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令和２年度予算編成の基本方針 

 

国の令和２年度の経済見通しでは、「災害からの復旧・復興」、「海外経済の下

振れリスクへの対応」、「東京オリンピック・パラリンピック後も見据えた未来へ

の投資」を柱とした経済対策の着実な実施など、各種施策の効果もあいまって、

個人消費や公共投資の拡大が見込まれます。この結果、令和２年度の国内総生産

の実質成長率は、１．４％、名目成長率は、２．１％程度になるとされています。  

このような状況を踏まえ、国の令和２年度一般会計予算案は、  

１０２兆６，５８０億円と、元年度に続き１００兆円の大台を超え、８年連続で

過去最大となっています。幼児教育・保育の無償化や健康づくりの抜本的強化な

ど社会保障の充実、防災・減災・国土強靭化のための３か年緊急対策、マイナン

バーカードを活用した消費活性化策など経済対策の着実な実行に加え、国債発行

額を８年連続で減額するなど歳出改革の取組の継続により、経済再生と財政健全

化を両立する予算となっています。 

また、地方財政対策では、地方交付税について前年度を上回る１６．６兆円を

確保するとともに、臨時財政対策債を前年度から０．１兆円抑制しています。加

えて、まち・ひと・しごと創生事業費の確保や緊急防災・減債事業費の対象事業

の拡充などが掲げられています。 

その結果、一般財源総額について、前年度を上回る６３兆４千億円を確保する

内容となっています。 
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このような中、本市の令和２年度当初予算は、福井市財政再建計画に掲げる取

組を着実に実行することを基本に、第七次福井市総合計画に掲げる将来都市像と

市長ビジョン「希望と安心のふくい」の実現を目指す予算であります。 

予算編成に当たっては、社会保障関係経費や公債費等の義務的経費が高い水準

で推移する中、企業収益の減少や税率の引下げの影響等による市税の減収が見込

まれることから、財源確保については、非常に厳しい状況となりました。  

しかしながら、北陸新幹線福井開業を３年後に控え、本市がより一層発展でき

る好機を迎えることから、開業に向けたまちづくりやイメージアップに係る事業

に万全を期さなければなりません。また、人口減少社会に立ち向かうため、持続

可能で活力ある地域づくりへの取組も必要です。そのため、ふるさと納税をはじ

めとしたあらゆる歳入の確保に意欲的に取り組み、将来を見据えた財政健全化の

堅持にも配慮しつつ、「新幹線開業」や「地域の活力の強化」、「未来への投資」

に重点を置いた、予算編成を行うこととしました。  



（単位　千円，％）

会 計 別 2年度予算額 構 成 比 元年度予算額 構 成 比

一 般 会 計 114,808,000 52.1 105,921,000 51.4 　 8,887,000 　 8.4

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 22,195,000 10.1 23,078,000 11.2 △ 883,000 △ 3.8

国民健康保険診療所特別会計 2,900 0.0 3,000 0.0 △ 100 △ 3.3

後期高齢者医療特別会計 3,775,000 1.7 3,670,000 1.8 　 105,000 　 2.9

介 護 保 険 特 別 会 計 26,527,000 12.0 25,716,000 12.5 　 811,000 　 3.2

母子父子寡婦福祉資金貸付
特 別 会 計

4,100 0.0 6,400 0.0 △ 2,300 △ 35.9

競 輪 特 別 会 計 13,975,000 6.4 14,192,000 6.9 △ 217,000 △ 1.5

宅 地 造 成 特 別 会 計 757,000 0.4 1,034,000 0.5 △ 277,000 △ 26.8

中 央 卸 売 市 場 特 別 会 計 741,000 0.3 774,000 0.4 △ 33,000 △ 4.3

駐 車 場 特 別 会 計 73,000 0.0 56,000 0.0 　 17,000 　 30.4

集 落 排 水 特 別 会 計 835,000 0.4 817,600 0.4 　 17,400 　 2.1

地 域 生 活 排 水 特 別 会 計 193,000 0.1 191,000 0.1 　 2,000 　 1.0

福井駅周辺整備特別会計 0 0.0 443,000 0.2 △ 443,000 皆減

ガ ス 事 業 清 算 特 別 会 計 8,438,000 3.8 0 0.0 　 8,438,000 皆増

特 別 会 計 合 計 77,516,000 35.2 69,981,000 34.0 　 7,535,000 　 10.8

下 水 道 事 業 会 計 19,817,000 9.0 18,366,000 8.9 　 1,451,000 　 7.9

ガ ス 事 業 会 計 0 0.0 3,735,000 1.8 △ 3,735,000 皆減

水 道 事 業 会 計 7,640,000 3.4 7,460,000 3.6 　 180,000 　 2.4

簡 易 水 道 事 業 会 計 613,000 0.3 582,000 0.3 　 31,000 　 5.3

企 業 会 計 合 計 28,070,000 12.7 30,143,000 14.6 △ 2,073,000 △ 6.9

総 額 220,394,000 100.0 206,045,000 100.0 　 14,349,000 　 7.0

令和 2 年度  会計別予算総括表

比 較 増 減 額 増 減 率
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歳　　　　入 （単位　千円，％）

2年度予 算額 構 成 比 元年度予算額 構 成 比

1 市　税 44,528,000 38.8 45,228,000 42.7 △ 700,000 △ 1.5

2 地方譲与税 1,016,000 0.9 877,000 0.8 　 139,000 　 15.8

3 利子割交付金 28,000 0.0 100,000 0.1 △ 72,000 △ 72.0

4 配当割交付金 158,000 0.1 200,000 0.2 △ 42,000 △ 21.0

5 株式等譲渡所得割交付金 74,000 0.1 135,000 0.1 △ 61,000 △ 45.2

6 法人事業税交付金 237,000 0.2 0 0.0 　 237,000 　 皆増

7 地方消費税交付金 5,860,000 5.1 5,350,000 5.1 　 510,000 　 9.5

8 ゴルフ場利用税交付金 31,000 0.0 25,000 0.0 　 6,000 　 24.0

9 環境性能割交付金 94,000 0.1 40,000 0.0 　 54,000 　 135.0

10 地方特例交付金 230,000 0.2 200,000 0.2 　 30,000 　 15.0

11 地方交付税 10,356,000 9.0 10,533,000 9.9 △ 177,000 △ 1.7

12 交通安全対策特別交付金 36,000 0.0 38,000 0.0 △ 2,000 △ 5.3

13 分担金及び負担金 220,516 0.2 228,378 0.2 △ 7,862 △ 3.4

14 使用料及び手数料 1,292,104 1.1 1,638,169 1.6 △ 346,065 △ 21.1

15 国庫支出金 18,167,976 15.8 15,979,558 15.1 　 2,188,418 　 13.7

16 県支出金 9,782,178 8.5 9,503,180 9.0 　 278,998 　 2.9

17 財産収入 1,238,146 1.1 111,050 0.1 　 1,127,096

18 寄附金 425,090 0.4 163,404 0.2 　 261,686 　 160.1

19 繰入金 4,512,033 4.0 297,598 0.3 　 4,214,435

20 繰越金 100,000 0.1 100,000 0.1 　 0 　 0.0

21 諸収入 3,670,357 3.2 3,559,163 3.4 　 111,194 　 3.1

22 市　債 12,751,600 11.1 11,464,500 10.8 　 1,287,100 　 11.2

○ 自動車取得税交付金 0 0.0 150,000 0.1 △ 150,000 皆減

114,808,000 100.0 105,921,000 100.0  8,887,000  8.4歳 入 合 計

令和 2 年度  一般会計歳入歳出予算総括表

款 別 比 較 増 減 額 増 減 率

1,014.9

1,416.2
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歳　　　　出 （単位　千円，％）

2年度予 算額 構 成 比 元年度予算額 構 成 比

1 議会費 691,972 0.6 689,711 0.6 　 2,261 　 0.3

2 総務費 12,648,689 11.0 8,166,197 7.7 　 4,482,492 　 54.9

3 民生費 43,368,032 37.8 43,010,227 40.6 　 357,805 　 0.8

4 衛生費 6,048,058 5.3 6,003,334 5.7 　 44,724 　 0.7

5 労働費 445,934 0.4 438,251 0.4 　 7,683 　 1.8

6 農林水産業費 3,385,863 2.9 3,249,125 3.1 　 136,738 　 4.2

7 商工費 2,733,477 2.4 2,403,496 2.3 　 329,981 　 13.7

8 土木費 15,868,872 13.8 13,675,405 12.9 　 2,193,467 　 16.0

9 消防費 3,687,758 3.2 3,464,030 3.3 　 223,728 　 6.5

10 教育費 9,481,366 8.3 8,895,609 8.4 　 585,757 　 6.6

11 災害復旧費 36,950 0.0 17,400 0.0 　 19,550 　 112.4

12 公債費 16,311,029 14.2 15,808,215 14.9 　 502,814 　 3.2

14 予備費 100,000 0.1 100,000 0.1 　 0 　 0.0

114,808,000 100.0 105,921,000 100.0  8,887,000  8.4

款 別 比 較 増 減 額 増 減 率

歳 出 合 計
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（単位　千円，％）

2年度予算額 構 成 比 元年度予算額 構 成 比

1 人件費 20,261,918 17.7 18,187,048 17.2  2,074,870  11.4

2 物件費 13,822,158 12.0 14,929,628 14.1 △ 1,107,470 △ 7.4

3 維持補修費 573,319 0.5 560,985 0.5  12,334  2.2

4 扶助費 27,902,727 24.3 26,961,906 25.5  940,821  3.5

5 補助費等 9,517,618 8.3 9,020,417 8.5  497,201  5.5

6 普通建設事業費 10,518,686 9.2 8,723,637 8.2  1,795,049  20.6

1 補助 6,515,321 5.7 5,000,262 4.7  1,515,059  30.3

2 単独 4,003,365 3.5 3,723,375 3.5  279,990  7.5

7 災害復旧事業費 36,950 0.0 17,400 0.0  19,550  112.4

2 単独 36,950 0.0 17,400 0.0  19,550  112.4

9 公債費 16,311,029 14.2 15,808,215 14.9  502,814  3.2

10 積立金 4,055,232 3.5 6,513 0.0  4,048,719

12 貸付金 1,415,805 1.2 1,333,360 1.3  82,445  6.2

13 繰出金 10,292,558 9.0 10,271,891 9.7  20,667  0.2

14 予備費 100,000 0.1 100,000 0.1  0  0.0

114,808,000 100.0 105,921,000 100.0  8,887,000  8.4合 計

令和 2 年度  一般会計予算性質別内訳表

性 質 別 比 較 増 減 額 増 減 率

62,163.7
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主 要 事 業 一 覧 
（単位：千円） 

 新規事業 30件 

 拡充事業 20件 

 〈  〉継続費設定 

《  》債務負担行為設定 

 

Ⅰ 快適に暮らすまち  
                               

政策１ まちなかの充実した都市機能により多様な人が集まるまちをつくる 

○拡    １ 市街地再開発事業等支援事業 ３,６６０,６７４ 

○新    ２ まちなかウォーカブル推進事業 ８６,５５５ 

３ 西開発周辺道路整備事業 ３３３,１５０ 

４ 北陸新幹線建設整備事業 ６８５,２３０ 

○拡    ５ 並行在来線開業準備事業 ８,０６４ 

○拡    ６ 北陸新幹線福井駅（東口）拡張施設整備事業 ５００ 

 <１,４９５,０００> 

○新    ７ 中心市街地賑わいづくり事業 ２１,４８０ 

８ 足羽山魅力向上事業 ３６,４７５ 

 

政策２ 地域の特色を活かし魅力的で活力のあるまちをつくる  

○新    ９ 第２次福井市都市交通戦略策定事業 ２０,３５８ 

１０ 地域コミュニティバス運行支援事業 ４４,８８２ 

○新   １１ 福井とつながる対流拡大事業 １８,５００ 

○新   １２ 二地域活動・二地域居住等促進事業 ２,５３１ 

１３ テレワーク推進事業 １,２９８ 

○新   １４ 福井×高校生 ワクワク学校事業 １,３００ 

１５ 里地・里山活性化事業 ５,８００ 

１６ 居住推進支援事業 ２５,４９６ 

 

政策３ 強靱な社会基盤と安全で快適な生活環境が整ったまちをつくる  

１７ 道路整備事業 １,６２３,０１７ 

１８ 河川・水路整備事業 ３４６,５００ 

１９ 木造住宅耐震化促進事業 １３,６８０ 

２０ 東安居団地整備事業 ３５２,７３０ 

２１ 下水道整備事業 ５,９９５,４８４ 

２２ 上水道整備事業 ２,０６７,１７０ 

２３ 簡易水道整備事業 １６４,８００ 
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Ⅱ 住みよいまち        

政策４ 市民が自らの役割と責任を担い誰もが尊重され活躍できる住みよい

まちをつくる  
２４ 地域の未来づくり推進事業 ７０,８６３ 

２５ 集落支援員事業 ３,１６９ 

○新   ２６ Ｗｅｌｃｏｍｅ集落認定事業 ３,３００ 

○新   ２７ “地域の夢を叶える”未来づくり創造ファンド事業 １２,７９０ 

○拡   ２８ 女性活躍応援事業 ７,２０５ 

２９ 市民協働推進事業 ６,１０４ 

３０ ボランティア活動支援事業 ２,２５７ 

３１ 国際化推進事業 ２０,６００ 

 

政策５ すべての市民が健康で生きがいをもち安心して暮らせるまちをつくる 

３２ 障がい福祉サービス事業 ６,３００,０００ 

○拡   ３３ 日常生活用具給付事業（人工呼吸器使用者向け自家発電機） １,０００ 

３４ 障がい者コミュニケーション支援事業 １４,４３１ 

３５ 多機能よろず茶屋等設置事業 ６,９００ 

３６ 子ども医療費助成事業 ９２０,０００ 

３７ 子どもの居場所づくり・学習支援事業 ３,５０８ 

○拡   ３８ 児童虐待防止等事業 ２,６４４ 

３９ 子ども・子育て支援事業 ８,８１７,７２０ 

○新   ４０ ２人っ子応援プロジェクト事業 ５６,８００ 

○新   ４１ 未来の保育士マッチング事業 １,０００ 

４２ 休日急患センター（小児科）整備事業 ４９,０００ 

○拡   ４３ 風しん予防接種事業 ２５,１９１ 

○拡   ４４ ふくっこ（妊娠・子育て）支援事業 ５,９６９ 

○拡   ４５ 放課後児童健全育成事業 ６０２,６０２ 

 

政策６ 環境にやさしい持続可能なまちをつくる 

○拡   ４６ ごみ処理施設整備事業 １３３,７７９ 

《２０,４１６》 

４７ 環境政策事業 ３,５５０ 

○新   ４８ 循環型社会づくり支援事業 ６,０００ 

４９ 廃棄物対策事業 １５,３７２ 

○新   ５０ 全国「みどりの愛護」のつどい開催事業 １４,１０６ 
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政策７ 災害・事故に強い安全・安心なまちをつくる 

５１ 災害時マンホールトイレ整備事業 １１,５７０ 

○新   ５２ 災害対策本部機能向上事業 ７,３５０ 

５３ 防犯カメラ設置補助事業 ２,０００ 

５４ 除雪対策事業 ６０５,１７１ 

○新   ５５ 危険ブロック塀除却事業 ６００ 

５６ 空き家対策事業 ８,５７９ 

○拡   ５７ 消防庁舎建設事業 ３２７,２９５ 

５８ 防災センター展示・体験施設環境整備事業 ８,３８０ 

５９ 消防車両整備事業 １０１,２０１ 

 

 

Ⅲ 活き活きと働くまち   

政策８ 若者が希望を持てる農林水産業のまちをつくる 

６０ 園芸総合振興事業 ４３,４７４ 

６１ 農林水産物「ふくいブランド」構築事業 １４,３００ 

○拡   ６２ 未来へつなぐ ふくいの農業・水産業活性化プロジェクト ２７,４８９ 

○新   ６３ 三里浜ドリームプロジェクト ６,０００ 

６４ 新規就農者支援事業 ２１,８１１ 

○拡   ６５ 森林環境譲与税関連事業 ７４,３８３ 

○拡   ６６ つくり育てる漁業推進事業 ２,２４５ 

６７ 有害鳥獣対策事業 ４９,４５９ 

６８ 園芸普及拡大事業 ６,５５７ 

 

政策９ 活力と魅力あふれる商工業が発展しつづけるまちをつくる 

○新   ６９ テキスタイルイノベーションプロジェクト ２１,２２６ 

７０ マーケット開発支援事業 ２２,６９６ 

７１ 起業家支援事業 ８,２４７ 

○拡   ７２ おいしいふくい推進事業 １１,５１８ 

７３ 企業立地支援事業 ６３９,０００ 

７４ Ｕ・Ｉターン就職促進事業 ４,５６１ 

○拡   ７５ 就職支援事業 ３,７１１ 
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政策 10 観光資源を磨き上げおもてなしの心があふれる観光のまちをつくる 

○新   ７６ ふくいプロモーション事業 ５９,６００ 

《１２３,０００》 

《１６,０００》 

《２２,０００》 

《７,７００》 

○新   ７７ 福井ジェニックＰＲ事業 ４,０００ 

７８ 観光おもてなし推進事業 １,２０２ 

○拡   ７９ インバウンド推進事業 ４,４７４ 

○拡   ８０ 福井・永平寺周遊滞在型観光推進事業 ５,８１４ 

８１ 一乗谷ブランドイメージ向上事業 １３,７００ 

○新   ８２ 大河放映記念 明智光秀ゆかりの地ＰＲ事業 １３,２００ 

８３ まちなか滞在推進事業 ５２,７０３ 

８４ 越前海岸体験・体感観光推進事業 ７,４７７ 

 

Ⅳ 学び成長するまち            

政策 11 郷土の文化や歴史、自然を活かした個性的で魅力あるまちをつくる 

○拡   ８５ 名勝養浩館庭園整備事業 ４５,３５０ 

８６ 自然史博物館企画展事業 １,６９５ 

８７ 美術館企画展事業 ３３,０００ 

８８ 歴史博物館企画展事業 １４,２００ 

○新   ８９ 文化的景観「越前海岸の水仙畑と農村景観」普及啓発事業 １,０７２ 

９０ 大安寺建造物修理事業 １３,３３３ 

 

政策 12 健やかで自立心をもった感性豊かな子どもを育むまちをつくる 

○新   ９１ 学校体育館照明ＬＥＤ化事業 １１９,０００ 

○新   ９２ 森田小学校校舎増築事業 １７,４９６ 

《１２５,８５０》 

《１２５,８５４》 

９３ 社北小学校大規模改修事業 ４１６,９００ 

○拡   ９４ 英語活動推進事業 ５１,７０８ 

９５ 地域に生きる学校づくり推進事業 ２５,４５５ 

９６ いきいきサポーター配置事業 １３７,９００ 

９７ 新学校給食センター整備事業 ２１,４００ 

《８,６００》 
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政策 13 市民が自主的に生涯学習や生涯スポーツを楽しむまちをつくる 

９８ 一乗公民館移転転用事業 ９２,６００ 

○新   ９９ 東京オリンピック・パラリンピック関連事業 ４４,７３２ 

１００ フットボールセンター整備事業 ３５,０００ 

○新  １０１ フルマラソン大会開催準備事業 ２,５７６ 

１０２ 市立図書館リニューアル事業 ７８,１７９ 

 <１００,０００> 

○新  １０３ まちかど返却ボックス設置事業 ２,０００ 

 

総合計画を推進するために   

○新  １０４ 情報システム広域連携調査研究事業 ４,３８１ 

○新  １０５ ＡＩチャットボット導入事業 ３,０００ 

○新  １０６ 総合計画策定事業 ４,４４８ 

１０７ ふるさと納税推進事業 １５４,１５４ 

１０８ 施設マネジメント推進事業 ２６,６８２ 

○新  １０９ 戸籍・戸籍附票システム改修事業 ８,８５７ 

○新  １１０ 研修センター機能移転事業 ３６,０００ 
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主 要 事 業 の 説 明 
 

Ⅰ 快適に暮らすまち 
 

政策１ まちなかの充実した都市機能により多様な人が集まるまちをつくる 
 

○拡  １  市街地再開発事業等支援事業 (都市整備課) ３,６６０,６７４千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

1,829,567 899,609 809,600  121,898 

 

     市街地環境の整備・改善につながる民間主導型の再開発事業等に対して支援を行い、交流

人口の増加やまちなかの賑わい創出を図ります。 

【事業概要】 

（１）中央 1 丁目 10 番地地区優良建築物等整備事業  60,696 千円 

〔事業区域〕 中央 1 丁目地係 

〔事業年度〕 平成 27 年度～令和 2 年度 

〔事業内容〕 調査設計計画費（工事監理）、 

共同施設整備費（工事費）に対する補助 

（２）駅前電車通り北地区Ａ街区市街地再開発事業  3,289,936 千円 

〔事業区域〕 中央 1 丁目地係 

〔事業年度〕 平成 30 年度～令和 5 年度 

〔事業内容〕 調査設計計画費（建築設計費、地盤調査費）、 

土地整備費（補償費、解体工事）、 

共同施設整備費（工事費）に対する補助 

（３）駅前南通り地区市街地再開発事業  308,502 千円 

〔事業区域〕 中央 1 丁目地係 

〔事業年度〕 令和 2 年度～5 年度 

〔事業内容〕 調査設計計画費（事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費、 

権利変換計画作成費） 

 

 

○新  ２  まちなかウォーカブル推進事業 (都市整備課) ８６,５５５千円 

財源

内訳 

国 県 市債 その他 一般財源 

38,600 18,000 21,700 5,000 3,255 

     

     「居心地が良く歩きたくなるまちなか」を推進するために、歴史資源をつなぐ回廊を形成 

するとともに、養浩館庭園へと繋がる福井城址周辺道路を整備します。さらに、中央１丁目

において、民間のまちづくりに合わせた周辺の道路等の高質化を行います。 

【事業概要】 

（１）福井城址周辺整備事業   

〔事業区域〕 御本丸緑地（中央公園～順化小学校） Ｌ＝140ｍ 

〔事業内容〕 消融雪設備（さく井、機械設備）、歩道整備等 

（２）まちなか回遊性整備事業  

〔事業区域〕 中央１丁目（市道中央 1-625 号線、豊島上町線他）  

〔事業内容〕 舗装高質化、ハンドホール調整等 
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  ３  西開発周辺道路整備事業 (都市計画課) ３３３,１５０千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

159,115  154,600  19,435 

 

     西開発地区から中心市街地への自動車交通の円滑化を図るため、都市計画道路を整備しま

す。 

     【事業概要】 

      〔施行区間〕 都市計画道路 志比口開発線 

〔延  長〕 810ｍ 

〔施行期間〕 平成 27 年度～令和 3 年度（予定） 

 

  ４  北陸新幹線建設整備事業 (新幹線整備課) ６８５,２３０千円 

財源

内訳 

国 県 市債 その他 一般財源 

48,553 35,630 455,000 74,381 71,666 

 

     本市の観光、経済、地域の活性化に大きな効果が見込まれる北陸新幹線建設整備事業費の

一部を負担するとともに、沿線地域の環境整備を行います。 

     【事業概要】 

      （１）北陸新幹線建設整備負担金  

〔事業主体〕 （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

〔事業期間〕 平成 24 年度～令和 6 年度 

       〔負担割合〕 国：建設費の 2/3 負担（貸付料除く） 

              地方：建設費の 1/3 負担（貸付料除く） 

              市：県が負担する額（負担対象部分）の 1/10 負担 

       〔事業対象〕 工事費等（橋りょう、高架橋、軌道敷設、駅舎建設等） 

      （２）北陸新幹線関連公共施設等整備事業   

〔対象地区〕 文殊地区ほか 

      （３）北陸新幹線付替道路等整備事業 

          〔対象地区〕 啓蒙地区ほか 

          〔事業内容〕 市道上に橋脚等が整備されるため、付替工事を実施 

 

 

○拡  ５  並行在来線開業準備事業 (新幹線整備課) ８,０６４千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    8,064 

 

     並行在来線の利用促進策検討のため、新駅やパーク＆ライド駐車場の設置等について調査

を行います。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 新駅、パーク＆ライド駐車場設置等の調査、先進地視察 

 

 

○拡  ６  北陸新幹線福井駅（東口）拡張施設整備事業 (新幹線整備課) ５００千円 

〈１,４９５,０００千円〉 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

250 125 100  25 

 

     公共交通利用者や福井駅東口広場周辺を訪れた方の利便性、快適性の向上および県都の玄

関口にふさわしい駅となるよう、新幹線駅東側に拡張施設の整備を行います。 
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     【事業概要】 

〔施設規模〕 鉄骨 2 階建て 高さ約 10ｍ 延べ床面積約 1,600 ㎡ 

〔主な施設〕 1 階：観光案内所（県内全域の観光情報を発信）、待合・休憩スペース 

           レンタサイクル、階段広場 

        2 階：カフェ・展示・交流スペース（文化・芸術・地域活動 ほか） 

        屋上：広場 

〔事業期間〕 平成 29 年度～令和 4 年度 

       （令和 2～4 年度の継続費設定）〈1,495,000 千円〉 

〔事業内容〕 令和 2 年度：電線管埋設詳細設計 

        令和 3～4 年度：拡張施設建設工事 

 

 

○新  ７  中心市街地賑わいづくり事業 (都市整備課・商工振興課） ２１,４８０千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

7,861   500 13,119 

                  

     令和 5 年春の北陸新幹線福井開業に向け、再開発事業区域やその周辺エリアを活用したソ

フト事業の充実により、まちなかにさらなる賑わいを創出します。 

     【事業概要】 

      （１）福井駅周辺での連携中枢都市圏域市町の宝探しイベント   

    連携市町に関する謎を解き、駅周辺に設置した宝箱を探すゲームを実施 

      （２）宝探しファイナルイベント  

   ハピテラスにおいて、地域資源の魅力のＰＲや体験ができるイベントを宝探しゲ

ームの最終日に実施 

      （３）まちなかイベントプラットフォーム構築事業   

まちなかでイベント実施を考えるプレイヤー（人・団体）の企画力を高めるサポ

ートを実施 

      （４）リノベーションまちづくり推進事業   

都市部から実践型ワークショップに関わる関係人口の活動を支援 

      （５）まちなか活性化交流イベント支援事業   

まちなかで賑わいを創出する団体に対し支援 

      （６）アートストリート事業  

ライブペインティングやアートワークショップなど定期的なアート活動を実施 

      （７）サンクスまちなか事業  

解体予定のビル等を活用した市民参加型コンサートや体験型イベントを開催 

      （８）冬のまちなか賑わい創出事業  

まちなかを話題性のある光のオブジェや体験型イルミネーションで演出 

 

 

  ８  足羽山魅力向上事業 (足羽山公園事務所) ３６,４７５千円 

財源

内訳 

国  市債 その他 一般財源 

14,000  13,800 3,412 5,263 

                               

     北陸新幹線福井開業に向けて、まちなかの市民の憩いの場であり、身近に自然とふれあえ

る足羽山の魅力向上を図ります。 

     【事業概要】 

      （１）足羽山公園整備  31,312 千円 

         園路整備（200ｍ）             

遊園地遊具更新（1 基）           
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（２）シャトルバス運行事業  3,019 千円 

    運行期間  4 月上旬 ～ 5 月下旬、9 月中旬～11 月中旬、3 月中旬～下旬 

    運行ルート 給水管理事務所 ～ 足羽山公園遊園地 

（３）イベント開催事業  2,144 千円 

体験講座や動物展示などのイベントを開催 
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政策２ 地域の特色を活かし魅力的で活力のあるまちをつくる 
 

 

○新  ９  第２次福井市都市交通戦略策定事業 (地域交通課) ２０,３５８千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

6,666    13,692 

 

     北陸新幹線福井開業など本市を取り巻く環境の変化に対応するため、都市交通戦略を改訂

します。 

     【事業概要】 

（１）福井市都市交通戦略の改訂 

     ・公共交通ネットワークの再構築と拠点整備 

     ・公共交通施策の検討 

     ・公共交通機関のシームレス化の推進 

  （２）福井市都市交通戦略協議会の開催 

 

 

 

  １０ 地域コミュニティバス運行支援事業 (地域交通課) ４４,８８２千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    44,882 

 

     交通空白地域等において地域特性に合わせた交通サービスの確保を図るため、地域住民と

交通事業者が連携・協力して取り組む地域コミュニティバスの運行に対し支援します。 

     【事業概要】 

      〔運行地域〕     酒生、殿下、鷹巣･棗、鶉･宮ノ下･大安寺、日新、岡保 

      〔試行運行地域〕   森田（平成 30 年度から運行） 

東郷（令和元年度から運行） 

 

 

○新  １１ 福井とつながる対流拡大事業 (まち未来創造課) １８,５００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

9,250    9,250 

 

     地域志向の創造的な都市部人材と本市の若手人材が、ともに学び交流を深めながら、事業

化アイデアの創造や地域課題解決に向けた活動に取り組む機会を設けることで、関係人口の

裾野拡大と都市部との持続的な人口の対流を拡大します。 

     【事業概要】 

      （１）関係人口の裾野拡大のための取組 

・多様なテーマを題材としたセミナーや地元企業と連携した事業化アイデアの創

造を目指すワークショップを開催し、都市部と福井との人的ネットワークを構

築 

      （２）地元人材・組織を母体とした推進体制の構築 

・地元企業や若者等による官民連携のプラットフォームを構築し、都市部から福

井に持続的に人の流れを誘引する環境を創出 

      （３）本市の魅力の発信による認知度、知名度の向上 

         ・メディアの発信力やＳＮＳを活かしたプロモーションを実施 
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○新  １２  二地域活動・二地域居住等促進事業 (まち未来創造課) ２,５３１千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

1,242    1,289 

 

     福井を離れていても持続的に福井を応援し、関わりを深めていける機会を拡大するため、

地域活性化に資する二地域活動・居住等を促進します。 

     【事業概要】 

      （１）空き家等を活用した二地域活動や二地域居住の促進につながる取組への補助 

      （２）本市で地域活性化に取り組んでいる人と都市部人材のマッチングを図るための首

都圏でのイベント出展等 

 

  １３ テレワーク推進事業 (まち未来創造課) １,２９８千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

400   400 498 

 

     越廼地区を中心に越前海岸エリアでのテレワークや、地域資源を活用したワーケーション

を推進し、都市部から地方への人・仕事の流れを創出することで地域活性化や産業振興につ

なげます。 

     【事業概要】 

      〔場 所〕 越廼サテライトオフィス（越前水仙の里公園 ナルシスプラザ 2Ｆ） 

      〔事業内容〕 

       （１）ワーケーションモデルの確立に向けた取組   

          ・ワーケーションモニタープログラムの実施 

          ・ワーケーション自治体協議会イベント等でのＰＲ 

       （２）越廼サテライトオフィスの利用促進・受入強化   

          ・企業や個人ワーカー誘致に向けた情報発信や大阪・名古屋圏への営業活動 

強化 

          ・オフィス利活用イベントや地元ワーカーと拠点利用者との交流会の開催等 

 

 

○新  １４  福井×高校生 ワクワク学校事業 (まち未来創造課) １,３００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

650    650 

 

     高校生の「福井への興味・関心」を刺激し、地元への愛着、誇り等を醸成するためのプロ

グラム（ワクワク学校）を実施することで、将来的な地元定着やＵターンを目指します。 

     【事業概要】 

      （１）高校生のやりたいことを実現する場の提供 

（２）高校生が気づいていない「福井」の地域資源の再発見 

（３）まちづくりに興味・関心のある高校生のネットワークの構築 

 

 

  １５ 里地・里山活性化事業 (農政企画課) ５,８００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 2,900   2,900 

 

     里地・里山の地域コミュニティの維持や、交流・定住人口の増加を目指す取組を支援しま

す。 

     【事業概要】  
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      （１）鷹巣地区西畑町     

〔事業主体〕農家民宿経営者 

〔事業内容〕農家レストランの整備 

      （２）美山（上味見）・東郷・酒生     

〔事業主体〕農家民宿経営者 

        〔事業内容〕農家民宿の設備改修 

      （３）美山（上味見）・東郷・上文殊・酒生・一乗     

〔事業主体〕福井市自然体験交流推進協議会 

        〔事業内容〕地域誘客用のパンフレットを作成 

 

 

  １６ 居住推進支援事業 (住宅政策課) ２５,４９６千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

11,476 5,510   8,510 

 

     定住人口の確保や地域コミュニティの維持を図るため、多世帯型住宅の取得・リフォーム

や空き家の利活用に関する取組に対し支援します。 

     【事業概要】 

      （１）移住・定住サポート事業  

      〔事業内容〕                            

補助対象 

区分 

補助の内容 
補助額（限度額） 

補助要件 対象区域 

建設 

取得 

多世帯 

同居 

居住環境 

再構築区域 
１戸当たり 30 万円 

居住誘導区域 １戸当たり 20 万円 

多世帯 

近居 
居住誘導区域 1 戸当たり 30 万円 

上記以外 

居住環境 

再構築区域 
1 戸当たり 30 万円 

居住誘導区域 1 戸当たり 20 万円 

リフォーム 
多世帯 

同居 

居住環境 

再構築区域 
1戸当たり 80万円 

補助対象経費の 1/3 以

内 
上記以外 1戸当たり 50万円 

家

賃 

若
年
・
子
育
て
世
帯
の
み 

特定公共 

賃貸住宅

への入居 

福団地Ｂ棟、新

田塚団地Ｃ棟 

月額 2 万 5 千円 

（県外からの U･I ターン 1 万円加算） 
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      （２）空き家循環利用促進事業   

      〔事業内容〕                           

補助対

象区分 
補助の内容 補助額（限度額） 

取
得 

県外からの U･I ターン世帯や若

年夫婦・子育て世帯の空き家購入

への補助 

30 万円 

（再構築区域の場合は 30 万円加算） 

リ
フ
ォ
ー
ム 

県外からの U･I ターン世帯や若

年夫婦・子育て世帯、空き家所有

者、空き家購入者、賃借者が行う

空き家リフォームへの補助 

30 万円 

（再構築区域の場合は 30 万円加算） 

家
賃 

県外からの U･I ターン世帯への

家賃補助 

月額家賃の１/3 以内 

2 万 5 千円を限度 

ア
ド
バ
イ

ザ
ー
派
遣 

空き家の売買・賃貸を検討する市

内の所有者に対し、専門業者を派

遣 

1 万円/回 

診
断 

空き家の売買・賃貸を検討する市

内の所有者および購入希望者に

対する空き家診断費用への補助 

3 万 5 千円/回 
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政策３ 強靱な社会基盤と安全で快適な生活環境が整ったまちをつくる 
 

 

  １７ 道路整備事業 (監理課、道路課、区画整理課) １,６２３,０１７千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

364,387  1,108,600  150,030 

 

安全で快適な生活環境を確保し、幹線道路のネットワークを強化するため、道路の整備を

行います。また、全ての人が安心して移動できる歩行者空間を確保するため、歩道の段差や

傾斜などの解消を行います。 

     【事業概要】 

      （１）道路橋りょう改修事業   447,100 千円 

①道路補修事業   

老朽化した舗装や側溝等の補修 

②側溝改修事業   

経年変化により劣化した側溝の更新 

③避難道路整備事業   

 津波発生時の避難用道路の整備 

④橋りょう補修事業   

老朽化した橋りょうの補修 

〔路線名〕桜橋線（桜橋） 

⑤橋りょう補修事業（耐震補強）   

         道路橋の耐震補強 

         〔路線名〕福井川西線（新明里橋） 

（２）道路舗装事業  448,500 千円 

舗装新設、舗装復旧等 

（３）歩道整備（バリアフリー）事業  30,000 千円 

   既設歩道のバリアフリー化、幅員の狭い歩道の拡幅 

   〔路線名〕豊島木田線、福井駅北通線 

（４）道路橋りょう改築事業  664,017 千円 

   ①道路改築事業   

   幹線道路の新設改良、消雪施設整備、生活道路の拡幅 

   〔路線名〕・補助 

川西国道線、西部 1-13 号線、環状西線（変則交差点）、東部 1-293

号線、東部 1-339 号線、環状西線（雪寒）、国道 158 号バイパス

アクセス道路 ほか 

              ・単独 

               南部 1-538 号線ほか 

②過疎対策事業   

美山地区における道路および消雪施設の整備 

〔路線名〕横越椙谷線、中手河内線 

   ③道路橋りょう改築負担金   

 河川改修に伴う橋りょうなどの整備の負担 

〔路線名〕・補助 

西部 1-196 号線（大橋）、北部 1-56 号線、環状西線（変則交差点）

東部 1-443 号線（重立橋） 

        ④道路交通量調査費   

         市内の主要道路の交通量の調査 

（５）地下道冠水対策事業  1,400 千円 

         地下道排水設備等の更新 
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（６）道路台帳整備事業  32,000 千円 

         道路の新設・改良に伴う道路台帳等の調製 

 

 

  １８ 河川・水路整備事業 (河川課) ３４６,５００千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

42,000 42,000 227,600  34,900 

 

     浸水被害の少ない快適な都市環境を形成するため、河川・水路の整備および維持管理を行

います。 

     【事業概要】 

      （１）河川水路整備事業 220,300 千円 

      （２）馬渡川整備事業 126,200 千円 

         市街地を貫流する馬渡川の河川改修を進め、流域内の浸水被害を軽減する。 

 

 

  １９ 木造住宅耐震化促進事業（建築指導課） １３,６８０千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

6,840 3,420   3,420 

 

     一戸建て木造住宅の耐震診断および補強プラン作成に要する費用や、耐震性が劣ると診断

された住宅について改修工事に要する費用を助成します。 

     【事業概要】 

 〔補助対象〕 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された一戸建て木造住宅 

 〔補 助 額〕 （１）耐震診断補助 

              耐震診断   ：診断費用 51,000 円のうち、46,000 円 

              補強プラン作成：作成費用 51,000 円のうち、46,000 円 

           （２）耐震改修補助 

              全体改修：耐震改修工事に要する費用の 80%（上限 100 万円） 

              部分改修：耐震改修工事に要する費用の 80%（上限  30 万円） 

 

 

  ２０ 東安居団地整備事業 (市営住宅課) ３５２,７３０千円 

財源

内訳 

国  市債 その他  

169,280  167,800 15,650  

                              

     安全で安心な住環境を提供するため、耐震性が低い東安居団地を建て替えます。 

     【事業概要】 

  〔建 設 地〕 豊岡 2 丁目地係 

  〔構造規模〕 鉄筋コンクリート造 5 階建て一部 3 階 

  〔戸  数〕 23 戸 

         （平成 31 年度～令和 2 年度の継続費設定）〈480,000 千円〉 

 

 

 

  ２１ 下水道整備事業 (下水道部)         ５,９９５,４８４千円 

財源

内訳 

国 県 企業債 その他  

2,037,375 2,475 3,301,400 654,234  

 

     水質汚濁による環境負荷を軽減するため、公共下水道施設を整備します。 
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     【事業概要】 

      （１）公共下水道人口普及率  96.7％    

      （２）処理人口      231,238 人    

      （３）年間処理水量   61,320,000 ㎥    

      （４）一日平均処理水量  168,000 ㎥    

       〔事業内容〕 

①下水道未普及地区の管渠整備 

②雨水対策事業（浸水ハザードマップ更新、浸水軽減対策工事等） 

③ポンプ場の改築更新工事 

④美山浄化センターの増設工事 

⑤管渠、ポンプ場および処理場の改築更新工事 

 

 

  ２２ 上水道整備事業 (企業局) ２,０６７,１７０千円 

財源

内訳 

国  企業債 その他 自己財源 

89,000  700,000 119,298 1,158,872 

 

     福井市水道事業ビジョン２０２０の基本理念「信頼に応える水づくり」に基づき、いつで

もおいしい水を安定供給するため、水道施設の更新・耐震化を進めます。 

     【事業概要】 

 （１）給水栓数     106,936 栓  

 （２）年間配水量  33,496,000 ㎥  

 （３）１日平均配水量   91,770 ㎥  

〔事業内容〕 

① 水道施設の更新・耐震化 

   ② 老朽管布設替の促進 

③ 公共事業関連の配水管整備の促進 

 

 

  ２３ 簡易水道整備事業 (企業局) １６４,８００千円 

財源

内訳 

  企業債 その他 一般財源 

  151,800 7,425 5,575 

 

     老朽化した水道管や滅菌設備の更新を行い、安定した飲料水を供給します。また、水道施

設を効率的に管理するため、施設の統合を進めます。 

     【事業概要】 

 （１）給水栓数     1,881 栓  

  （２）年間配水量   618,000 ㎥  

  （３）１日平均配水量  1,693 ㎥  

〔事業内容〕 

   ① 簡易水道施設の統合 

   ② 簡易水道施設の整備・改良 

   ③ 簡易水道施設の更新 
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Ⅱ 住みよいまち 
 

政策４ 市民が自らの役割と責任を担い誰もが尊重され活躍できる住みよい
まちをつくる 

 

  ２４ 地域の未来づくり推進事業 (まち未来創造課） ７０,８６３千円 

財源

内訳 

 県 市債 その他 一般財源 

 2,425 1,900 64,635 1,903 

 

     住民自らが地域の未来を考え、地域の課題解決や魅力発信につなげていくため、地域の特

色と知恵を活かしたまちづくり事業を支援します。また、ふるさと納税を活用し、各地区で

住民が主体となり取り組む地域活動に対して支援します。 

     【事業概要】 

      （１）地域の未来づくり推進事業補助金           

コース 対 象 内  容 助 成 額 

地域 

づくり 

まちづくり組織 

（1 地区 1 組織） 

・地域の魅力を高めるまち

づくり事業 

・市外まちづくり団体･地

域住民との交流、情報発

信事業 

補助対象経費の 65/100 以内 

地区指定ふるさと納税を上乗せ 

ビジョン有：上限 1,200 千円 

ビジョン無：上限 800 千円 

ビジョン策定 

・地区の現状や課題、将来

に向けた取組計画の策

定事業 

補助対象経費の 10/10 

上限 100 千円 

課題解決 

・ビジョンに基づき、地区

の課題を解決していく

事業 

補助対象経費の 10/10 

上限 200 千円 

若手 

育成 

概ね 16歳～40歳

代を中心とした

まちづくり活動

グループ 

まちづくりの新たな担い

手である若者が事業実施

主体となり、地域を活性化

させる事業 

補助対象経費の 65/100 

１組織につき上限 250 千円 

各団体が集めた事業指定ふるさと納税を

上乗せ 

地域 

連携 

2 地区以上で構

成される連携組

織 

統一テーマのもとに地区

間で連携し、広域的に取り

組むことで効果や継続性

が見込まれるまちづくり

事業 

補助対象経費の 65/100 以内 

1 組織につき 

上限 180 千円×地区数 

(1,000 千円を上限とする) 

各団体が集めた事業指定ふるさと納税を

上乗せ 

      （２）まちづくりお助け隊事業  

         まちづくり関係者や市民活動団体関係者等をお助け隊（アドバイザー）として 

         登録し、要望に応じて依頼団体に派遣する。 

 

 

  ２５ 集落支援員事業 (まち未来創造課） ３,１６９千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 1,584   1,585 

 

     住民減少・高齢化が進んだことにより、コミュニティを維持することが難しくなっている

集落等に対し、中山間地の活性化や集落機能の維持活動を行う集落支援員を配置し、持続可

能な地域コミュニティを支援します。 

     【事業概要】 
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（１）地域集落支援員      

      〔配置〕 

       ・芦見地区、上味見地区 

      〔活動内容〕 

       ・中山間地の活性化 

      （２）特定集落支援員     

      〔配置基準〕 

・中山間地の集落単位 

・75 歳以上の高齢者の割合が概ね 50％以上で、かつ世帯数が 10 世帯未満の集落 

      〔活動内容〕 

       ・集落の維持支援 

       ・自治会運営のサポート 

 

 

○新  ２６ Ｗｅｌｃｏｍｅ集落認定事業 (まち未来創造課) ３,３００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 
 1,650   1,650 

 

     移住者を積極的に受け入れたいなどの意欲ある集落等を、市が『Welcome 集落』として

認定し、都市部への情報発信や集落等の個性を活かした「住民の顔が見える」移住・定住

を推進します。 

     【事業概要】 

      〔認定要件〕 

①、②の要件を満たす集落等 

①中山間地域に立地する集落等のうち、「空き家を有効活用したお試し居住体験」 

を中心とした都市部人材の受入活動に積極的に取り組むことができること 

②「移住コーディネーター」を配置できること 

      〔事業内容〕 

・Welcome 集落が取り組む活動に対する支援   

・市による Welcome 集落の情報発信    

 

 

○新  ２７ “地域の夢を叶える”未来づくり創造ファンド事業 (まち未来創造課）１２,７９０千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 1,100  10,000 1,690 

  

     地区のまちづくり組織等が行う課題解決の取組のための資金調達に、ふるさと納税を活用

したクラウドファンディングを活用することにより、地区ビジョンに掲げた取組の実現を支

援し、住民主体の地域づくり活動を促進します。 

     【事業概要】 

      〔実施主体〕各地区まちづくり組織など 

      〔対象事業〕地区ビジョンに掲げた地域の課題を解決する事業で、事業費 500 千円以上

の事業 

〔交 付 額〕クラウドファンディングによる調達額 

（寄附目標額は上限 3,000 千円、下限 500 千円）   

           クラウドファンディングに係る手数料分（22%）を市が負担 
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○拡  ２８ 女性活躍応援事業 (女性活躍促進課) ７,２０５千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

3,569   66 3,570 

 

     女性が働きやすい職場環境を整備するため、企業の意識改革を図り、男女がともに仕事と

家庭の両立ができる環境づくりを推進します。 

     【事業概要】 

    （１）企業編  

        ①「ライフデザインカード」を活用した出前講座の開催 

        ②Happy Woman プロジェクト事業 

 （働く女性の交流会やセミナー、女性活躍に関する取組の提案・実践等） 

        ③企業の意識改革セミナーの開催 

         （企業の女性活躍に関する先進事例の発表、講演会等） 

    （２）家庭編   

        夫婦で納得「家事・育児シェア」見える化シート活用講座の開催 

     ○新（３）新時代ワークスタイル創造事業   

企業診断 e ツール「新時代ワークスタイル」を制作 

企業の課題分析や制度構築等の取組を促進および情報の発信 

 

 

  ２９ 市民協働推進事業 (市民協働・ボランティア推進課） ６,１０４千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

      5,708 396 

 

     市民、市民活動団体および行政が連携し、互いの役割と責任を分かち合う協働のまちづ

くりを進めるため、各種事業を実施します。 

     【事業概要】 

      （１）市民協働推進事業   

        ①市民協働推進職員研修 

        ②国体・障スポ大会ボランティアを契機とした協働の担い手づくり推進 

        ③ＮＰＯ基盤強化セミナー 

      （２）市民活動促進事業   

        ①非営利公益市民活動促進助成事業 

        ②子どもボランティアコーディネート支援事業 

③寄附募集事業 

 

 

  ３０ ボランティア活動支援事業 (市民協働・ボランティア推進課） ２,２５７千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   279 1,978 

 

     市民のボランティア活動への関心や意欲を高め、実際のボランティア活動に結び付けて

いくための各種啓発や活動を支援します。 

     【事業概要】 

      （１）ボランティア活動支援事業          

        ①ボランティアアカデミー事業 

        ②市民ボランティア活動促進事業 

        ③ＧＷ特別イベント おいでよ福井市総合ボランティアセンター事業 

（２）ボランティアコーディネート支援事業      

        ①コーディネーター育成事業 
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        ②ボランティア受入れスキルアップ事業 

        ③福井市ボランティア総合情報提供システム事業 

      （３）災害ボランティア支援事業          

 

 

  ３１ 国際化推進事業 (おもてなし観光推進課) ２０,６００千円 

財源

内訳 

   その他  

   20,600  

 

姉妹友好都市との相互交流事業を実施し、多様な文化にふれあう機会を提供し国際感覚の

醸成を図ります。 

【事業概要】 

      （１）ジュニア大使派遣・受入れ（海外姉妹友好都市）         

      （２）姉妹友好都市等派遣・受入れ                    

      （３）福井市国際文化交流大使活用事業              

保育園、幼稚園等での国際理解教育、情報発信 
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政策５ すべての市民が健康で生きがいをもち安心して暮らせるまちをつくる 
 

 

  ３２ 障がい福祉サービス事業 (障がい福祉課) ６,３００,０００千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

3,150,000 1,575,000   1,575,000 

 

     障がい児・者の日常生活および社会生活を支援するため、障害者総合支援法および児童

福祉法に基づく障がい福祉サービスを提供します。 

     【事業概要】 

      〔対 象 者〕身体、知的、精神に障がいをもつ者 

      〔年間利用延べ人数〕 53,000 人（令和 2 年度見込） 

      〔サービスの種類〕 

（１）訪問系サービス ：在宅での日常生活や外出時の支援等のサービス 

（２）通所系サービス ：日中の生活介護や就労の訓練等のサービス 

（３）居住系サービス ：共同生活を行う住居や入所施設での支援等のサービス 

（４）障がい児通所支援：障がい児を対象とした通所等のサービス 

（５）相談支援サービス：障がい福祉サービス利用等に対する相談支援サービス 

 

 

○拡  ３３ 日常生活用具給付事業（人工呼吸器使用者向け自家発電機） (障がい福祉課)  

１,０００千円  

財源

内訳 

国 県   一般財源 

500 250   250 

 

     在宅で人工呼吸器を使用している身体障がい児・者の家庭用発電機を給付対象種目に追加

し、長期停電が起こる災害時に、生命維持に必要な電力確保への支援を図ります。 

     【事業概要】 

〔事業費内訳〕100,000 円（上限額） × 10 件 ＝ 1,000千円 

〔対 象 者〕次のすべての条件を満たす身体障がい児・者 

       （１）福井市に住所を有する障がい児・者および難病患者等 

（２）在宅で人工呼吸器を使用している者 

（３）再購入の場合、耐用年数 5 年を経過していること 

       （４）同一世帯に市民税所得割額が 46 万円以上の者がいないこと 

 

 

  ３４ 障がい者コミュニケーション支援事業 (障がい福祉課、広報課、議会事務局)  

１４,４３１千円  

財源

内訳 

国 県   一般財源 

4,245 3,641   6,545 

 

     障がい者に対する情報保障を充実するとともに、地域で円滑に意思疎通ができるよう、手

話が言語であることの理解の促進およびコミュニケーション手段の普及等の施策の拡充を

図ります。 

     【事業概要】 

〔主な事業〕 

       （１）多様なコミュニケーション手段での情報発信・情報提供 

       （２）手話が言語であることの理解促進、多様なコミュニケーション手段の普及 

       （３）多様なコミュニケーション手段を利用しやすい環境づくり 

       （４）多様なコミュニケーション手段の支援者の確保・養成 
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       （５）市内教育機関の児童生徒等を対象とした障がい理解促進 

 

 

  ３５ 多機能よろず茶屋等設置事業 (地域包括ケア推進課)          ６,９００千円 

財源

内訳 

国 県 支払基金 介護保険料 一般財源 

1,671 863 1,862 1,640 864 

 

     高齢者の通いの場づくりと介護予防活動の推進のため、いきいき長寿よろず茶屋の運営経

費を補助します。また、住民主体の助け合い活動を促進するため、多機能よろず茶屋（ささ

えあいの家）の運営経費を補助します。 

     【事業概要】 

      （１）いきいき長寿よろず茶屋 

地域の高齢者に憩いの場を提供することにより、高齢者同士の交流の輪を広げ、

社会的孤立感の解消と経験を生かした活動を推進 

      （２）多機能よろず茶屋（ささえあいの家） 

いきいき長寿よろず茶屋に見守りと生活支援を加え、小地域での見守り・サロ

ン・互助活動を一体的に提供 

 

 

  ３６ 子ども医療費助成事業 (子ども福祉課) ９２０,０００千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 368,853  8,519 542,628 

 

     安心して子どもを産み育てられる環境の充実を図るため、中学 3 年生までの子どもの医

療費を助成します。 

     【事業概要】 

      （１）助成額 

         自己負担金を除く保険診療分など保護者が負担する子どもの医療費 

      （２）自己負担金 

         就学前児童：なし 

         小中学生 ：[通院]1 月･1 医療機関(薬局を除く)あたり 500 円 

                [入院]1 月･1 医療機関(薬局を除く)あたり 500 円×8 日まで 

                  （500 円×8 日＝月 4,000 円を上限） 

 

 

  ３７ 子どもの居場所づくり・学習支援事業                ３,５０８千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

1,753    1,755 

 

     生活が困窮している家庭やひとり親家庭などの子どもが健やかに育ち、教育の機会均等

が図られるよう、子どもの居場所としても重要な学習支援教室を開催します。 

     【事業概要】 

      〔対 象 者〕生活困窮世帯（生活保護世帯含む）、就学援助受給世帯、児童扶養手当

受給世帯、ひとり親家庭など、学習支援が必要な小中学生・高校生 

      〔事業内容〕学校の勉強の復習、宿題の習慣づけ等による基礎学力を身につけるため

の学習支援および家庭訪問による巡回支援 

      〔開催場所〕児童館等（市内 5 か所） 
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○拡  ３８ 児童虐待防止等事業 (子ども福祉課)                ２,６４４千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

836 440   1,368 

 

     幼い命が虐待によって失われることなく、良好な養育環境の中、健全に育つことができる

よう、関係機関と連携し情報共有や役割分担を行いながら、児童虐待の未然防止・早期発見・

早期対応に努めます。 

     【事業概要】 

      〔主な事業〕 

       要保護児童対策地域協議会の運営および児童虐待防止普及啓発事業等  

       児童虐待対応のための関係機関の連携強化および児童虐待防止に関する講座の開催 

       （１）養育支援訪問事業     

          養育支援が必要な家庭に対する専門的な指導・助言や育児・家事援助を実施 

       （２）子育て支援訪問事業    

          養育支援が必要な家庭のうち、保護者が支援を受け入れやすくするための取組

を実施 

 

 

  ３９ 子ども・子育て支援事業 (子育て支援課、学校教育課) ８,８１７,７２０千円 

財源

内訳 

国 県 負担金 その他 一般財源 

3,989,930 2,087,148 62,655 5,412 2,672,575 

 

安心して子育てができる環境を整えるため、保育園等の運営や一時預かり事業を実施します。 

     【事業概要】 

      （１）私立保育所委託事業         798,000 千円 

         児童福祉法第 24 条に基づき、保育を実施する私立保育園に対し保育事業を委託 

          ※広域入所分（連携中枢都市圏事業）  

        〔事業対象〕私立保育園 

      （２）私立教育・保育施設給付事業     7,200,000 千円 

         教育・保育を実施する私立認定こども園および新制度に移行した私立幼稚園に対

して運営費を給付 

          ※広域入所分（連携中枢都市圏事業）  

        〔事業対象〕私立認定こども園 

              私立幼稚園 

      （３）私立教育・保育施設運営費補助事業   420,000 千円 

         私立の教育・保育施設の経営健全化と児童福祉の向上のため、教育・保育内容の

充実に要する経費を補助 

        〔事業対象〕私立保育園    

              私立認定こども園  

              私立幼稚園    

      （４）一時預かり事業             192,000 千円 

         私立の保育園、認定こども園、幼稚園において、未入園児や在園児を対象に一時

預かりを実施 

      （５）すみずみ子育てサポート事業       44,000 千円 

         就職活動や疾病、冠婚葬祭などのやむを得ない事由により、一時的に家庭で育児

を行うことが困難な保護者を支援 

        〔事業内容〕一時的保育、保育園等への送迎、家事代行などの支援 

        〔事 業 所〕一時預かり 9 事業所、家庭援助 3 事業所 

      （６）施設等利用給付事業           70,000 千円 
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         無償化の要件を満たした子どもが預かり保育や認可外保育施設等を利用した際の

利用料を給付 

  （７）幼児教育無償化事業 ※新制度未移行幼稚園分    93,720 千円 

         新制度未移行幼稚園の利用者が無償化の要件を満たす場合に、利用料の給付や副

食費の助成を実施 

①保育料の無償化     

②預かり保育料の無償化    

③低所得世帯または第三子以降の副食費の助成      

 

 

○新  ４０ ２人っ子応援プロジェクト事業 (子育て支援課) ５６,８００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 27,000   29,800 

 

     子どもが 2 人以上いる世帯に対して、保育料の無償化、家庭での保育を支援します。 

     【事業概要】 

（１）保育料の無償化 

〔事業内容〕第 3 子以降を対象にしていた保育料の無償化を第 2 子まで拡充 

      〔事業対象〕対象児童：第 2 子の 0～2 歳児、所得制限：世帯年収 360 万円未満家庭 

（２）家庭育児応援手当 

      〔事業内容〕第 2 子以降の乳幼児を在宅で育児する世帯への経済的支援の実施 

      〔事業対象〕対象児童：第 2 子以降の児童で保育所等に入所させていないこと 

所得制限：世帯年収 360 万円未満、育児休業給付金を支給していないこと 

            支 給 額：１人あたり月額１万円 

支給期間：生後 2 か月～3 歳未満 

（３）システム改修等 

      〔事業内容〕2 人っ子応援プロジェクト開始に係るシステムの改修費用等 

 

 

○新  ４１ 未来の保育士マッチング事業 (子育て支援課) １,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,000 

 

     保育士の人材確保のため、保育士の仕事内容を紹介する冊子を作成するほか、対象学生等

の保護者向けに説明会を開催し、保育士への理解を深めてもらいます。 

     【事業内容】 

      （１）保育士にスポットを当てた冊子作成   

      （２）保護者向けの就活カフェの実施     

 

 

  ４２ 休日急患センター（小児科）整備事業 (健康管理センター) ４９,０００千円 

財源

内訳 

 県    

 49,000    

 

     休日急患センター1 階にある小児科（福井県こども急患センター）を 2 階へ移転し、十分

な広さの診察室や待合室を確保することで、利用者の利便性向上を図ります。 

     【事業概要】 

〔事業内容〕  

休日急患センター2 階改修工事およびエレベーター設置工事 

※福井県こども急患センターは令和 2 年 4 月から診療開始 
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○拡  ４３ 風しん予防接種事業 (健康管理センター) ２５,１９１千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

8,736    16,455 

 

     風しんの感染拡大を防止するため、抗体保有率が低い世代の男性を対象に、風しんの追加

的対策を実施します。また、新たに安心・安全な妊娠・出産を応援するため、妊娠を希望す

る女性への予防接種支援事業に取り組みます。 

     【事業概要】 

（１）風しんの追加的対策    

昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日までに生まれた男性を対象に、抗体検

査および陰性者に予防接種を実施（令和元年度から 3 年間） 

     ○新（２）風しん予防接種支援事業    

妊娠を希望する女性のうち、市保健所が実施する風しん抗体検査の陰性者で、任

意で実施した予防接種の費用の一部を助成 

（助成額：ワクチンの種類に応じ、上限 3,000 円または 5,000 円） 

 

 

○拡  ４４ ふくっこ（妊娠・子育て）支援事業 (健康管理センター) ５,９６９千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

2,241 1,445   2,283 

 

     健康管理センター内に開設した、妊娠・子育てサポートセンター「ふくっこ」において、

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を実施します。また、新たに宿泊型サービスを

導入し、母体および乳児のケアや育児指導等を行います。 

     【事業概要】 

〔事業内容〕 

       （１）母子専用相談窓口の設置   

       （２）妊産婦等の支援プラン策定  

       （３）妊娠・出産・子育て相談の充実  

       （４）育児教室・相談の充実    

      ○新（５）産後ケア事業の充実   

 

 

○拡  ４５ 放課後児童健全育成事業 (学校教育課) ６０２,６０２千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

189,227 192,720 17,500  203,155 

 

     放課後留守家庭児童の健全な育成と、保護者が安心して働ける環境を確保するため、放課後児

童会および放課後児童クラブの運営や学童保育利用料助成等を実施します。 

     【事業概要】 

      （１）児童クラブ等運営委託事業  567,300 千円 

子ども・子育て支援法第 59 条に基づき、放課後児童会等に対して学童保育事業を

委託 

        〔事業内容〕放課後児童会、児童クラブの運営委託料 

        〔運営主体〕①放課後児童会  ：福井市社会福祉協議会、竹伸会 

②放課後児童クラブ：社会福祉法人、地区運営委員会、ＮＰＯ法人等 

        〔運 営 数〕①放課後児童会 29 カ所、②放課後児童クラブ 53 カ所 

      （２）学童保育利用料助成事業  7,826 千円 

放課後児童会等を利用しているひとり親世帯や住民税非課税世帯等の経済的な負担

を軽減するため、利用料の一部を支援 
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         〔事業内容〕放課後児童会および児童クラブ利用料の半額を助成（上限 2,500 円） 

         〔対象者〕ひとり親世帯、住民税非課税世帯、生活保護受給世帯等のうち、放課

後児童会・児童クラブを利用する児童 

     ○新（３）学童保育支援事業  876 千円 

放課後児童会等の職員の負担軽減と資質向上を図るため、学童支援アドバイザーの派

遣および職員対象の研修会を実施 

         〔事業内容〕 ①学童支援アドバイザー派遣事業   

          ②学童保育研修事業   

     ○新（４）小学校内児童クラブ室整備事業  26,600 千円 

麻生津小学校内に児童クラブ室を整備 

         〔事業場所〕 麻生津小学校北校舎 1 階 

         〔事業内容〕 ①内装改修、電気設備工事     

②電話回線、緊急通報装置移設等    

③備品購入             
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政策６ 環境にやさしい持続可能なまちをつくる 
 

 

  ４６ ごみ処理施設整備事業 (環境政策課） １３３,７７９千円 

 《２０,４１６千円》 

財源

内訳 

国    一般財源 

45,899    87,880 

 

     新たなごみ処理施設の整備に向けて、環境影響評価の準備書の作成や、造成の実施設計な

どを実施するとともに、周辺環境整備を行います。 

     【事業概要】 

      （１）環境影響評価手続   

      （２）都市計画案作成支援事業   

      （３）新ごみ処理施設整備に係る発注者支援業務  

           （令和 3 年度の債務負担行為設定）     《20,416 千円》 

      （４）新ごみ処理施設整備に係る造成実施設計業務   

      （５）一般廃棄物会計基準の導入検討支援業務   

      （６）新ごみ処理施設周辺整備事業   

 

 

  ４７ 環境政策事業 (環境政策課) ３,５５０千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

1,350   1,991 209 

 

良好な環境の保全と創造を図るとともに、地球温暖化などの地球規模の環境問題に対応し

た持続可能な社会づくりのための事業を推進します。 

     【事業概要】  

      （１）環境基本計画改定事業   

（２）福井市自然活動促進事業   

         環境活動団体等が行う自然保護・再生事業に対する支援 

（３）「COOL CHOICE FUKUI」推進事業   

「高校生クールチョイス選手権」等の開催 

（４）環境推進会議推進事業   

         福井市環境推進会議が実施する、里山保全や低炭素まちづくり、環境教育・啓発

の各事業への支援 

 

 

○新  ４８ 循環型社会づくり支援事業 (環境政策課） ６,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    6,000 

 

持続可能な地域づくり、社会づくりを推進するモデル事業となるような環境活動に対して

支援を行います。 

     【事業概要】  

      〔補助内容〕循環型社会づくり活動事業に対する補助 

      〔補助対象〕地域コミュニティ組織、企業、団体 など 
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  ４９ 廃棄物対策事業 (環境廃棄物対策課) １５,３７２千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   2,671 12,701 

 

     廃棄物処理等に係る許可や事業者への指導、不法投棄監視などの業務を実施します。 

     【事業概要】 

      （１）ＰＣＢ廃棄物処理推進事業                

      （２）最終処分場水質検査業務                 

      （３）不法投棄監視カメラ移設業務                

 

 

○新  ５０ 全国「みどりの愛護」のつどい開催事業 (公園課) １４,１０６千円 

財源

内訳 

   その他  

   14,106  

 

     都市緑化意識の高揚を図り、緑豊かな住みよい環境づくりを推進するとともに、緑を守り

育てる国民運動を積極的に展開するため、全国「みどりの愛護」のつどいを開催します。 

     【事業概要】 

      〔開 催 日〕 令和 2 年 5 月 16 日（土） 

      〔場  所〕 福井運動公園 

      〔内  容〕 式典 「みどりの愛護」功労者表彰など 

             記念植樹 表彰団体代表者などによる植樹 

      〔参 加 者〕 1,000～1,500 名（予定） 

      〔主  催〕 第 31 回全国「みどりの愛護」のつどい実行委員会 
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政策７ 災害・事故に強い安全・安心なまちをつくる 
 

 

  ５１ 災害時マンホールトイレ整備事業 (危機管理課) １１,５７０千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  8,500  3,070 

 

避難所の衛生状態の悪化および被災者の健康への二次被害を防止するため、災害に強い公

共下水道型マンホールトイレを整備します。 

     【事業概要】 

      災害時マンホールトイレの設置   2 地区  

 

 

○新  ５２ 災害対策本部機能向上事業 (危機管理課) ７,３５０千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  7,300  50 

 

     災害発生時に情報の集約や整理、分析等を効率よく実施し、迅速で適確な応急対策の決定

が可能となるよう、災害対策本部等の機器整備・強化を行います。 

     【事業概要】 

      大型モニターおよび表示用ＰＣの導入   

 

 

  ５３ 防犯カメラ設置補助事業 (危機管理課) ２,０００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 1,000   1,000 

 

     安全で安心な地域社会づくりを推進するため、子どもや女性に対する声かけ事案等の抑止

や、通学路などの防犯体制の強化に繋がる防犯カメラの設置に対して支援します。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕防犯カメラの設置補助 

      〔補助率〕 県 1/3、市 1/3 

 

 

  ５４ 除雪対策事業 (道路課) ６０５,１７１千円 

財源

内訳 

国 県 市債 その他 一般財源 

109,000 2,000 9,200 827 484,144 

 

     冬期間の安全で安心な市民生活や経済活動の確保を図るため、安定的な除雪体制を整備し

ます。 

     【事業概要】 

      （１）道路除雪費  540,199 千円 

         冬期間の道路幅員の確保により雪に強い安全で快適な生活環境を提供 

（２）機械整備事業  19,532 千円 

         安定した除雪体制を確立するため、計画的に市の保有する除雪機械を更新・増強 

（３）除排雪機械整備費補助事業   30,000 千円 

         除雪協力企業の除雪機械整備を支援 

      （４）小型除雪機購入補助事業  4,000 千円 

         自治会等を対象に小型除雪機の購入補助を行い地域を主体とした除雪環境を整備 

（５）消融雪設備改修事業  3,000 千円 
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         老朽化し能力が低下した消雪ポンプ等の更新 

（６）自治会等協力路線支援事業  8,200 千円 

         道路幅員が狭小で市の機械による除雪が困難な市が管理する道路において、地域

住民の協力による除雪作業に対し協力金を交付 

（７）市民雪置き場支援事業  240 千円 

         狭小幅員の市道降雪において、空き地を雪置き場として提供する地主に対し、当

該土地に課される税額の一部を補助 

 

 

○新  ５５ 危険ブロック塀除却事業（建築指導課）                          ６００千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

300 150   150 

 

     市内の通学路に面する部分に設置された、倒壊等の危険性があるブロック塀の除却および

除却後の塀の再設置に対して助成します。 

     【事業概要】 

      〔補 助 額〕 

       ・除 却：危険ブロック塀の垂直投影面積（1 ㎡未満切捨）×3,500 円/㎡ 

            （上限：50 千円） 

       ・再設置：再設置する塀の垂直投影面積（1 ㎡未満切捨）×7,000 円/㎡ 

            （上限：100 千円） 

 

 

  ５６ 空き家対策事業 (住宅政策課） ８,５７９千円 

財源

内訳 

国 県  その他 一般財源 

3,676 1,816  1,000 2,087 

 

     空家等対策計画に基づき、管理不全状態の空き家等の調査およびその所有者等に助言・指

導等を行うとともに、老朽危険化した空き家等の除却を支援します。また、相続財産管理人

制度を活用し、相続人不存在等で所有者不明となっている空き家等の解消につなげます。 

     【事業概要】 

〔事業内容〕 

① 協議会の開催             

② 空き家無料相談会の実施        

③ 老朽危険空き家等除却支援事業    

④ 所有者不明空き家等の対策      

 

 

○拡  ５７ 消防庁舎建設事業 (消防総務課) ３２７,２９５千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  308,500  18,795 

 

     市民が安全かつ安心して暮らすことができるよう、消防防災体制の充実強化を図るため、

分遣所を整理統合し、分署を新築します。また、耐震性が確保されていない南消防署の建替

えを行います。 

     【事業概要】 

      〔施設概要〕（仮称）北分署  建設予定地 天池町地係    

                     構造    鉄骨造 2 階建    

            （仮称）川西分署 建設予定地 浄土寺町地係   

                     構造    鉄骨造 2 階建    
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            南消防署     建設予定地 花堂中 1 丁目地係  

      〔事業内容〕 （仮称）北分署  新築工事等 

             （仮称）川西分署 実施・造成設計業務、造成工事等 

              南消防署    測量、不動産鑑定、移転補償等 

 

 

  ５８ 防災センター展示・体験施設環境整備事業 (予防課) ８,３８０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    8,380 

 

     防災センターを、圏域における防火・防災に関する学習の場として位置づけ、幼児から高

齢者まで各年齢層に対応したより学習効果の高い施設とするため、既存の展示・体験施設を

改修します。 

     【事業概要】 

      （１）防災映像シアター映像制作   

         現在上映しているモノクロ津波映像を改め、高画質なカラー映像に更新し、防災

に関するメッセージ性が高く学習効果の上がる映像を制作 

      （２）防災センター展示・体験ホール照明器具更新   

 

 

  ５９ 消防車両整備事業 (救急救助課) １０１,２０１千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 74,041 25,600  1,560 

 

     市民の生命、身体および財産を災害から守り安心して暮らせるよう、迅速かつ効果的な消

防・救急活動を行うため、消防車等を配備します。 

     【事業概要】 

     〔整備内容〕①高規格救急車      1 台 

           ②化学車（Ⅰ型）     1 台 
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Ⅲ 活き活きと働くまち 
 

政策８ 若者が希望を持てる農林水産業のまちをつくる 
 

 

  ６０ 園芸総合振興事業 (農政企画課） ４３,４７４千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 39,762   3,712 

 

     農業者の育成や農業所得の向上に向け、園芸生産に必要な施設・機械の導入に対し支援し

ます。 

     【事業概要】 

（１）水田農業園芸導入事業   

         園芸(生産推奨品目)の導入または生産拡大に取り組む集落営農組織等が行う園芸

施設や農業用機械等の整備に対し支援 

         〔補助割合〕 市 1/10 以内、県 1/3 以内             

      （２）新規園芸産地育成事業   

園芸の産地化を図るため、認定新規就農者が整備する施設等に対し支援 

〔補助割合〕 市 1/10 以内、県 1/3 以内            

（３）国庫事業   

園芸の産地化を図るため、認定新規就農者が整備する施設等に対し支援 

〔補助割合〕 国 3/10                    

 

 

  ６１ 農林水産物「ふくいブランド」構築事業 (農政企画課） １４,３００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    14,300 

 

     圏域内の農林水産物や加工品の認知度向上と圏域内外への販路拡大を図るため、市町や生

産者、加工品製造業者と連携した販売会等の開催やＰＲ・マッチング事業を実施します。 

     【事業概要】 

（１）越前ふくいマルシェ開催   

         圏域内の農林水産物・加工品や食文化をＰＲする交流体験型イベントを開催 

（２）福福館等ＰＲ販売イベントの開催   

         福井市観光物産館福福館での圏域内農林水産物の情報発信、販売強化および福福

茶屋での特別メニュー提供 

（３）越前福井ＧＯ宴フェアの開催   

         福井市東京事務所とご縁のある首都圏飲食店での圏域内農林水産物・加工品を使

用したフェアの開催 

（４）首都圏市場「ふくいブランド」発信事業   

         発信力のある企業と連携し、都内飲食店での圏域内農林水産物・加工品を使用し

たメニュー提供企画や、話題性のあるイベントなどを行い、「ふくいブランド」

を首都圏に対し効果的に発信 

（５）バイヤー・メディア取材等費用への支援   

首都圏のバイヤー・メディア等が圏域内農林水産物・加工品の生産現場を視察・

取材する経費の一部を支援 

（６）沖縄大交易会への出展支援   

沖縄で開催される日本最大級事前アポイント型国際食品商談会に関する説明会お

よび国際市場に関するセミナーを実施 
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○拡  ６２ 未来へつなぐ ふくいの農業・水産業活性化プロジェクト  

(農政企画課、林業水産課、園芸センター） ２７,４８９千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

13,744    13,745 

 

     越前海岸沿岸地域において、市外から地域に人を呼び込む仕組みをつくるとともに、地域

の活性化や稼ぐ力の創出を目指します。 

     【事業概要】 

（１）プレーヤー（担い手）の発掘・育成   

        ①イベント出展   

首都圏等で開催される農業漁業の就業希望者向けイベント出展 

        ②新規就農者向け研修会実施   

栽培技術、経営のノウハウに関する研修や新たなアイディアに結びつく多様な研

修の開催 

        ③園芸生産推奨品目の生産拡大支援   

市園芸生産推奨品目の生産拡大に取り組む農業者に対する種苗費の支援 

        ④小中学生向け農業体験の実施   

         小中学生の親子を対象とした、農業体験の実施 

      （２）ブランド力の向上およびネクストブランドの創出・拡大   

        ①ブランドのブラッシュアップ   

金福・銀福すいか、カーボロネロのＰＲ事業、きゃろふくや鷹巣梅の生産拡大事

業、オリーブの普及促進事業、バフンウニやアカモクの養殖支援の実施 

        ②ふくい食材のブランド化   

リーフレット、ショップカードの作成および物産展等の開催や鮮魚販売用ショー

ケースの購入支援 

        ③スマートアグリのスタートアップおよび技術指導力の向上   

スマートアグリ普及用基礎データの作成および研修や視察を通して広い視野と先

進的な技術を持つ職員の育成 

      （３）観光分野との連携   

         誘客による販売効果を高めるための観光パッケージ等の開発  

      （４）売れる、儲かる仕組みづくり   

生産者と市場をつなぎ、マーケティングや販路開拓を担う「地域商社」の設立に

向け、地域商社等連絡協議会の運営と中心経営者の雇用 

 

 

○新  ６３ 三里浜ドリームプロジェクト (農政企画課) ６,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    6,000 

 

     三里浜砂丘地における全国的に事例のない砂丘地でのオリーブ栽培を成功に導き、一大産

地化、観光地化を図るため、収穫祭の開催や商品開発などを支援します。 

【事業概要】 

  （１）収穫祭の開催   

     オリーブへの興味、農業に対する関心を高める機会として収穫祭を開催  

  （２）オリーブボランティア登録制度の実施   

     オリーブ生産に興味・関心のある市民等を対象としたオリーブボランティア登録

制度の立上げ 

  （３）学生援農隊マッチング支援   

     重労働作業（定植、防風ネット設置、雪囲い等）時に、生産組合が試験運用とし

て学生を学生援農隊として受入れ 
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  （４）製品開発   

     園芸センターに簡易搾油機を設置し、サンプル用のオリーブオイルを作成 

  （５）商品開発   

     試験的に生産したオリーブオイルを活用した新規メニューの開発とサンプルオ

リーブオイル配布によるモニター調査の実施 

 

 

  ６４ 新規就農者支援事業 (農政企画課) ２１,８１１千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 19,182   2,629 

 

     地域農業の担い手を確保するため、経営が不安定な就農初期の就農者に対し支援します。 

     【事業概要】 

      （１）農業次世代人材投資事業 

人・農地プランに位置付けられた青年就農者（50 歳未満の認定新規就農者）に対

し、最長 5 年間資金を給付 

〔補 助 額〕最大 1,500 千円/年（夫婦で就農する場合は年間最大 2,250 千円） 

      （２）新規就農者経営支援事業 

        ①就農奨励金   

50 歳以上 60 歳未満の認定新規就農者に対し出身区分（農家、非農家）と就農期

間に応じて奨励金を給付 

        ②住宅確保助成金 

県外出身の 50 歳以上 60 歳未満の認定新規就農者に対し、家賃の一部を助成 

      （３）市単独奨励金  

福井市外から市内へ転入した者で、市内で就農した場合または市内で就農するこ

とを目的として県内の研修施設等で研修の受講を始めた場合、奨励金を最長 2年

間給付 

〔補 助 額〕300 千円/年（就農時または就農予定時の年齢が 60 歳未満の者） 

      （４）Ｕ・Ｉターン見学補助金（農業） 

 

 

○拡  ６５ 森林環境譲与税関連事業 (林業水産課） ７４,３８３千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    74,383 

 

     間伐等の森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等を実施します。 

     【事業概要】 

      （１）林業水産業プラン策定（改訂）事業   

平成 28 年 2 月に策定した「福井市林業水産業プラン」の改訂 

      （２）森林経営管理事業   

        ①森林所有者意向調査   

適切に管理されていない森林の所有者に対し意向調査等を実施 

        ②ふくいの森林整備                

    （ア）5 ヘクタール以下の森林経営計画を策定できない森林の整備に対し助成 

（イ）自然災害により荒廃した森林の整備に対し助成   

（ウ）里山林や農地や住居に隣接した森林の維持管理に対し助成   

      （３）林業水産業Ｕ・Ｉターン促進事業  

  Ｕ・Ｉターン者の円滑な就業および定着の促進を図るため奨励金を給付 

      （４）自伐林家育成事業   

         自伐林家を育成するため、森林所有者等を対象に年 5 回講習会を開催 
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      （５）林業経営体ステップアップ事業   

        ①林業労働安全衛生推進   

         労働安全に資する装備、機械および器具の整備に対し助成 

        ②林業技術研修資格取得促進   

         質の高い担い手を育成するため、必要な資格を取得する費用に対し助成 

        ③高性能林業機械リース支援   

         林業経営体が高性能林業機械を借り受ける経費に対し助成 

        ④福井型作業道整備推進   

         壊れにくく繰り返し使用できる作業道の整備に対し助成 

        ⑤林道維持地域活動支援   

集落が林道の維持管理・災害の未然防止に関する活動に対し助成 

        ⑥林業技術者支援   

現場の抱える課題を的確に対応できる林業経営体等を育成するため、国主催の研

修に係る費用に対し助成 

      （６）木材産業競争力強化対策事業   

        ①ふくいの未来の森林づくり推進協議会の運営   

森林組合、家具建具協同組合、林業者、流通業者等で構成する協議会の運営費 

        ②新規ＪＡＳ認定取得支援   

ＪＡＳ制度の普及や認定手続に係る経費を助成 

        ③「子どもの居場所」木質空間整備促進   

木をふんだんに使った遊び場への改修に伴う経費を助成 

        ④ウッドメモリー   

本市オリジナルの木製品を作製し、出生届出時の記念品や、朝倉トレイルラン等

のイベントでの入賞記念品として贈呈しＰＲ 

        ⑤移動式木製遊具の導入   

組み立て式の木製遊具を導入し、木育活動を推進 

        ⑥「ふるさと納税返礼品」での木製品活用   

市産材の既存木製品や新たな木製品をふるさと納税の返礼品に設定 

 

 

○拡  ６６ つくり育てる漁業推進事業 (林業水産課） ２,２４５千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  1,300  945 

 

     「獲る」漁業から「つくり育てる」漁業への転換を進めるため、魚介類の稚魚等の放流や

養殖事業の研究・実践に対し支援します。 

     【事業概要】 

      （１）稚魚放流事業   

       〔事業主体〕 福井市漁業協同組合、越廼漁業協同組合 

       〔事業内容〕 マダイ、キジハタの稚魚放流に係る経費を補助 

       〔補助割合〕 1/2 以内 

      （２）栽培漁業推進事業   

       〔事業主体〕 福井市漁業協同組合、越廼漁業協同組合 

       〔事業内容〕 ヒラメの稚魚、アワビの稚貝を中間育成し、放流する経費を補助 

       〔補助割合〕 1/2 以内 

      （３）養殖推進事業   

       〔事業主体〕 越廼漁業協同組合 

       〔事業内容〕 ①サクラマス養殖に要する経費を補助（1/3 以内） 

②ＰＲイベントを実施   
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  ６７ 有害鳥獣対策事業 (有害鳥獣対策室） ４９,４５９千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 28,288  13 21,158 

 

     イノシシやシカ等の有害鳥獣による農作物被害等を防止するため、侵入防止柵の導入に対

する支援や捕獲隊員による捕獲を実施します。 

     【事業概要】 

      （１）有害獣被害防止対策事業   

有害獣による被害を防止するための侵入防止柵の導入に対する支援 

①電気柵新規導入補助   

        〔補助率〕 1/2 

②電気柵更新補助   

        〔補助率〕 1/2 

        ③ネット柵導入補助   

〔補助率〕 2/3 

④鳥獣害対策普及推進   

 市鳥獣害対策協議会への補助 （捕獲機材の購入等） 

（２）捕獲有害獣処理対策事業   

   捕獲隊員による捕獲および捕獲獣の埋設に対する支援  

（３）有害鳥獣駆除対策事業   

八幡山を中心としたカラスの捕獲やカラスの鳴き声を利用した追払い等 

 

 

  ６８ 園芸普及拡大事業 (園芸センター） ６,５５７千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   1,479 5,078 

 

     農業経営の複合化を進めるため、栽培技術向上のための研究や生産農家への巡回指導の強

化等を実施します。 

     【事業概要】 

      （１）金福・銀福すいか普及拡大   

         金福・銀福すいかの特産化を図るため、生産農家への優良苗供給や栽培普及、栽

培技術指導を強化 

         ①研究体制の整備   

         ②優良苗生産供給   

         ③土壌分析業務の強化   

         ④ポスト金福栽培業務委託   

      （２）果樹の産地化、拡大支援   

果樹の産地化を図るため、今後の導入に向けた有望品種・品目の検討 

①推奨品目の後継品種の検討   

オリーブ、モモの高品質化に向けた新規導入品種の選定試験の実施 

②次世代の産地化に向けた有用品目の選定   

将来的な果樹の産地化に向けた付加価値の高い新規品目の選定試験の実施 
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政策９ 活力と魅力あふれる商工業が発展しつづけるまちをつくる 
 

 

○新  ６９ テキスタイルイノベーションプロジェクト (商工振興課） ２１,２２６千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

10,572    10,654 

 

     福井の基幹産業である繊維産業が培った高度な技術を活かし、衣料分野やその他成長分野

において新たな製品や技術を生み出し、国内外マーケットに発信していくことで、繊維産業

の稼ぐ力向上を図り、地域経済活性化につなげます。 

     【事業概要】 

（１）SDGs（環境配慮）対応の新技術・新製品の開発による高付加価値化  

         SDGs に対応した繊維の新技術・新製品の開発支援を実施 

      （２）アパレルメーカーと繊維事業者をつなぐプラットフォーム（EC サイト）の構築 

      （３）観光資源と連携した繊維産業の魅力発信  

北陸新幹線福井開業による国内外の交流人口増加の契機を見据え、観光資源と連

携した繊維産業のＰＲを実施 

      （４）新たな推進体制の構築  

産学官金等で構成する事業推進ネットワークを構築し、それぞれの機能の相互補

完により包括的な事業支援を実施 

 

 

  ７０ マーケット開発支援事業 (商工振興課) ２２,６９６千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   22,000 696 

 

     中小企業者等が行う新技術・新製品の開発や新たな販路の開拓、企業の成長を支える人材

の育成等に対して支援します。 

     【事業概要】 

      （１）新製品開発支援事業  

         ものづくり企業等が連携して行う新技術・新製品の開発に対して支援を実施 

         〔対象者〕 圏域中小企業者による連携体 

      （２）新事業創出支援事業  

         圏域中小企業者等の新たな取組の中で、圏域産業への波及効果が見込まれる事業

に対して支援を実施 

         〔対象者〕 圏域中小企業者による連携体 

（３）中小企業団体人材育成補助金  

         経営管理や語学力、技能等の向上を目的に研修等を開催する中小企業団体に対し

て支援を実施 

         〔要 件〕 団体を構成する企業のうち 1/2 以上または 10 社以上が市内企業 

      （４）中小企業団体販路開拓補助金  

         県外国外で開催される展示会へ出展するまたは県外で独自に展示会を開催する

中小企業団体に対して支援を実施 

         〔要 件〕 団体を構成する企業のうち 1/2 以上又は 10 社以上が市内企業 
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  ７１ 起業家支援事業 (商工振興課） ８,２４７千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   8,000 247 

 

     福井市創業支援等事業計画に基づき、支援機関や金融機関と連携し、新たなビジネスプラ

ンの発掘や新規創業の支援を行います。 

     【事業概要】 

（１）ビジネスプランコンテスト開催事業   

地域活性化、経済活性化につながる新事業の創出や創業支援、新たなビジネスの

発掘や企業活動の促進を目的に、ビジネスプランコンテストの開催を支援 

（２）熱意ある創業支援事業   

         新たな需要の創出が期待できる事業、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の創業に係る初期投資費を支援 

         〔対 象 者〕市内で店舗等を設置して創業する次のいずれかに該当する創業者 

・福井発！ビジネスプランコンテスト最終選考会の発表者 

・ＸＳＣＨＯＯＬ、ふくいＵＩターンサマーキャンプ、Ｄｉｓｃｏ

ｖｅＲｅ－Ｆｕｋｕｉに参加し、それらをもとに創業する者 

・福井市創業支援等事業計画で定める特定創業支援を受けた者 

〔審査方法〕書面審査およびプレゼンの実施により採択事業を決定 

（３）起業女子支援事業   

         市内での女性による起業を促進するため、起業を考えている女性や起業間もない

女性起業家を対象としたセミナーの開催 

 

 

○拡  ７２ おいしいふくい推進事業 (商工振興課) １１,５１８千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

3,500   130 7,888 

 

     「ふくいの恵み」認定商品をはじめとした連携中枢都市圏内の食について、認知度の向上

や販路拡大を支援するため、物産展を開催します。 

     【事業概要】 

（１）物産展等への出展   

「ふくいの恵み」認定商品等を市内・県外の物産展等に出展 

（２）「ふくいの恵み」認定事業   

    地域の農林水産加工食品を認定し、認知向上、販路拡大を支援 

     ○新（３）「春の新酒まつり」開催事業補助金   

地酒の認知向上、販路拡大を支援 

     ○新（４）EAST JAPAN SAKE FES（仮）    

東京オリンピックにあわせて開催される地酒イベントに出展 

 

 

  ７３ 企業立地支援事業 (商工振興課) ６３９,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    639,000 

 

     本市産業を高度化し、雇用機会を拡大するため、企業立地に対して支援します。 

     【事業概要】 

（１）企業立地助成金          9 社   

（２）研究開発施設立地助成金      1 社   
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（３）本社機能施設立地助成金      1 社   

（４）空き工場等活用助成金         5 社   

（５）中心市街地オフィス立地助成金   5 社 

 

 

  ７４ Ｕ・Ｉターン就職促進事業 (しごと支援課) ４,５６１千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

961   2,000 1,600 

 

     企業訪問等の就職支援に加え、福井の優れた生活環境の紹介などを行い、福井へのＵ・Ｉ

ターン就職を促進します。 

     【事業概要】 

      （１）大学生Ｕ・Ｉターン就職推進事業  

       〔対  象〕 県内外の大学生 

       〔事業内容〕 ①ふくいＵ・Ｉターンサマーキャンプ 

・市内企業訪問 

・福井へのＵ・Ｉターン者との意見交換会 

・プランニングコンテスト 等 

              ②企業訪問ツアー 

               ・業種が異なる複数の市内企業を訪問し、企業への理解を深める。 

               ・現場見学や若手社員との座談会。 

（２）社会人Ｕ・Ｉターン就職推進事業  

       〔対  象〕 福井へのＵ・Ｉターン就職に関心を持つ社会人とその家族 

〔事業内容〕 ・参加者の個別具体的ニーズに応じた市内企業の紹介、見学 

・教育・福祉施設の見学や本市への移住に関する情報提供 等 

 

 

○拡  ７５ 就職支援事業 (しごと支援課) ３,７１１千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

1,050   1,190 1,471 

 

     圏域市町と連携を図りながら、地元企業への就職を促すための事業に取り組みます。 

【事業概要】 

      （１）就職支援セミナー事業   

       〔事業内容〕 障がい者を対象とした就職支援 

（２）就職支援関連事業の相互ＰＲ事業   

       〔事業内容〕 圏域市町の就職支援制度をまとめたリーフレットの作成 

      （３）地元企業就職サポート事業   

        ①お仕事カフェ in キャンパス事業 

         〔事業内容〕 地元学生が企業経営者や若手社員と仕事について語り合う座談会 

        ②保護者向け就活相談会事業 

         〔事業内容〕 福井での就職活動のサポート方法等に関する個別アドバイスを行

う相談会 

       ○新③地元高校生就職支援事業 

         〔事業内容〕 「学び」と「働く」のつながりなどを伝え、将来の地元就職やＵ

ターン就職の意識を高めるため、企業と大学の合同説明会の開催 
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政策 10 観光資源を磨き上げおもてなしの心があふれる観光のまちをつくる 
 

 

○新  ７６ ふくいプロモーション事業 (新幹線プロモーション室、おもてなし観光推進課) 

 ５９,６００千円 

《１２３,０００千円》 

《１６,０００千円》 

《２２,０００千円》 

《７,７００千円》 

財源

内訳 

    一般財源 

    59,600 

 

福井の認知度向上、イメージアップを図るため、戦略的かつ効果的な情報発信を行います。

また、誘客拡大に向け、観光プロモーションを強化します。 

【事業概要】 

（１） 福井イメージ戦略  33,000 千円 

福井のイメージの明確化から発信までを含めた 3 年間（令和 2 年度～4 年度）の

戦略的な計画を作成し、効率的・効果的なプロモーションを実施 

①福井イメージ戦略 計画の作成   

②キャッチフレーズ、ロゴ等の制作   

③ＰＲグッズの制作   

④開業ＰＲポスターの制作、掲示   

⑤開業ＰＲ・福井イメージ動画の制作、放映 

（令和 3 年度～4 年度の債務負担行為設定）《123,000 千円》 

（２） 観光新エリアブランディング  19,800 千円 

連携中枢都市圏域の観光情報、食、体験、ガイド、二次交通など様々な情報を集

約するとともに、ＳＮＳやＧｏｏｇｌｅ、ＹｏｕＴｕｂｅなどのインターネット

メディアを用いた観光情報の発信を強化 

①公式ポータルサイト、ＳＮＳサイトの構築   

（令和 3 年度～4 年度の債務負担行為設定）《16,000 千円》 

②Ｗｅｂ広告制作、宣伝（観光ＰＲ動画の制作、放映）   

（令和 3 年度～4 年度の債務負担行為設定）《22,000 千円》 

（３） 福井ジェニック戦略  6,800 千円 

若年層の旅行ニーズやＳＮＳの利用を喚起させる「フォトジェニック」な場所、

食、コトの掘り起こし・創出を図り、プロモーションを実施 

①福井ジェニック創出・ＰＲ  

（令和 3 年度の債務負担行為設定）《7,700 千円》 

 

 

○新  ７７ 福井ジェニックＰＲ事業 (おもてなし観光推進課) ４,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    4,000 

 

     インスタグラムを活用した戦略的な情報発信により、若年旅行者の取り込みを図ります。 

     【事業概要】 

      （１）福井市観光インスタグラム運営費           

         若年層の来訪意欲が高まるような写真や情報をインスタグラムに発信 

      （２）福井市観光インスタグラムキャンペーン広報費      

         市民や旅行者に写真投稿キャンペーンを実施 
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  ７８ 観光おもてなし推進事業 (おもてなし観光推進課) １,２０２千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,202 

 

     本市を訪れる観光客が再び訪れたいと思うような観光のまちづくりを進めるため、「おも

てなしの心」の醸成を図ります。 

     【事業概要】 

      （１）おもてなし講習会の開催   

      （２）観光おもてなしマイスターおよびタクシー乗務員を対象とした研修の開催 

      （３）観光おもてなし体験だよりの募集、観光おもてなし市民運動推進大会の開催  

 

 

○拡  ７９ インバウンド推進事業 (おもてなし観光推進課) ４,４７４千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    4,474 

 

     海外の旅行博でのＰＲや旅行社等への営業活動を実施するとともに、情報発信の強化や

受入環境の整備を行うことで、外国人観光客の増加を図ります。 

     【事業概要】 

      （１）台湾向けインバウンド事業   

         福井県台湾商談会への参加、旅行会社への営業活動 

      （２）台湾向け情報発信事業   

         台湾最大規模の日本観光情報サイト「楽吃購（ラーチーゴー）！日本」での情

報発信 

（３）フランス向け観光プロモーション事業   

フランスで開催される見本市等での福井への観光ＰＲの実施 

（４）インバウンド受入環境整備にかかる各種補助事業   

観光関連施設の看板・商品メニュー・パンフレットの外国語表記に要する経

費、無線ＬＡＮ整備に係る経費の助成 

○新（５）海外向け情報発信事業   

○新（６）東京オリンピック・パラリンピック代表選手周遊事業   

       （７）おもてなし通訳ボランティア育成事業   

○新（８）多言語化看板整備事業   

 

 

○拡  ８０ 福井・永平寺周遊滞在型観光推進事業 (おもてなし観光推進課) ５,８１４千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    5,814 

 

     福井・永平寺周遊滞在型観光推進計画に基づき、永平寺町と連携し、観光地の魅力向上や

二次交通の充実を図ります。 

     【事業概要】 

（１）酒蔵周遊事業   

         嶺北エリアの酒蔵や周辺観光地を紹介するガイドブックを作成し、観光客が各酒

蔵や観光地を周遊する仕組みを構築 

      （２）滞在型観光魅力創出事業   

         夜の魅力向上策として、一乗谷でライトアップイベントを実施 

○新（３）周遊ガイドブック発行事業   

         福井・永平寺エリア内の二次交通（バス・鉄道）がすべて乗り降り自由となる周

遊パスとエリア内で使用できるクーポン付きの広域観光ガイドブックを発行 
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      （４）朝倉特急バス運行委託事業   

         一乗谷朝倉氏遺跡や永平寺へのアクセス向上を図るための一乗谷朝倉特急バスの

運行 

 

 

  ８１ 一乗谷ブランドイメージ向上事業 (おもてなし観光推進課) １３,７００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   1,188 12,512 

 

全国で唯一、戦国期の城下町跡がそのまま残る日本最大の中世都市遺跡「一乗谷朝倉氏遺

跡」を活用した観光プロモーションを強化し、一乗谷のイメージ向上を図ります。 

     【事業概要】 

      （１）一乗谷朝倉氏遺跡サマーイベント   

          熱気球係留バルーン搭乗体験、戦国宝探し、和傘スカイなどのイベントの開催 

      （２）一乗谷朝倉氏遺跡定時ガイド   

          観光客向けに遺跡を案内する定時ガイドの実施 

 

 

○新  ８２ 大河放映記念 明智光秀ゆかりの地ＰＲ事業 (おもてなし観光推進課) 

 １３,２００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    13,200 

 

     大河ドラマ「麒麟がくる」の放映を受け、来訪した観光客の満足度を向上させるとともに、

さらなる観光誘客を図ります。 

     【事業概要】 

（１）時代衣装パフォーマンス事業   

         明智光秀や娘の玉（ガラシャ）をイメージした衣装を用意し、着付体験に対応す

るパフォーマーを配置 

（２）東大味歴史資料館アップデート事業   

         明智神社の前にある東大味歴史資料館に展示パネルや音声案内を整備 

 

 

  ８３ まちなか滞在推進事業 (おもてなし観光推進課、文化振興課) ５２,７０３千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   47,000 5,703 

 

     ふくい桜まつりや足羽川桜並木、愛宕坂のライトアップなどを行うことで、まちなかの賑

わい創出を図ります。 

     【事業概要】 

      （１）ふくい桜まつり開催事業            

      （２）愛宕坂にぎわい事業               

         愛宕坂のライトアップ、ミニコンサート実施、抹茶提供等 
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  ８４ 越前海岸体験・体感観光推進事業 (おもてなし観光推進課) ７,４７７千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  1,600  5,877 

 

     越前海岸ならではの景観、食、伝統行事などの魅力を発信するとともに、豊富な地域資源

を活かした体験・交流型観光を推進します。 

     【事業概要】 

      （１）越前海岸観光まちづくり組織への支援   

      （２）水仙まつり開催支援等   
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Ⅳ 学び成長するまち 
 

政策 11 郷土の文化や歴史、自然を活かした個性的で魅力あるまちをつくる 
 

 

○拡  ８５ 名勝養浩館庭園整備事業 (文化振興課） ４５,３５０千円  

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

9,702 3,234 28,800  3,614 

 

     名勝養浩館庭園を保存活用していくため、屋根の葺き替え工事を行うとともに、庭園や建物

等の劣化予防措置を計画的に実施します。 

     【事業概要】 

○新（１）御茶屋建物杮葺き修繕工事   

         保存活用計画で定めている 12 年ごとの杮葺き替え工事 

      （２）外部廻り塗装工事   

         御茶屋建物をの外壁の損傷を防ぐため、薬効期間 5 年をめどに計画的に撥水剤や

防腐防虫剤を塗布する。 

 

 

  ８６ 自然史博物館企画展事業 (自然史博物館) １,６９５千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,695 

 

自然史を興味深く学べるよう、多様で貴重な資料や郷土の資料を展示する企画展を開催し

ます。 

【事業概要】 

      （１）企画展「鉱石・鉱物展」 

    〔会  期〕 令和 2 年 3 月～ 5 月 

      （２）企画展「福井から生まれた星空アート展」 

    〔会  期〕 令和 2 年 7 月～ 9 月 

      （３）企画展「北陸の野鳥・野生動物」 

    〔会  期〕 令和 3 年 3 月～ 5 月 

 

 

  ８７ 美術館企画展事業 (美術館) ３３,０００千円 

財源

内訳 

   その他  

   33,000  

 

     美術のそれぞれの分野における世界を紹介するため、魅力ある企画展を開催します。 

     【事業概要】 

（１）企画展「木梨憲武展」 

〔会  期〕 令和 2 年 4 月 ～ 5 月 

（２）企画展「ひろしま美術館展」 

〔会  期〕 令和 2 年 6 月 ～ 7 月 

（３）企画展「藤城清治展」 

〔会  期〕 令和 2 年 8 月 ～ 10 月 

（４）企画展「田中達也 ミニチュア・ライフ展」 

〔会  期〕 令和 3 年 2 月 ～ 3 月 
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  ８８ 歴史博物館企画展事業 (郷土歴史博物館） １４,２００千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

1,000   8,765 4,435 

 

     郷土の歴史と文化に誇りを持つことができるよう、親しみやすく関心度の高い企画展を開

催します。 

     【事業概要】 

（１）春季特別展「明智光秀と越前－雌伏のとき－」 

〔会  期〕 令和 2 年 3 月 ～ 5 月 

（２）夏季特別陳列「東京 1964 こぼれ話」、「福井藩と城下町」 

〔会  期〕 令和 2 年 7 月～ 8 月 

（３）秋季特別展「北陸の古刀」 

〔会  期〕 令和 2 年 10 月～ 11 月 

（４）グリフィス来福 150 周年記念春季特別展 

「グリフィスが見た明治の福井 ～The Mikado’s Empire～」 

〔会  期〕 令和 3 年 3 月～ 5 月 

 

 

○新  ８９ 文化的景観「越前海岸の水仙畑と農村景観」普及啓発事業 (文化財保護課）  

１,０７２千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 500 500  72 

 

     文化的景観「越前海岸の水仙畑と農村景観」の魅力を広くＰＲする普及啓発事業を行いま

す。 

     【事業概要】 

       ローカルフォトプロジェクトの開催による情報発信の担い手育成とＰＲ活動 

       ・まちの撮り歩き講座では、撮影・取材を通して地域の魅力を再発見する方法を学び、

情報発信を担う人材を育成 

       ・取材の成果を写真展やＳＮＳ等で発信し、文化的景観の魅力を広くＰＲ 

 

 

  ９０ 大安寺建造物修理事業 (文化財保護課） １３,３３３千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    13,333 

 

     国指定の重要文化財である大安寺建造物の保存・継承を図るため、大安寺が実施する保存

修理事業を支援します。 

     【事業概要】 

      〔所 在 地〕 田ノ谷町地係 

      〔事業対象〕 国指定重要文化財（建造物）大安寺 

      本堂、庫裏、開山堂、開基堂、宝蔵、鐘楼、山門、塀中門 計 8 棟 

      〔事業内容〕 修理工事  
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政策 12 健やかで自立心をもった感性豊かな子どもを育むまちをつくる 
 

○新  ９１ 学校体育館照明ＬＥＤ化事業 (教育総務課） １１９,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  107,100  11,900 

 

     学校体育館の水銀灯を長寿命で省電力のＬＥＤ照明器具に交換し、維持管理費と環境負荷

の低減を図ります。 

【事業概要】 

      〔対象校数〕・小学校 41 校   

・中学校 17 校   

            ※規制対象の水銀灯以外の照明に交換済の施設（小学校 9 校、中学校 2 校）

を除く全小中学校 

 

 

○新  ９２ 森田小学校校舎増築事業 (教育総務課、学校教育課） １７,４９６千円 

《１２５,８５０千円》 

《１２５,８５４千円》 

財源

内訳 

    一般財源 

    17,496 

 

     児童数の急激な増加等に伴い教室不足等が深刻化している森田小学校において、仮設校舎

の新設や既存校舎の改修を行い、学習環境の改善を図ります。 

     【事業概要】 

（１）森田小学校プレハブ校舎賃借   

〔建 設 地〕 森田小学校敷地内（下森田新町地係）北校舎北東側 

〔施設概要〕 軽量鉄骨造 2 階建 延床面積約 1,300 ㎡  

       用途：理科室、図工室、職員室、児童クラブ室、多目的室、トイレ等 

〔賃借期間〕 令和 3 年 3 月～9 年 3 月（73 か月） 

〔事業内容〕 プレハブ校舎設計・賃借 

〔債務負担行為設定〕 令和 3 年度～令和 8 年度  

           学童保育分《125,850 千円》 

           小学校分 《125,854 千円》 

（２）児童玄関増設、職員室設備等移設工事    

 

 

  ９３ 社北小学校大規模改修事業 (教育総務課） ４１６,９００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

131,666  253,300  31,934 

 

     老朽化の進む社北小学校の大規模改修を行い、快適な教育環境を整備します。 

【事業概要】 

〔所 在 地〕 若杉 4 丁目地係 

〔事業内容〕 南校舎の大規模改修工事 

〔整備概要〕 南校舎 鉄筋コンクリート造 3 階建 2,501 ㎡ 

〔全体計画〕 平成 30 年度 実施設計業務 

令和 1～2 年度 大規模改修工事 
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○拡  ９４ 英語活動推進事業 (学校教育課） ５１,７０８千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    51,708 

 

     小学校における英語の教科化の支援や外国の言語や文化について理解を深められるよう、

ＡＬＴによる英語活動を推進します。 

     【事業概要】 

〔事業内容〕 ＡＬＴを全小学校の 3～6 年生の学級に派遣 

〔ＡＬＴ数〕 12 人 

〔派遣回数〕 3・4 年生 外国語活動 1 学級 9 回／年（令和 2 年度予定回数） 

5・6 年生 外国語科  1 学級 24 回／年（令和 2 年度予定回数） 

 

  ９５ 地域に生きる学校づくり推進事業 (学校教育課） ２５,４５５千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 400 1,500  23,555 

 

     子どもたちの「生きる力」を育むため、創意工夫した特色ある学校教育を推進するととも

に、家庭・地域と一体となって子どもたちの教育について考え行動する気運を高めます。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 学校や地域の実情に応じた特色ある教育活動の推進 

      〔主な取組〕 ①体験活動の充実 

             ②地域の人材・資源の活用の充実 

③園・小・中の交流 

④教育ウィーク（学校公開週間）の実施 

             ⑤家庭・地域・学校協議会の設置と運営 

             ⑥中学校区連絡会の運営 

 

 

  ９６ いきいきサポーター配置事業 (学校教育課） １３７,９００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    137,900 

 

     発達障がいや不登校傾向にある児童生徒が充実した学校生活を送れるよう、全小・中学校

にいきいきサポーターを配置します。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 発達障がいや不登校傾向にある児童生徒の支援 

      〔資格要件〕 教員免許所有者、保育士、社会福祉士関係の資格保有者 

      〔サポーター数〕 84 人 

 

 

  ９７ 新学校給食センター整備事業 (保健給食課) ２１,４００千円 

《８,６００千円》  

財源

内訳 

    一般財源 

    21,400 

 

     北部・南部学校給食センターの施設・設備の老朽化に伴い、新学校給食センターの整備に

向けた実施方針等の作成および事業者の選定を行います。 

     【事業概要】 

      （１）実施方針の策定 

      （２）事業者の選定  
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政策 13 市民が自主的に生涯学習や生涯スポーツを楽しむまちをつくる 

 

 

  ９８ 一乗公民館移転転用事業 (生涯学習課) ９２,６００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  81,200  11,400 

 

一乗ふるさと交流館に一乗公民館を移転し、公民館として利用するために必要な整備を行

います。 

【事業概要】 

〔所 在 地〕 福井市東新町地係 

〔事業内容〕 本体改修工事（497 ㎡）、屋外附帯工事（擁壁、倉庫（28 ㎡）） 

 

 

○新  ９９ 東京オリンピック・パラリンピック関連事業  

(スポーツ課、障がい福祉課、総合政策課） ４４,７３２千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 10,200  8,292 26,240 

 

     2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催時において、各種施策を実施す

ることにより、市民のスポーツに対する関心を高め、機運醸成に努めます。 

     【事業概要】 

（１）事前キャンプ実施事業  

         スロベニア共和国代表選手団の事前キャンプを市内で実施し、選手団の大会に向

けたサポートを行うとともに、市民と交流する機会を設ける。 

        〔期 間〕オリンピック事前キャンプ  7 月中旬～下旬 

             パラリンピック事前キャンプ 8 月上旬～中旬 

（２）聖火事業   

         オリンピック聖火リレーおよびパラリンピック聖火の種火となる火起こしイベン

トを開催 

   〔開催概要〕 

 開催日 場所 

オリンピック聖火リレー R2.5.31（日） 
県庁前～中央公園 

中央公園で到着式 

パラリンピック聖火の種火となる 

火起こしイベント 
R2.7. 4（土） 福井市体育館 

（３）出場選手支援事業   

     大会に出場する福井市出身選手へ激励費を授与し、出場に向けた支援の実施 

大会開催期間中にパブリックビューイングを行い、福井市出身およびスロベニア

共和国代表選手を応援する場を提供 

（４）共生社会推進事業   

 スロベニア人パラリンピアンの受入れを契機として、障がい者の社会参加や障が

いへの理解促進を図るための取組を実施 

・スロベニア共和国を訪問しての事前キャンプ合意書締結式および交流 

・障がいのある人もない人も、ともに楽しむことのできる障がい者芸術・文化祭

の開催                     

・共生社会の実現に向けた広報・意識啓発活動    
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 １００ フットボールセンター整備事業 (スポーツ課） ３５,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

5,000  13,700  16,300 

 

     スポーツツーリズムの推進に向けて、芝生の劣化している福井市スポーツ公園サッカー場

を改修し、人工芝グラウンド、クラブハウス、ナイター照明を備えたフットボールセンター

を整備します。 

     【事業概要】 

〔所 在 地〕安田町地係（福井市スポーツ公園サッカー場） 

〔事業内容〕基本設計・実施設計業務および地質調査業務 

〔整備概要〕人工芝グラウンド   

            クラブハウス     

            ナイター照明     

            観客席兼シェルター  

 

 

○新  １０１ フルマラソン大会開催準備事業 (スポーツ課) ２,５７６千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    2,576 

 

     福井県および近隣市町と連携したフルマラソン大会を開催するため、県や関係機関と開

催に向けた準備を進めます。 

     【事業概要】 

（１）検討委員会の設置   

福井県および関係団体と構成する検討委員会を設置し、基本計画を策定 

      （２）開催地視察   

近隣のフルマラソン開催地を視察し、運営方法を調査 

 

 

 １０２ 市立図書館リニューアル事業 (図書館） ７８,１７９千円 

〈１００,０００千円〉 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

19,925  17,900  40,354 

 

老朽化が著しく耐震性が低い市立図書館の大規模改修に向けて、基本設計、実施設計業務

および東側駐車場の県有地取得を行います。 

【事業概要】 

〔所 在 地〕 福井市文京 2 丁目地係 

〔施設概要〕 昭和 51 年築 鉄筋コンクリート造 4 階建 3,179 ㎡ 

〔全体計画〕 令和 2～3 年度：東側駐車場の県有地取得、基本・実施設計業務 

     令和 4～5 年度：改修工事 

 

○新  １０３ まちかど返却ボックス設置事業 (図書館） ２,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    2,000 

 

     図書館利用者の利便性の向上を図るため、本の返却ボックスを主要な交通結節点や生活に

身近な商業施設等に設置します。 

【事業概要】 

〔事業内容〕 本の返却ボックスおよびのぼり旗の設置  
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総合計画を推進するために 
 

 

○新  １０４ 情報システム広域連携調査研究事業 (情報統計課） ４,３８１千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   1,408 2,973 

 

     連携中枢都市圏を構成する他自治体と共同して、ＩＣＴ技術の効果的な活用方法の研究や

調達を行うことで、コストの縮減を図り、新しい技術を取り入れた効率的な行政運営を行い

ます。 

【事業概要】、 

〔事業内容〕 

（１）各種情報施策や行政システムの効率的な運用に関する連携市町合同研修会の 

開催 

（２）各業務の省力化を推進するためのＲＰＡ導入に向けた支援業務    

（３）大容量ファイル転送、共有サービスの共同調達           

 

 

○新  １０５ ＡＩチャットボット導入事業 (情報統計課) ３,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    3,000 

 

     ＡＩを活用した問合わせ自動応答サービス（ＡＩチャットボット）を導入し、市民や本市

を訪れる方たちの利便性向上を図ります。 

     【事業概要】 

〔事業内容〕 

（１）チャットボットシステムの構築・設定 

（２）観光などの他分野での活用について調査研究 

 

 

○新  １０６ 総合計画策定事業 (総合政策課) ４,４４８千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    4,448 

 

令和 4 年度以降の本市行政運営の基本方針を定める、第八次福井市総合計画の策定に取り

組みます。 

【事業概要】 

  ［事業内容］ 

（１）福井市総合計画審議会の開催 

（２）庁内会議による検討 

 

 

 １０７ ふるさと納税推進事業 (まち未来創造課) １５４,１５４千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    154,154 

 

     ふるさと納税を通じて本市を継続的に応援してくれる人を増やすため、福井市版ふるさと

納税を推進します。 

     【事業概要】 

      ［事業内容］ 
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（１）ふるさと納税ＰＲの強化 

       （２）魅力あふれる返礼品ラインナップの充実 

       （３）地区版ふるさと納税の推進 

 

 

 １０８ 施設マネジメント推進事業 (施設活用推進課) ２６,６８２千円 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  7,100 1,049 18,533 

 

     施設にかかる財政負担の軽減および平準化を図るため、施設マネジメントを推進します。 

     【事業概要】  

      （１）連携中枢都市圏事業（公共施設のあり方研究）   

施設マネジメントに関する市町合同の研修会、研究会等 

      （２）施設再編推進事業  

         ①清水地域施設再編に伴う整備   

         ②未利用施設、未利用スペースの民間活用に向けた諸費用   

     ○新（３）会議室リノベーション事業  

    効率的な議事運営により、会議時間の短縮を図る「立ち会議」の導入 

 

 

○新  １０９ 戸籍・戸籍附票システム改修事業 (市民課) ８,８５７千円 

財源

内訳 

国   その他  

6,557   2,300  

 

各市町村で管理保管している戸籍と戸籍附票をネットワーク化し、全国連携させるため、

戸籍システムと戸籍附票システムの改修を行います。 

【事業概要】 

（１）システム改修業務   

      （２）住基・戸籍附票データベース突合業務   

 

 

○新  １１０ 研修センター機能移転事業 (しごと支援課) ３６,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    36,000 

 

     研修センターの機能廃止に伴い、解体について設計等を行うほか、職業訓練団体の活動場

所の移転に対し支援を行います。 

     【事業概要】 

[対象施設] 敷地面積 ：4,254.39 ㎡ 

延べ床面積：1,850.53 ㎡ 

      （内訳 研修棟：1,355.24 ㎡、実習棟：480 ㎡、渡り廊下：15.29 ㎡） 

[事業年度] 令和 2 年度～3 年度 

 [事業内容] （１）解体工事設計業務委託および工損調査（事前調査）等  

（２）実習棟代替施設整備補助金              

 

 



自主財源

55,986,246

48.9%
依存財源

58,821,754

51.1%

市税

44,528,000

38.8%

諸収入

3,670,357

3.2%

分担金及び負担金

220,516

0.2%
使用料及び手数料

1,292,104

1.1%

その他

6,275,269

5.6%

市債

12,751,600

11.1%

地方交付税

10,356,000

9.0%

国庫支出金

18,167,976

15.8%

県支出金

9,782,178

8.5%

地方消費税交付金

5,860,000

5.1%

地方譲与税

1,016,000

0.9%

地方特例交付金

230,000

0.2%
その他交付金

658,000

0.5%

歳 入
１,１４８億
８００万円

令和２年度 一般会計予算の内訳

歳 入

（単位：千円）
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議会費

691,972

0.6%

総務費

12,648,689

11.0%

民生費

43,368,032

37.8%

衛生費

6,048,058

5.3%

労働費

445,934

0.4%

農林水産業費

3,385,863

2.9%

商工費

2,733,477

2.4%

土木費

15,868,872

13.8%

消防費

3,687,758

3.2%

教育費

9,481,366

8.3%

災害復旧費

36,950

0.0%

公債費

16,311,029

14.2%

予備費

100,000

0.1%

歳 出
１,１４８億
８００万円

歳 出（目的別）

（単位：千円）
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義務的経費

64,475,674

56.2%

投資的経費

10,555,636

9.2%

その他の

経費

39,776,690

34.6%

人件費

20,261,918

17.7%

扶助費

27,902,727

24.3%

公債費

16,311,029

14.2%

普通建設事業費

10,518,686

9.2%

災害復旧事業費

36,950

0.0%

物件費

13,822,158

12.0%

補助費等

9,517,618

8.3%

繰出金

10,292,558

9.0%

貸付金

1,415,805

1.2%

維持補修費

573,319

0.5%

その他

4,155,232

3.6%

歳 出
１,１４８億
８００万円

歳 出（性質別）

（単位：千円）
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市税収入の推移
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億円

予算

決算

（決算見込み）
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