福 井 市

Ｕ Ｉ タ ー ン 支 援 ガ イ ド

福井市には、暮らしに関わる全国トップクラスがたくさん！
★合計特殊出生率 ★保育所待機児童ゼロ
★持ち家率、家の広さ

★子どもの学力・体力

★共働き日本一の女性活躍社会

★介護のいらない元気なお年寄りの割合

など

ＵＩターン相談窓口
相談をご希望の際は、事前にお電話でご連絡ください。

■福井市東京事務所ＵＩターンアドバイザー（市が設置しています）
福井市専任のＵＩターンアドバイザーが、暮らしや仕事の様々な相談に応じます。お気軽にご相談ください！
○所在地：東京都千代田区日比谷公園1－3 市政会館5階
○電話：03-6457-9181
○E-mail：fukui-tokyo@city.fukui.lg.jp
○相談時間：10時～17時
○休み：土、日、祝日、年末年始

■福井Ｕターンセンター（県が設置しています）
福井、東京、大阪、名古屋にオフィスを開設しています。
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。
相談時間:11時～18時
名古屋 ○所在地：名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル2階 （株）アイバック名古屋オフィス内
○電話：052-218-4113
○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ターン支援メニュー
■住まいの支援
《お問い合わせ先》 福井市住宅政策課 ℡ （0776）20-5571
支援制度
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補助額

支援内容・補助要件

U・Ⅰターン世帯の場合

Ｕ・Ｉターン若年夫婦
世帯等住宅取得支援

住宅の新築又は購入費用補助
（対象）
若年夫婦世帯または子育て世帯※

50万円

若年夫婦世帯等
住宅応援家賃支援

良好な特定公共賃貸住宅（福団地Ｂ
棟、新田塚団地Ｃ棟）の家賃補助
（対象）
若年夫婦世帯または子育て世帯※

月額 3万5千円

U・Iターン世帯
空き家居住家賃支援

空き家情報バンクに登録された住宅の
家賃補助

家賃の1/3、2年間
（上限）
月額 2万5千円

―

空き家情報バンクに登録された住宅の
購入費用補助

50万円
ただし、まちなか地区の物
件の場合、70万円

―
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月額 2万5千円

費用の20％
空き家情報バンクに登録された住宅を
リフォームする際の費用補助

多世帯同居をするために必要な
リフォームの費用補助

（上限）50万円
ただし、まちなか地区の物 （上限）30万円
件の場合、上限70万円
費用の1/3
（上限）100万円

（上限）80万円

70万円

50万円

建設費用補助
（二世帯型戸建て・共同建て）

（上限） 120万円

（上限）100万円

リフォーム費用補助

（上限） 70万円

（上限） 50万円

直系親族と近居（同一小学校区内）する
ための住宅の新築又は購入費用補助
〈募集期間〉平成29年10月31日まで
＊募集期間終了後、補助の決定をします。
応募多数の場合は抽選となります。

家賃補助
（対象）
若年夫婦世帯または子育て世帯※

※若年夫婦世帯または子育て世帯
・若年夫婦：夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
・子育て世帯：18歳未満の子または妊婦を含む世帯

家賃の1/3、最長平成30年3月まで
（上限）
月額2万5千円

（上限）
月額 1万5千円

◎U・Iターン世帯の定義、申請期間、補助の要件等は、
支援の種類によって異なります。
詳しくは、上記《お問い合わせ先》までお問い合わせ
ください。

森田北東部地区の保留地の分譲を行っています。興味のある方は、
市ホームページをご覧ください。「福井市 保留地」で検索！
※森田北東部地区：市の北部に位置し、市中心部へのアクセスが
良く、生活利便性の高い地区です。
【お問い合わせ先】福井市区画整理課 ℡ 20-5470

■起業支援
《お問い合わせ先》 福井市商工振興課 ℡ （0776）20-5325
支援制度
中小企業者等融資制度
「創業支援資金」

補助額・上限等

支援内容・補助要件

融資限度額1,500万円
若者（35歳未満）、女性、Ｕ・Ｉターン者向け
利子補給 1/2（最初の2年間）
の創業支援資金融資制度
保証料補給 全額
起業プランの作成相談

起業家支援
セットメニュー

事業所開設の家賃補助

家賃の1/2、6カ月間
（上限）5万円/月

開業のための初期投資の経費補助

経費の1/2
（上限）30万円。ただし、女性起業家は40万円

家賃の一部補助
（ＵＩＪターンの方のみ）

家賃月額の1/2、6カ月間
（上限）2万円/月
ただし、空き家情報バンク登録物件の
場合、上限4万円/月

がんばるリノベ応援事業

中心市街地（中央１丁目・3丁目）で不動産
経費の1/2
所有者と連携し、リノベーションに取り組む
（上限）100万円
出店者に対し、工事費等の一部を補助

おもてなし商業エリア
創出事業

中心市街地の特定エリアで外観を重視した
経費の1/2
店舗の新築・改修をする出店者に対し、工
（上限）300万円
事費等の一部を補助
家賃補助 ：家賃の1/2（最大3年間）

中心市街地
オフィス立地促進事業

（月額上限）従業員10人以下 ：10万円
従業員11人～20人：20万円
従業員21人以上 ：30万円

中心市街地で、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した場合、 雇用奨励金 ： 新規雇用者1人につき20万円
転属者1人につき10万円
家賃補助や雇用奨励金を支給
（上限）300万円
※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、上記《お問い合わせ先》までご相談ください。

■農林水産業 就業支援
《お問い合わせ先》 農業

： 福井市農政企画室 ℡ (0776)20－5420

林業・水産業 ： 福井市林業水産課 ℡ (0776)20－5430
支援制度

支援内容・補助要件

補助額・上限等

Ｕ・Ｉターン者見学補助金
（農・林・水産）

本市での農林水産業への就業を目指し、県外から現場
を見学に来られる60歳未満の方を対象に、交通費と宿
泊費を補助

Ｕ・Ｉターン者奨励金
（農・林・水産）

60歳未満のＵ・Ｉターン者が新規に就業、もしくは、研修を 30万円/年間
受講し市内で就業見込みの場合、奨励金を支給
（最大2年間）

農業次世代人材投資事業
（農）

最大150万円／年
45歳未満の農業を始める方に対して、研修期間や経営
（準備型：2年間、
が安定するまでの間、給付金を支給
経営開始型：5年間）

新規就農者経営支援事業
（農）

45歳以上の新規就農者に対して、経営開始初期に奨
励金を支給

福井市までの旅費：全額
宿泊費：定額5千円

月額
（１年目）15万円
（２年目）10万円
（３年目）5万円

就職に関する情報
Webサイト
ふくい
おしごとネット

内 容
市内企業の事業内容や求人情報、就職関連セミ
ナーなどの最新情報を掲載しています。
http://fukui-shigoto.net/

お問い合わせ先
福井市しごと支援課
℡（0776）20-5321

県内のＵ・Ｉターン就職に関する各種イベント
ふくい
福井Ｕターンセンター
や就職情報などを掲載しています。
Ｕターン就職ネット
℡（0776）43-6295
http://www.fukui-uturn.com/

子育て支援
様々な支援制度により、子育て世帯をサポートします。
○中学校修了までの子ども医療費助成
○地域子育て支援センター（市内１２か所）
○ブックスタート（お子さんへ初めての絵本をプレゼント）
○第３子以降保育料無料
○孫育て応援事業（０・１歳児を保育する祖父母への支援）
○すみずみ子育てサポート事業（就学前児童の一時保育利用料金補助や家事援助）
○子育てパパカレッジ（男性の育児参加支援）
○子育てサイト「はぐくむネット」（子育てに関する情報を発信）
○病児保育施設送迎サービス
（保育園での体調不良時、病児保育施設の看護師が保護者に代わり送迎・看護をするサービス）
○病児・病後児保育、ショートステイ・トワイライトステイ
○放課後児童クラブ
○特定不妊治療費助成事業
など

福井市へのアクセス
平成 34 年度に、北陸新幹線福井駅が開業します。
開業後は、東京-福井間が最短で 2 時間 50 分！
〈東京から〉
ＪＲ／北陸新幹線･北陸本線特急で約 3 時間 30 分
東海道新幹線・特急しらさぎで約 3 時間 30 分
飛行機／羽田→小松→連絡バスで約 2 時間 15 分
自動車／東名・名神・北陸自動車道で約 6 時間 30 分

〈大阪から〉
ＪＲ／特急サンダーバードで 1 時間 55 分
自動車／名神・北陸自動車道で約 2 時間 30 分
〈名古屋から〉
ＪＲ／特急しらさぎで 2 時間
自動車／名神・北陸自動車道で約 2 時間 10 分

【ＵＩターンに関するお問い合わせ先】
総合窓口福井市 まち未来創造室（福井市大手３丁目１０－１）
TEL：0776-20-5230 FAX：0776-20-5733 MAIL：machi-m@city.fukui.lg.jp
※各種支援制度の要件や手続き方法など、詳細については、各担当課へお
問い合わせください。

