
Ⅰ．事業評価総括表 （単位　円）

番号 措置名
交付金事業者名又は間接交

付金事業者名
補助事業者名

（間接補助事業者名）
補助事業に要し

た経費
交付金充当額 備　　　考

1 給付金加算等措置 越前町給付金交付事業 越前町 27,325,795 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 白浜（城崎）漁港改良事業 越前町 31,417,200 30,000,000

3
公共用施設に係る整備、維持
補修または維持運営等

管理公社観光施設改修事業
（越前温泉露天風呂漁火修繕） 越前町 16,891,200 14,544,000

　



Ⅱ．事業評価個表
番号 措置名 交付金事業の名称
1 給付金加算等措置 越前町給付金交付事業

交付金事業に関係する主要政
策・施策と目標

　電力会社から電力の供給を受けている家庭や企業に対し給付金を交付し、原子力発電の理解促進および地域
の振興と住民福祉の向上を図ります。

　目標：原子力発電に対する地域住民の理解促進

事業開始年度 平成30年度 事業終了年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 越前町
交付金事業実施場所 福井県丹生郡越前町　越前地区全域

交付金事業の概要

　原子力発電施設等の設置および運転の円滑化に資するため、一般電気事業者等から電気の供給を受けている
住民・企業等に対し、給付金を交付しています。

　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

事業期間の設定理由 ―

交付金事業の成果目標及び成果
実績

定量的な成果目標 成果指標 単位 評価年度　平成30年度
越前町内において、小売電気業者
等から電気の供給を受けている一
般家庭や工場等により当該地区の
一層の振興および地域住民の福
祉の向上を図ります。 達成度 ％

評価年度の設定理由

―

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 ％

目標値 ％

給付金を交付することにより、原子力発電に対する地域住民の理解促進が図られた。

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



うち文部科学省分
うち経済産業省分

交付金事業の活動指標及び活動
実績

活動指標 単位 28年 29年 30年

活動指標 単位 28年 29年 30年

31,848
達成度 ％ 99.5 98.9 97.5

給付金の交付口数（電灯需要家）
活動実績 口 31,536 31,344 31,044
活動見込 口 31,692 31,692

73,174
達成度 ％ 98.3 98.2 94.3

契約電力（kW）（電力需要家）
活動実績 kW 71,925 71,828 68,990
活動見込 kW 73,174 73,174

3,693,000 4,148,000 4,376,000 12,217,000

交付金事業の総事業費等 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考
総事業費 28,032,911 27,996,412 27,325,795 83,355,118

交付金事業の評価課室 越前町企画財政課

原子力立地給付金等交付 随意契約 一般財団法人　電源地域振興センター 27,325,795
交付金事業の担当課室 越前町企画財政課

23,307,000 23,752,000 22,624,000 69,683,000
交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金充当額 27,000,000 27,900,000 27,000,000 81,900,000



Ⅱ．事業評価個表

―

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

番号 措置名 交付金事業の名称
2 公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等 白浜（城崎）漁港改良事業

交付金事業の概要

交付金事業に関係する都道府県
又は市町村の主要政策・施策とそ
の目標

海岸保全事業（平成30年度）
　第二次総合振興計画（平成28年度～平成37年度）
　　基本計画第１章　快適で安全に住み続けられるまちづくり
　　　第2節　くらしの安全確保
　　　　1-2-1．災害の予防
　　　　　②沿岸地域の安全を確保する
　　　　　・津波、高潮、波浪による海岸浸食などの危機に対し、沿岸地域の住民の安全を確保するため、海岸保全事業（護
岸整備・越波対策など）を
　　　　　　推進します。
　　　目標：海岸保全整備延長：平成31年度までに0.3㎞
　　　　　　　住民からの苦情等発生件数0件

事業開始年度 平成30年度 事業終了年度 平成30年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 越前町
交付金事業実施場所 福井県丹生郡越前町高佐地係

　越前町は、全国的に有名な越前がにの水揚げをはじめ、県内一の漁獲高を誇る漁業基地となっており、当該漁
港は越前町の中核漁業である底曳網漁、定置網漁をはじめ沿岸漁業等も盛んに行われ地域産業の一翼を担って
います。また、山と海に挟まれた狭隘な土地であるため、漁港の背後には人家や公共施設が密集しています。当
該地区では、10年ほど前から越波による被害に対する対策の要望が上がっており、4年ほど前には爆弾低気圧に
より背後施設が大きな被害を受けました。
　今年度はこれらの、越波被害に対応するため、既設護岸の嵩上工事を実施しました。
　
　既設護岸嵩上工　L=112.0m

事業期間の設定理由 ―

交付金事業の成果目標及び成果
実績

定量的な成果目標 成果指標 単位 評価年度　令和2年度

地元住民の安全確保
住民からの苦情等発生
件数0件

地元住民の安全確保
住民からの苦情等発生
件数0件 達成度 ％

評価年度の設定理由

平成31年度まで当該地域で整備事業を実施する予定であり、事業完了後に評価することができるため。

交付金事業の定性的な成果及び評価

成果実績 件
目標値 件 0



うち文部科学省分
うち経済産業省分 15,875,000

86,791,000
42,283,000
44,508,000

14,152,000
15,639,000

14,006,000
12,994,000

14,125,000

交付金事業の総事業費等
総事業費
交付金充当額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考
30,898,800 28,490,400 31,417,200 90,806,400
29,791,000 27,000,000 30,000,000

活動見込 ％ 100 100 100
活動実績

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
施設改修

交付金事業の評価課室 越前町農林水産課、福井県地域戦略部電源地域振興課

一般競争入札 ㈱大生（越前町） 31,417,200
交付金事業の担当課室 越前町農林水産課

達成度 ％ 100.0 100.0 100.0

交付金事業の活動指標及び活動
実績

活動指標 単位 28年 29年 30年

工事の出来高率100％
（Ｈ30年度：既設護岸嵩上工　L=112.0m）

％ 100 100 100



Ⅱ．事業評価個表
番号 措置名 交付金事業の名称
1 公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等 管理公社観光施設改修事業（越前温泉露天風呂漁火修繕）

交付金事業実施場所

事業開始年度 平成30年度 事業終了年度 平成30年度
事業期間の設定理由

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 越前町
福井県丹生郡越前町厨地係

交付金事業の概要

　当該施設は、塩害や経年劣化で設備が損耗していました。利用者への配慮及び施設の安全な運営管
理を図るため、修繕工事を実施しました。
貫流ボイラー・給湯ボイラー増設　　2基
業務用洗濯機・乾燥機更新　　　　　3台
浴室シャワー改修　　　　　　　　　　15器
パッケージエアコン交換　　　　　　　2台
軒天修繕工事　　　　　　　　　　　　　1式

交付金事業に関係する都道府
県又は市町村の主要政策・施
策とその目標

観光拠点施設等再整備事業（平成30年度）
　第二次総合振興計画（平成28年度～令和7年度）
　　基本計画第5章　ふるさとの個性を活かし交流を育むまちづくり
　　　第１節　観光地としての新たな魅力向上
　　　　5－1－1．観光産業の活性化
　　　　　①観光資源の魅力向上を図る
　　　　　・交流拠点施設の整備・充実とネットワーク化を図り、観光資源の魅力を高めます。
　　　目標：
　　　　年間観光入込客数　　現状　　　141.5万人（平成26年度）
　　　　　　　　　　　　　　中間目標　230万人　　（令和元年度）
　　　　　　　　　　　　　　最終目標　240万人　　（令和7年度）

目標値 人 95,000
達成度 ％ 0.0

交付金事業の成果目標及び成
果実績

定量的な成果目標 成果指標 単位 評価年度　令和元年度
露天風呂漁火年間入
館者数
92,000人→95,000人

露天風呂漁火年間入
館者数
92,000人→95,000人

成果実績 人

評価年度の設定理由

整備完了の翌年度から成果が見込まれるため

交付金事業の定性的な成果及び評価

当該事業を実施することで、露天風呂漁火の利用者の満足度向上が図られる

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



うち文部科学省分
うち経済産業省分

交付金事業の活動指標及び活
動実績

活動指標 単位 30年

達成度 ％ 100.0

貫流ボイラー・給湯ボイラー増設　　2基、　業務用
洗濯機・乾燥機更新　3台、浴室シャワー改修　15
器、パッケージエアコン交換　2台、軒天修繕工事
1式

活動実績 ％ 100
活動見込 ％ 100

交付金事業の総事業費等 平成30年度 備考
総事業費 16,891,200

交付金事業の評価課室 越前町商工観光課

修繕工事 一般競争入札 ㈱大生（越前町） 16,891,200
交付金事業の担当課室 越前町商工観光課

14,544,000
交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

交付金充当額 14,544,000


