福 井 市

UI タ ー ン 支 援 メ ニ ュ ー

お 問い合わせ＞＞移住定住推進室 0776-20-5514
支援制度
女性・若年夫婦世帯・子育て世帯
ＵＩターン就職・定住促進事業
対象 福井県外に居住する…
①18歳以上40歳未満の女性
※新卒者除く
②若年夫婦世帯
※いずれかが40歳未満
③子育て世帯
※中学校卒業までの子を
養育している

※事前申請が必要です。
※詳細はホームページから

概要

支援内容

内容： 居住地から福井市までの交通費の一部を補助
要件： 市内企業が市内で実施する筆記試験･面接等の
正規雇用採用試験を受験
※他要件あり

居住地から福井市までの
往復交通費の１／２
（上限）２万円
※年２回まで利用可

内容： 居住地から福井市への引越しに要した費用のう 居住地から福井市への引越しに際
し、引越し業者に支払った費用
ち一部を補助
要件： 市内企業に新たに正規雇用の従業員として市内 の２／３
で勤務すること
（上限）単身１０万円
※他要件あり
単身以外３０万円

お 問い合わせ＞＞移住定住推進室 0776-20-5514
支援制度

移住支援金支給事業
※東京圏…東京都、 埼玉県
千葉県、 神奈川県

概要

支援内容

内容：東京圏※から福井へ移住される方に移住支援金
を支給
要件：①と②を満たしていること
①直近１０年間のうち通算５年以上
東京２３区内に在住または
東京圏※に在住し東京２３区内に通勤
②住民票を移す直前に、連続して１年以上
東京２３区内に在住または
東京圏※に在住し東京２３区内に通勤
※他要件あり

【単身】
６０万円
【単身以外】
１００万円

お問い合わせ＞＞しごと支援課 0776-20-5321

支援制度

「週末就活」 （就活支援事業）

概 要
金曜・土曜日の就職・移住支援プログラム

・希望する就業先(市内企業)への企業訪問

対象 県外在住の社会人とその家族
「週末就活」
ポータルサイト

※お申込・詳細は ポータルサイトから

支援内容
プログラム参加にかかる交通費、宿泊料
の一部助成

（３社）

・就職・移住支援制度の紹介
・生活環境の確認【ご家族 （希望制）】
※１日または１泊２日

就職情報 ＞＞＞ 「ふくいおしごとネット」、「291JOBS 転職」で検索！

※交通費は居住地ごとに定額
例）東京都11,000円、大阪府6,000円
※宿泊費は一律定額3,000円
※ご家族は、別途定めた額

お 問い合わせ＞＞商工振興課 0776-20-5325
支援制度

概要

支援内容

内容： ・新規需要の創出が期待できる事業
熱意ある創業支援事業

中小企業者等融資制度
「創業支援資金」

・地域課題の解決につながる事業
・高い発展性が見込まれる事業
経費の１／２
上記に対し、初期費用の一部を補助
（上限）１００万円
要件： 福井市創業支援等事業計画で定めるセミナーの受講
※他要件あり

内容： これから起業する方や、創業して間もない方を支援
要件： 若者（３５歳未満）、女性
２年以内に福井市内に転入

融資限度額２，０００万円
保証料補給 全額

※他要件あり

家賃補助 ：家賃の1/2（最大3年間）
（月額上限）従業員１０人以下 ：１０万円
従業員１１人～２０人：２０万円
内容： 中心市街地で空きオフィスを活用する事業者に対し、
従業員２１人以上 ：３０万円

中心市街地
オフィス立地助成金

助成金を交付

要件： 市に事前に登録されている空きオフィス（面積20㎡以

上）を賃借し、従業員２名以上のにオフィスを新設する 雇用奨励金 ：
・ 新規雇用者1人につき２０万円
※他要件あり

・ 転属者1人につき１０万円
（上限）３００万円

対象期間： 営業開始後３年間
※２年目以降は増加した新規雇用者のみ

上記の補助要件のほか、条件がありますので、申請を検討される方は、まずはご相談ください。

お問い合わせ＞＞農業
：農政企画課 0 7 76-20-5420
林業・水産業：林業水産課 0 776-20-5430

支援制度

概要

支援内容

内容： 本市での農林水産業への就業を目指し、現場を見学
Ｕ・ Ｉターン者見学補助金
（ 農・ 林・ 水産）

に来られる方を対象に、鉄道運賃と宿泊費を補助

要件： 福井市外に住む６０歳未満の者
本市での就業を希望している者

・福井市までの鉄道運賃全額
・宿泊費定額５千円

※他要件あり

内容： U・Iターンによる新規就業者に対し、住居費等の初期
Ｕ・ Ｉターン者奨励金
（ 農・ 林・ 水産）

農業次世代人材投資事業
（ 農）

費用を支援

要件： 就業時又は就業予定時の年齢が６０歳未満の者
申請前2年以内に福井市外から市内に転入
※他要件あり

内容： 就農準備段階や経営開始時の経営確立を支援する
資金を交付
要件： ４９歳以下

※他要件あり

内容： 新規就農者の早期経営安定を図るための奨励金の
新規就農者経営支援事業
（ 農）

給付など
要件： 福井市長が認定した認定新規就農者であること
※他要件あり

３０万円/年間
（最大２年間）

最大１５０万円／年
（準備型：２年間、
経営開始型：５年間）
月額
（１年目）１５万円
（２年目）１０万円
（３年目）５万円

福井市の概要
★福井市は暮らしに関する全国トップクラスが揃う、暮らし豊かなまちです★
合計特殊出生率（県庁所在都市全国１位）／保育所待機児童ゼロ／女性有業率／
子どもの学力・体力／持ち家率・家の広さ
人口：２６１，９８６人（２０２０．４月 1 日）
世帯：１０４，５１１世帯（２０２０．４月 1 日）

福井市 の移住関連情報はこちらから！！

※補助を受けるにあたっては、契約前に申請が必要です。
お問い合わせ＞＞住宅政策課 0776-20-5571

今から家を新築・購入したい
支援対象

子育て・

新婚世帯

Ｕ・Ｉターン

居
住
誘
導
区
域

かつ
若年夫婦・
子育て世帯

一般世帯

概要

制度名

旧耐震住宅を建替え、

多世帯同居住

多世帯で同居するために

宅取得支援事

住宅（新築）を取得する

業

旧耐震住宅を建替え、
Ｕ・Ｉターンして
住宅（新築）を取得する

Ｕ・Ｉターン
若年夫婦世帯
等住宅取得支
援事業

多世帯で新たに近居する

多世帯近居住

ために住宅（新築）を取

宅取得支援事

得する

業

内容

居住誘導区域で旧耐震住宅を建替え、 子育て世帯、
新婚世帯が多世帯で同居するため の住宅取得に対し
て補助
【補助金額】 ２０万円
※居住環境再構築区域の物件：３０万円
※他要件あり
居住誘導区域で旧耐震住宅を建替え、 Ｕ・ Ｉタ ーン した
若年夫婦世帯や子育て世帯の住宅取得に対して補助
【補助金額】 ２０万円
※居住環境再構築区域の物件：３０万円
※他要件あり

加算対象

加算
居住環境
再構築区域

加算

居住環境
再構築区域

居住誘導区域で、多世帯で同一小学校区内に新たに
近居するための住宅取得に対して補助
【補助金額】 ３０万円
※他要件あり

加算なし

内容

加算対象

今から住み始める家の家賃を支援してほしい
支援対象

概要

若年夫婦・

市の特定公共賃貸住宅に住

子育て世帯

む

制度名

若年夫婦・子
育て世帯家賃
支援事業

新たに市営特定公共賃貸住宅に入居する若年夫婦・
子育て世帯の家賃の一部を補助
上限ＵＰ
【補助金額】 ２万５千円／月
Ｕ・Ｉターン
※Ｕ・Ｉターン世帯：３万５千円／月
【補助期間】 最大２４か月間 ※他要件あり

今住んでいる家をリフォームしたい
支援対象

一般世帯

概要

制度名

多世帯で新たに同居する

多世帯同居リ

ために家をリフォームす

フォーム支援

る

事業

内容

加算対象

多世帯で新たに同居するためのリフォームに対して補助
【補助金額】 対象工事費の１/３（上限５０万円）
※居住環境再構築区域の物件：上限６０万円
※他要件あり

上限ＵＰ
再構築区域

内容

加算対象

居住環境

空き家を活用して住みたい
支援対象

Ｕ・Ｉターン

市
内
全
域

子育て・
新婚世帯

概要

空き家を
購入する
※バンク登録物件対象

制度名

空き家取得
支援事業

Ｕ・Ｉターン世帯、子育て世帯、 新婚世帯の空き家の購
入に対して補助
【補助金額】 ３０万円
※居住環境再構築区域の物件：６０万円
※他要件あり

加算

居住環境
再構築区域

賃貸住宅
の所有者

Ｕ・Ｉターン
子育て・

空き家を

空き家

リフォームする

リフォーム

※バンク登録物件対象

支援事業

賃貸住宅の所有者、Ｕ・ Ｉタ ーン 世帯、子育て世帯、新
婚世帯の空き家のリフォームに対して補助
【補助金額】 対象工事費の１/５(上限３０万円)
※居住環境再構築区域の物件：上限６０万円
※他要件あり

上限ＵＰ
居住環境

再構築区域

新婚世帯

Ｕ・Ｉターン

空き家を借りて住む
※バンク登録物件対象

U・Iﾀｰﾝ世帯
空き家居住
家賃支援事業

Ｕ・Ｉターン世帯の空き家の家賃の一部を補助
【補助金額】 月額家賃の１/３
（上限２万５千円／月）
【補助期間】 最大２４か月間
※他要件あり

旧 耐 震 住 宅 …昭和５６年５月３１日までに着工または建築された一戸建て住宅。／若 年 夫 婦 世 帯 …夫婦のいずれかが４０歳未満の世帯。
子 育 て 世 帯 …１８歳未満の子を含む世帯。／新 婚 世 帯 …入籍後１０年未満の夫婦を含む世帯。
居 住 環 境 再 構 築 区 域 ・ 居 住 誘 導 区 域 …別紙をご参照ください

加算なし

福井市の子育て支援情報は
「はぐくむ.net」でチェック！

各種支援制度～様々な支援制度により、子育てをサポートします。～
主な支援制度

お問い合わせ先

・第３子以降保育料無料
・地域子育て支援センター（利用料無料、子育て相談、交流の場の提供）
・すみずみ子育てサポート事業
（小学３年生以下の児童の一時預かり利用料金補助や家事援助）
・病児・病後児保育、ショートステイ・トワイライトステイ

子育て支援課
℡ (0776)20－5270

・中学校修了までの子ども医療費助成
（未就学児：医療費全額、小・中学生：自己負担額あり）
・児童手当
・ひとり親支援

子ども福祉課
℡ (0776)20－5412

・乳幼児健診
・妊娠・子育てサポートセンター「ふくっこ」 （2019年度新設）

福井市保健センター
℡ (0776)28－1256

入園・入学等の手続きについて
■保育園（認定こども園含む）

お 問い合わせ＞＞子育て支援課 0776-20-5270

・年度途中での入園を希望する場合は、まずはお電話にて、空き状況の確認をお願いします。
・2021年4月からの入園の申込期間は、秋ごろとなる予定です。 （子育て支援室のホームページ等でご案内する予定です）

■小中学校

お 問い合わせ＞＞学校教育課 0776-20-5350

・通学する学校は、住所地により決定します。
・本市への転入手続きの後、学校教育課へお越しください。
「学校指定通知書」を発行しますので、入学する学校へ提出してください。
・準備物の確認等、学校生活にかかることについては、各学校へお問い合わせください。

■児童クラブ

お 問い合わせ＞＞学校教育課 放課後児童育成室 0776-20-5566

・留守家庭のお子さんを放課後お預かりします。
・随時受付を行っていますので、まずはお電話ください。

■福井市東京事務所

メール・お電話など
お気軽にどうぞ！

○所在地：東京都千代田区日比谷公園1－3 市政会館5階
○相談時間：10時～17時
●電話：03-6457-9181
○E-mail：fukui-tokyo@city.fukui.lg.jp
○休み：土、日、祝日、年末年始

■福井市まち未来創造課 移住定住推進室
○所在地：福井市大手3丁目10-1 福井市役所本館3F
●電話：0776-20-5514
○E-mail：iju@city.fukui.lg.jp

○相談時間：8時30分～17時15分
○休み：土、日、祝日、年末年始

■福井Ｕターンセンター
福井

○所在地：福井市手寄１丁目４-１ アオッサ７階
●電話：0776-43-6295
○相談時間：9時～18時（土曜は17時半まで）
○休み：日、月、祝日、年末年始
東京
○所在地：千代田区有楽町２-１０-１東京交通会館8階 ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター内
●電話：03-6273-4322
○相談時間：10時～18時
○休み：月、祝日、年末年始
大阪
○所在地：大阪市中央区瓦町２丁目２-１４ 福井県大阪事務所内
●電話：06-6226-1688
○相談時間：10時～17時
○休み：土（第3除く）、日、祝日、年末年始
※第3土曜は、大阪市中央区本町橋2-31 シティプラザ大阪１階 ふるさと回帰センターにて開設。（11時～18時）
名古屋 ○所在地：名古屋市中区栄３丁目１５－３３ 栄ガスビル１３階
●電話：052-855-3432
○相談時間：10時～17時（第3土曜は11時～18時）
○休み：土（第3除く）、日、祝日、年末年始

【ＵＩターンに関するお問い合わせ先】
福井市まち未来創造課 移住定住推進室
（福井市大手３丁目１０－１）
TEL：0776-20-5514 FAX：0776-20-5733
MAIL：iju@city.fukui.lg.jp

福井市 の移住関連情報はこちらから

