
Ⅰ．事業評価総括表 （単位　円）

番号 措置名 補助事業の名称
補助事業者名

（間接補助事業者名）
補助事業に要し

た費用
補助金充当額 備　　　考

1 給付金加算等措置 越前町給付金交付事業 越前町 28,183,938 27,000,000

2
公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等

町道小樟大樟線道路改良事業
（災害防除） 越前町 16,588,800 16,442,800

3

公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等
措置 林道厨小曽原線整備事業 越前町 5,459,400 2,500,000

4

公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等
措置 越前岬線歩道改修事業 越前町 9,140,000 9,000,000

5

公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等
措置 アクティブハウス越前修繕事業 越前町 4,719,600 4,000,000

6

公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等
措置 道の駅「越前」改修事業 越前町 14,202,000 14,202,000

7

公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等
措置 町道丸山線道路維持補修事業 越前町 1,855,440 1,500,000

8

公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等
措置

町道玉川血ケ平線道路改良事
業 越前町 1,959,120 1,959,120

9

公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等
措置

町道大樟道口線道路改良事業
（災害防除） 越前町 1,505,520 1,500,000

10

公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等
措置 アクティブランド体育館改修事業 越前町 8,100,000 8,100,000

11

公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等
措置 米ノ地区避難路整備事業 越前町 1,684,800 1,500,000

12

公共用施設に係る整備、維
持補修または維持運営等
措置

アクティブランド体育館改修事
業 越前町 2,268,000 1,500,000



Ⅱ．事業評価個票

番号

1

給付金の交付 電灯契約の交付金額（一口当たり）：年額 4,884円

電力契約の交付金額（1ｋＷ当たり）：年額 2,436円

補助事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

成果および評価に係る第三者機関の活用の有無

予定なし

本事業に来年度以降も電源地域振興補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

継続的に実施していく予定

（備考） （１）事業ごとに作成すること。
（２）番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）補助事業の成果および評価の欄には、進捗度、利用量ならびに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
（４）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。
（５）成果および評価に係る第三者機関を活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関の名称および構成員等を
　　記載すること。
（６）本事業に来年度以降も補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方の欄については、来年度以降の本事業の見通し等について記載すること。

補助事業の成果
および評価

　越前町の地域内の電力会社から電力の供給を受けている家庭や企業などに給付金を交付することにより、当町
越前地区（電灯需要家：2,638件・電力需要家：423件）の振興と地域住民の福祉の向上を図ることができた。

契約の相手方 契約金額（円）

補助事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし

補助事業実施場所 越前町　越前地区全域

補助事業の概要

総事業費(円） 28,183,938 補助金充当額（円） 27,000,000

措　置　名 補助事業名

給付金加算等措置 越前町給付金交付事業

補助事業者名または間接補助金事業者名 越前町



Ⅱ．事業評価個票

番号

1

　・ポケット式落石防護網工　A=1,085㎡ 　・落石防護柵工　Ｌ=43.3ｍ

補助事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

施設改修 指名競争入札

施設改修 一般競争入札

施設改修 一般競争入札

成果および評価に係る第三者機関の活用の有無

予定なし

本事業に来年度以降も電源地域振興補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

なし

（備考） （１）事業ごとに作成すること。
（２）番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）補助事業の成果および評価の欄には、進捗度、利用量ならびに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
（４）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。
（５）成果および評価に係る第三者機関を活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関の名称および構成員等を
　　記載すること。
（６）本事業に来年度以降も補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方の欄については、来年度以降の本事業の見通し等について記載すること。

福井県丹生郡越前町梅浦56-62　岬建設(株) 9,590,400

福井県丹生郡越前町梅浦86-27　(株)四ケ浦建設 5,702,400

補助事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし

補助事業の成果
および評価

落石防護柵工・ﾎﾟｹｯﾄ式落石防護網工を施工したことによって、落石の恐れがある区間の安全な通行が図られ
た。

契約の相手方 契約金額（円）

福井県福井市和田2-1621　㈱東洋設計　福井支店 1,296,000

補助事業実施場所 福井県丹生郡越前町　大樟　地係

補助事業の概要
　・落石防護網工設計業務　1.0式

総事業費(円） 16,588,800 補助金充当額（円） 16,442,800

措　置　名 補助事業名

公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等 町道小樟大樟線道路改良事業（災害防除）

補助事業者名または間接補助金事業者名 越前町



Ⅱ．事業評価個票

番号

1

・法面保護工（防草マルチング工）　Ａ=913.0㎡　

補助事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

林道改良 一般競争入札 5,459,400

成果および評価に係る第三者機関の活用の有無

予定なし

本事業に来年度以降も電源地域振興補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

なし

（備考） （１）事業ごとに作成すること。
（２）番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）補助事業の成果および評価の欄には、進捗度、利用量ならびに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
（４）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。
（５）成果および評価に係る第三者機関を活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関の名称および構成員等を
　　記載すること。
（６）本事業に来年度以降も補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方の欄については、来年度以降の本事業の見通し等について記載すること。

補助事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし

契約金額（円）契約の相手方

補助事業の成果
および評価

越前町高佐32-4-6　橋本建設(株）

補助事業の概要

森林整備や木材生産の基礎となる林道を開設・改良し、適正な森林の管理ならびに通行上の危害を未然に防止
することができた。

5,459,400 補助金充当額（円） 2,500,000総事業費(円）

補助事業者名または間接補助金事業者名 越前町

越前町　厨　地係

措　置　名

公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等措置

補助事業名

林道厨小曽原線整備事業

補助事業実施場所



Ⅱ．事業評価個票

番号

1

・歩道改修工　Ｌ=121.30m　　

・階段改修工　Ｌ=98.05m

補助事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

歩道改良 一般競争入札 9,140,000

成果および評価に係る第三者機関の活用の有無

予定なし

本事業に来年度以降も電源地域振興補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

なし

（備考） （１）事業ごとに作成すること。
（２）番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）補助事業の成果および評価の欄には、進捗度、利用量ならびに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
（４）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。
（５）成果および評価に係る第三者機関を活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関の名称および構成員等を
　　記載すること。
（６）本事業に来年度以降も補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方の欄については、来年度以降の本事業の見通し等について記載すること。

措　置　名 補助事業名

公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等措置 越前岬線歩道改修事業

補助事業者名または間接補助金事業者名 越前町

補助事業実施場所 越前町　梨子ケ平　地係

補助事業の概要

総事業費(円） 9,140,000 補助金充当額（円） 9,000,000

補助事業の成果
および評価

　遊歩道の再整備工事を実施したことによって、利用者の利便性が向上し、安全な施設管理が図られた。

契約の相手方 契約金額（円）

補助事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし

越前町西田中2-212　(株)大生　



Ⅱ．事業評価個票

番号

1

・屋根笠木　1.0式　　　　　　　・トップライト修繕　　1.0式

・ウオータースライダー補修　　1.0式

補助事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

施設整備 一般競争入札 4,719,600

成果および評価に係る第三者機関の活用の有無

予定なし

本事業に来年度以降も電源地域振興補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

なし

（備考） （１）事業ごとに作成すること。
（２）番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）補助事業の成果および評価の欄には、進捗度、利用量ならびに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
（４）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。
（５）成果および評価に係る第三者機関を活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関の名称および構成員等を
　　記載すること。
（６）本事業に来年度以降も補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方の欄については、来年度以降の本事業の見通し等について記載すること。

措　置　名 補助事業名

公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等措置 アクティブハウス越前修繕事業

補助事業者名または間接補助金事業者名 越前町

補助事業実施場所 越前町　厨　地係

補助事業の概要

総事業費(円） 4,719,600 補助金充当額（円） 4,000,000

補助事業の成果
および評価

　アクティブハウス越前のプール棟の修繕工事を実施し、利用者の安全確保が図られた。

契約の相手方 契約金額（円）

補助事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし

越前町梅浦86-27　(株)四ケ浦建設



Ⅱ．事業評価個票

番号

1

・展示水槽用冷却器改修　　1.0式　　　　　　　・可動間仕切設置　　1.0式

・駐車場照明灯設置 　1.0式

補助事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

施設整備 一般競争入札

施設整備 一般競争入札

施設整備 一般競争入札

成果および評価に係る第三者機関の活用の有無

予定なし

本事業に来年度以降も電源地域振興補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

なし

（備考） （１）事業ごとに作成すること。
（２）番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）補助事業の成果および評価の欄には、進捗度、利用量ならびに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
（４）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。
（５）成果および評価に係る第三者機関を活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関の名称および構成員等を
　　記載すること。
（６）本事業に来年度以降も補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方の欄については、来年度以降の本事業の見通し等について記載すること。

補助事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし

越前町高佐32-4-6　橋本建設(株）

越前町西田中2-212　(株)大生　

7,560,000

4,806,000

1,836,000

補助事業の成果
および評価

　道の駅「越前」の施設の改修等を行い、適正な維持管理および安全な運営が図られた。

契約の相手方 契約金額（円）

越前町西田中2-212　(株)大生　

補助事業実施場所 越前町　厨　地係

補助事業の概要

総事業費(円） 14,202,000 補助金充当額（円） 14,202,000

措　置　名 補助事業名

公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等措置 道の駅「越前」改修事業

補助事業者名または間接補助金事業者名 越前町



Ⅱ．事業評価個票

番号

1

・既設L形側溝布設換え工（再利用）　L=65.7m ・既設L形側溝布設換え工（新品利用）　L=2.4m

・ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装打換え工（ｔ＝150）　 　A=77.0㎡

補助事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

道路改良 一般競争入札 1,855,440

成果および評価に係る第三者機関の活用の有無

予定なし

本事業に来年度以降も電源地域振興補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

なし

（備考） （１）事業ごとに作成すること。
（２）番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）補助事業の成果および評価の欄には、進捗度、利用量ならびに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
（４）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。
（５）成果および評価に係る第三者機関を活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関の名称および構成員等を
　　記載すること。
（６）本事業に来年度以降も補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方の欄については、来年度以降の本事業の見通し等について記載すること。

補助事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし

補助事業の成果
および評価

経年劣化により沈下したL形側溝およびｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の撤去、L形側溝の布設換え、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装を打換え等を実
施したことで安全な通行が図られた。

契約の相手方 契約金額（円）

越前町梅浦86-27　(株)四ヶ浦建設　

補助事業実施場所 越前町　梅浦　地係

補助事業の概要

総事業費(円） 1,855,440 補助金充当額（円） 1,500,000

措　置　名 補助事業名

公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等 町道丸山線道路維持補修事業

補助事業者名または間接補助金事業者名 越前町



Ⅱ．事業評価個票

番号

1

・門型側溝工（U300)　L=30.0m

・Ｌ型側溝工（250Ｂ）　L=60.0m

補助事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

道路改良 一般競争入札 1,959,120

成果および評価に係る第三者機関の活用の有無

予定なし

本事業に来年度以降も電源地域振興補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

なし

（備考） （１）事業ごとに作成すること。
（２）番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）補助事業の成果および評価の欄には、進捗度、利用量ならびに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
（４）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。
（５）成果および評価に係る第三者機関を活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関の名称および構成員等を
　　記載すること。
（６）本事業に来年度以降も補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方の欄については、来年度以降の本事業の見通し等について記載すること。

措　置　名 補助事業名

公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等 町道玉川血ケ平線道路改良事業

補助事業者名または間接補助金事業者名 越前町

補助事業実施場所 越前町　血ケ平　地係

補助事業の概要

総事業費(円） 1,959,120 補助金充当額（円） 1,959,120

補助事業の成果
および評価

現在布設されているオープン水路を門型側溝としたことで、枝葉による水路の閉塞によって発生していた路肩への
排水の流入（路肩が浸食され路盤がむき出しになる）が防護され、安全な通行が図られた。

契約の相手方 契約金額（円）

補助事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし

越前町梅浦86-27　(株)四ヶ浦建設　



Ⅱ．事業評価個票

番号

1

・モルタル吹付工　Ｌ=25.0m　　A=189㎡

補助事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

道路改良 一般競争入札 1,505,520

成果および評価に係る第三者機関の活用の有無

予定なし

本事業に来年度以降も電源地域振興補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

なし

（備考） （１）事業ごとに作成すること。
（２）番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）補助事業の成果および評価の欄には、進捗度、利用量ならびに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
（４）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。
（５）成果および評価に係る第三者機関を活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関の名称および構成員等を
　　記載すること。
（６）本事業に来年度以降も補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方の欄については、来年度以降の本事業の見通し等について記載すること。

措　置　名 補助事業名

公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等 町道大樟道口線道路改良事業（災害防除）

補助事業者名または間接補助金事業者名 越前町

補助事業実施場所 越前町　大樟　地係

補助事業の概要

総事業費(円） 1,505,520 補助金充当額（円） 1,500,000

補助事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし

補助事業の成果
および評価

風化により岩盤表面が剥離しやすくなっている法面にモルタル吹付工を施工し、長大法面からの落石に対してﾎﾟ
ｹｯﾄ式落石防護網工を施工したことによって、安全な通行が図られた。

契約の相手方 契約金額（円）

越前町小倉91-34-9　大門建設㈱



Ⅱ．事業評価個票

番号

1

・体育館屋根改修　1.0式

補助事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

施設整備 一般競争入札 8,100,000

成果および評価に係る第三者機関の活用の有無

予定なし

本事業に来年度以降も電源地域振興補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

なし

（備考） （１）事業ごとに作成すること。
（２）番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）補助事業の成果および評価の欄には、進捗度、利用量ならびに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
（４）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。
（５）成果および評価に係る第三者機関を活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関の名称および構成員等を
　　記載すること。
（６）本事業に来年度以降も補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方の欄については、来年度以降の本事業の見通し等について記載すること。

補助事業の成果
および評価

アクティブランド体育館を改修することにより、住民のスポーツ振興と心身の健全な育成の向上が図られた。

契約の相手方 契約金額（円）

補助事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし

越前町織田7-16-1　㈲ニューチップ

補助事業実施場所 越前町　厨　地係

補助事業の概要

総事業費(円） 8,100,000 補助金充当額（円） 8,100,000

措　置　名 補助事業名

公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等 アクティブランド体育館改修事業

補助事業者名または間接補助金事業者名 越前町



Ⅱ．事業評価個票

番号

1

・モルタル吹付工　　A=43.46㎡

補助事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

防災 一般競争入札

成果および評価に係る第三者機関の活用の有無

予定なし

本事業に来年度以降も電源地域振興補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

なし

（備考） （１）事業ごとに作成すること。
（２）番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）補助事業の成果および評価の欄には、進捗度、利用量ならびに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
（４）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。
（５）成果および評価に係る第三者機関を活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関の名称および構成員等を
　　記載すること。
（６）本事業に来年度以降も補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方の欄については、来年度以降の本事業の見通し等について記載すること。

補助事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし

補助事業の成果
および評価

日本海岸沿岸部に位置する越前地区は、東日本大震災後、津波に対する関心が高まっている。そのため、万が
一の津波襲来の際、高台への避難路が整備されたことにより、日々の訓練の活用や、個々の防災に対する意識
の高揚が図られた。

契約の相手方 契約金額（円）

越前町梅浦86-27　(株)四ヶ浦建設 1,684,800

補助事業実施場所 福井県丹生郡越前町　米ノ　地係

補助事業の概要
・転落防護柵設置工　L=22.09m

総事業費(円） 1,684,800 補助金充当額（円） 1,500,000

措　置　名 補助事業名

公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等 米ノ地区避難路整備事業

補助事業者名または間接補助金事業者名 越前町



Ⅱ．事業評価個票

番号

1

・舞台照明設置　1.0式

補助事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

施設整備 一般競争入札

成果および評価に係る第三者機関の活用の有無

予定なし

本事業に来年度以降も電源地域振興補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

なし

（備考） （１）事業ごとに作成すること。
（２）番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３）補助事業の成果および評価の欄には、進捗度、利用量ならびに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
（４）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。
（５）成果および評価に係る第三者機関を活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関の名称および構成員等を
　　記載すること。
（６）本事業に来年度以降も補助金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方の欄については、来年度以降の本事業の見通し等について記載すること。

補助事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし

補助事業の成果
および評価

アクティブランド体育館のステージ照明を改修したことにより、住民の文化継承及び文化活動が推進され、住民
の心身の育成向上を図ることができた。

契約の相手方 契約金額（円）

越前町西田中2-212　(株)大生 2,268,000

補助事業実施場所 福井県丹生郡越前町　厨　地係

補助事業の概要
・舞台照明改修　1.0式 ・照明設備改修　1.0式

総事業費(円） 2,268,000 補助金充当額（円） 1,500,000

措　置　名 補助事業名

公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等 アクティブランド体育館改修事業

補助事業者名または間接補助金事業者名 越前町


