼浜町

交付⾦事業の名称
簡易⽔道施設維持運営事業
除雪機購⼊事業
⾼浜町⽴保育所整備基⾦造成事業

交付⾦事業の概要
膜ろ過装置定期点検業務、膜処理施設⽔質計器点検業務
除雪機の購⼊（3台）
⾼浜保育所施設整備のための基⾦造成事業

総事業費
3,157,000
1,834,470
365,338,000

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

2,000,000 ⾼浜町⼀円
1,500,000 ⾼浜町⻘葉区、上瀬区、⻘⼾区
365,338,000 ⾼浜町⼀円

