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平成２６年度予算編成の基本方針 

 

 

国の平成２６年度の経済見通しでは、アジアの新興国等の経済動向や消費税率

引上げに伴う駆け込み需要の反動減には留意が必要であるが、引き続き堅調な内

需に支えられた景気回復により、好循環が徐々に実現していくことで、国内総生

産の実質成長率が１．４％程度、名目成長率が３．３％程度になるとされている。 

このような状況を踏まえ、国の平成２６年度予算案では、日本の競争力の強化

につながる未来への投資や、生活の基盤を守る暮らしの安全・安心の確保など、

経済成長に資する施策への重点化に加え、デフレ脱却、国と地方を通じた経済再

生及び財政健全化をあわせて目指すとの方針が示された。また、社会保障と税の

一体改革の実現に向け、消費税率引上げによる増収分を活用して、社会保障の充

実と安定化を図るとしている。 

地方財政対策では、地方税、地方譲与税などの増を見込む一方で、それに伴い

地方交付税、臨時財政対策債は縮減された。ただ、全体では、社会保障の充実等

を含め、平成２５年度の水準を６千億円上回る６０兆４千億円の一般財源総額を

確保する内容となっている。 

 

一方、福井市の財政状況については、平成２５年度予算編成において、全ての

事業に対する「聖域なきゼロからの視点」での見直しと創意工夫により、これま

で以上にコスト意識を持った予算を編成したところであるが、その決算見通しは、

歳入の根幹をなす市税で微増が見込まれるものの、地方交付税の減収と、歳出に

おける扶助費など義務的経費の増が見込まれることなどにより、依然として厳し

い状況が続いている。 
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このような中、平成２６年度予算編成にあたっては、第六次福井市総合計画に

掲げた４つの基本目標「みんなが快適に暮らすまち」「みんなでつくる住みよい

まち」「みんなが生き生きと働くまち」「みんなが学び成長するまち」の実現を目

指し、次の基本的考え方に沿って取り組むこととした。 

第一に、施策や制度の見直し、税制改正など国の予算編成の動向を注視し、地

方財政への影響を十分に見極めて適切に対応すること。 

第二に、少子・高齢化が進展する中、今後、歳入の伸び悩みと増加する財政需

要を背景に、厳しい財政収支が予想されることから、健全財政計画及び行財政改

革の推進を図るとともに、緊急性及び必要性を重視したメリハリのあるものとす

ること。 

第三に、市税等一般財源の確保に努める一方、新規事業の立案や事業の拡充に

あたっては、そのために必要な財源の確保に各部局自らが積極的に取り組むもの

とすること。 

これらを踏まえ、『希望と安心のふくい』の創造に向けて、事業の緊急性及び

必要性、効果等を十分に検討したうえで事業を選択し、収支の均衡を図りながら、

市勢の発展と市民福祉の向上に結びつく、効率的かつ効果的な予算を編成した。 



（単位　千円，％）

会 計 別 26年度予算額 構成比 25年度予算額 構成比

一 般 会 計 105,845,000 50.8 103,909,000 50.5 　 1,936,000 　 1.9

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 25,861,000 12.4 25,820,000 12.6 　 41,000 　 0.2

国民健康保険診療所特別会計 5,500 0.0 5,600 0.0 △ 100 △ 1.8

後期高齢者医療特別会計 3,317,000 1.6 2,909,000 1.4 　 408,000 　 14.0

介 護 保 険 特 別 会 計 23,958,000 11.5 22,615,000 11.0 　 1,343,000 　 5.9

交 通 災 害 共 済 特 別 会 計 9,000 0.0 18,500 0.0 △ 9,500 △ 51.4

競 輪 事 業 会 計 10,390,000 5.0 14,538,000 7.1 △ 4,148,000 △ 28.5

簡 易 水 道 特 別 会 計 444,000 0.2 523,000 0.3 △ 79,000 △ 15.1

宅 地 造 成 特 別 会 計 4,515,000 2.2 4,057,000 2.0 　 458,000 　 11.3

中 央 卸 売 市 場 特 別 会 計 882,000 0.4 823,000 0.4 　 59,000 　 7.2

駐 車 場 特 別 会 計 490,000 0.2 435,000 0.2 　 55,000 　 12.6

集 落 排 水 特 別 会 計 920,000 0.4 1,080,000 0.5 △ 160,000 △ 14.8

地 域 生 活 排 水 特 別 会 計 214,500 0.1 221,900 0.1 △ 7,400 △ 3.3

福井駅周辺整備特別会計 1,501,000 0.7 990,000 0.5 　 511,000 　 51.6

特 別 会 計 合 計 72,507,000 34.8 74,036,000 36.0 △ 1,529,000 △ 2.1

下 水 道 事 業 会 計 16,668,000 8.0 14,670,000 7.1 　 1,998,000 　 13.6

ガ ス 事 業 会 計 4,350,000 2.1 5,032,000 2.4 △ 682,000 △ 13.6

水 道 事 業 会 計 9,144,000 4.4 8,007,000 3.9 　 1,137,000 　 14.2

企 業 会 計 合 計 30,162,000 14.5 27,709,000 13.5 　 2,453,000 　 8.9

総 額 208,514,000 100.0 205,654,000 100.0 　 2,860,000 　 1.4

平成 26 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，％）

26年度予算額 構成比 25年度予算額 構成比

1 市　税 44,236,000 41.8 43,553,000 41.9 683,000 1.6

2 地方譲与税 957,000 0.9 973,000 0.9 △ 16,000 △ 1.6

3 利子割交付金 143,000 0.1 139,000 0.1 4,000 2.9

4 配当割交付金 100,000 0.1 116,000 0.1 △ 16,000 △ 13.8

5 株式等譲渡所得割交付金 44,000 0.0 26,000 0.0 18,000 69.2

6 地方消費税交付金 3,582,000 3.4 3,178,000 3.1 404,000 12.7

7 ゴルフ場利用税交付金 44,000 0.1 44,000 0.1 0 0.0

9 自動車取得税交付金 148,000 0.1 296,000 0.3 △ 148,000 △ 50.0

10 地方特例交付金 232,000 0.2 244,000 0.2 △ 12,000 △ 4.9

11 地方交付税 10,405,000 9.8 10,750,000 10.4 △ 345,000 △ 3.2

12 交通安全対策特別交付金 59,000 0.1 59,000 0.1 0 0.0

13 分担金及び負担金 1,974,078 1.9 1,969,986 1.9 4,092 0.2

14 使用料及び手数料 1,166,069 1.1 1,167,930 1.1 △ 1,861 △ 0.2

15 国庫支出金 12,394,415 11.7 13,031,078 12.5 △ 636,663 △ 4.9

16 県支出金 7,304,985 6.9 6,656,835 6.4 648,150 9.7

17 財産収入 120,649 0.1 178,883 0.2 △ 58,234 △ 32.6

18 寄附金 10,180 0.0 8,384 0.0 1,796 21.4

19 繰入金 1,327,149 1.3 1,195,920 1.2 131,229 11.0

20 繰越金 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0

21 諸収入 3,914,375 3.7 4,405,684 4.2 △ 491,309 △ 11.2

22 市　債 17,583,100 16.6 15,816,300 15.2 1,766,800 11.2

105,845,000 100.0 103,909,000 100.0 1,936,000 1.9

平成 26 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

歳 入 合 計
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歳　　　　出 （単位　千円，％）

26年度予算額 構成比 25年度予算額 構成比

1 議会費 715,474 0.7 732,904 0.7 △ 17,430 △ 2.4

2 総務費 9,228,954 8.7 9,028,340 8.7 200,614 2.2

3 民生費 37,248,461 35.2 35,770,984 34.4 1,477,477 4.1

4 衛生費 6,089,504 5.8 6,559,986 6.3 △ 470,482 △ 7.2

5 労働費 663,163 0.6 662,509 0.6 654 0.1

6 農林水産業費 3,039,026 2.9 3,179,045 3.1 △ 140,019 △ 4.4

7 商工費 4,103,409 3.9 3,684,935 3.5 418,474 11.4

8 土木費 12,581,862 11.9 12,952,478 12.5 △ 370,616 △ 2.9

9 消防費 3,846,879 3.6 4,241,069 4.1 △ 394,190 △ 9.3

10 教育費 11,267,926 10.6 9,478,319 9.1 1,789,607 18.9

11 災害復旧費 10,400 0.0 10,400 0.0 0 0.0

12 公債費 16,949,942 16.0 17,508,031 16.9 △ 558,089 △ 3.2

14 予備費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0

105,845,000 100.0 103,909,000 100.0 1,936,000 1.9

款 別 比 較 増 減 額 増 減 率

歳 出 合 計
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（単位　千円，％）

26年度予算額 構成比 25年度予算額 構成比

1 人件費 18,293,989 17.3 18,078,275 17.4 215,714 1.2

2 物件費 14,427,211 13.6 13,583,524 13.1 843,687 6.2

3 維持補修費 809,793 0.8 897,641 0.9 △87,848 △ 9.8

4 扶助費 22,421,050 21.2 21,850,534 21.0 570,516 2.6

5 補助費等 8,930,536 8.5 9,053,669 8.7 △123,133 △ 1.4

6 普通建設事業費等 10,727,423 10.1 8,697,857 8.4 2,029,566 23.3

1 補助 5,339,384 5.0 3,611,362 3.5 1,728,022 47.8

2 単独 5,388,039 5.1 5,086,495 4.9 301,544 5.9

7 災害復旧事業費 10,400 0.0 10,400 0.0 0 0.0

2 単独 10,400 0.0 10,400 0.0 0 0.0

9 公債費 16,949,942 16.0 17,508,031 16.8 △558,089 △ 3.2

10 積立金 111,042 0.1 121,449 0.1 △10,407 △ 8.6

12 貸付金 2,452,457 2.3 2,723,710 2.6 △271,253 △ 10.0

13 繰出金 10,611,157 10.0 11,283,910 10.9 △672,753 △ 6.0

14 予備費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0

105,845,000 100.0 103,909,000 100.0 1,936,000 1.9

平成 26 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

合 計
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※主要事業一覧以外の
全ての事業を含む 

主 要 事 業 一 覧 
（単位：千円） 

新規事業 38 件 

拡充事業 16 件 

(マ) マニフェスト事業 

〈 〉継続費設定 

《 》債務負担行為設定 

基本目標１ みんなが快適に暮らすまち 予算総額 48,298,361 千円

政策１ 県都としての魅力を高め交流しやすいまちをつくる 

１ 福井駅西口中央地区市街地再開発事業(マ) ５４,８４３ 

○新  ２ 県庁線整備事業 ７,０００ 

○新  ３ グリフィス記念館整備事業 １２５,０００ 

〈１７０,０００〉 

４ 中央公園周辺再整備事業 ６０,３００ 

○新  ５ 西口再開発ビル観光関連施設整備事業 ９,５００ 

○拡 ６ 中心市街地開業促進事業(マ) １７,０００ 

○拡 ７ まちなか賑わい創出事業 ４０,１２４ 

○新 ８ まちなか回遊研究事業 ３,３００ 

９ 福井駅付近連続立体交差事業負担金 ８０,０００ 

１０ 福井駅周辺土地区画整理事業(マ) ５６２,０００ 

１１ 地域コミュニティバス運行支援事業(マ) ２４,０００ 

１２ 福井鉄道軌道区間整備事業 ２９,７７０ 

１３ えちぜん鉄道・福井鉄道相互乗り入れ支援事業 ２７１,３３４ 

１４ 北陸新幹線建設整備事業 ２０,０００ 

政策２ 暮らしを支える社会基盤の整ったまちをつくる 

１５ 道路整備事業 １,６３４,７０８ 

○新  １６ 道路付属物改修事業 ２７,０００ 

１７ 河川・水路整備事業 ２５４,７００ 

１８ 河川浸水対策事業(マ) ２７３,８００ 

１９ 都市公園バリアフリー化事業 １７,２００ 

２０ 市内公園施設リニューアル事業 ４５,４４０ 

○新  ２１ 東安居団地Ｃ棟整備事業(マ) ３２９,７６０ 

〈１,２５０,０００〉 

２２ 市営住宅ストック改善事業(マ) １３,６４０ 

２３ まちなか住まい支援事業 ２６,８００ 

２４ 空き家ストック循環利用促進事業 ３,５００ 

２５ 木造住宅耐震改修促進事業(マ) １６,６００ 
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○新 ２６ 大規模建築物耐震診断促進事業 ２２,８４１ 

○新 ２７ 建築物耐震改修等事業 ３,４００ 

２８ 土地区画整理事業 １,２２６,９００ 

政策３ 生活排水による水質汚濁負荷の少ないまちをつくる 

２９ 下水道整備事業 ３,１２４,０１３ 

３０ 合併処理浄化槽設置補助事業 ７９,９７３ 

政策４ 環境にやさしい都市ガスを安全に安定供給するまちをつくる 

３１ 都市ガス需要開発事業 ５１,６５３ 

３２ 都市ガス整備事業 ４６４,０４６ 

政策５ 安全でおいしい水を安定供給するまちをつくる 

３３ 上水道整備事業 ２,５７２,０７８ 

３４ 簡易水道整備事業 １３８,８００ 

基本目標２ みんなでつくる住みよいまち 予算総額 93,273,680 千円

政策６ ともに責任を担う協働のまちをつくる 

３５ 地域の誇り推進事業(マ) ５０,３５６ 

○新 ３６ あかりサミット開催事業 ３,０００ 

○拡 ３７ ボランティア活動支援事業 ３,３６５ 

○新 ３８ 地域おこし協力隊事業 ３,１００ 

政策７ 誰もが尊重される住みよいまちをつくる 

３９ 国際化推進事業(マ) ２０,１１２ 

４０ 多文化共生事業(マ) ５,２０４ 

４１ 消費者教育・啓発事業 ４,７４５ 

４２ 共同参画推進講座等開催事業 ７８６ 

政策８ 環境にやさしい持続可能なまちをつくる 

４３ 新エネルギー推進事業(マ) ９,１６０ 

○新 ４４ 緑のクールシティ推進事業(マ) １,６００ 

４５ 環境フェア開催事業 １,８００ 

４６ ごみ焼却施設改修事業 １,０００,０００ 



- 9 - 

政策９ すべての市民が健康で生きがいをもち長生きできるまちをつくる 

４７ 子ども医療費助成事業(マ) ７８６,０００ 

○新 ４８ 子ども・子育て支援事業計画策定事業 ２,２１７ 

○拡 ４９ すみずみ子育てサポート事業 ５８,０００ 

５０ 地域子育て支援拠点事業 ４７,２６０ 

５１ 公立保育園耐震補強・改修事業(マ) ２７,０００ 

○新 ５２ 公立保育園遊戯室空調設備設置事業 ６４,８００ 

○拡 ５３ 私立保育所等施設整備補助事業(マ) ６５０,０００ 

５４ 健康診査・がん検診事業 ２４７,８３９ 

５５ 国民健康保険事業 ２５,８６１,０００ 

５６ 障害福祉サービス事業 ４,４２０,０００ 

５７ 重度障害者（児）医療費助成事業 １,１００,０００ 

○新 ５８ 認知症対策事業 １４,６６９ 

○新 ５９ 在宅医療・介護連携推進事業 １,９７４ 

政策 10 事故・災害などに強い安全・安心なまちをつくる 

６０ 消防団地区分団詰所整備事業(マ) ６５,０００ 

○新 ６１ 新分署・地域ふれあい広場整備事業 １１,２００ 

６２ 消防車両整備事業 １１０,０００ 

○新 ６３ 消防救急デジタル無線整備事業(マ) ３４１,５００ 

〈８４０,０００〉 

○新 ６４ 防災情報システム整備事業 ５０,１５５ 

〈１６７,０００〉 

○新 ６５ 町名・街区表示板等整備事業 ３４,８００ 

６６ 防犯灯設置補助事業 ４２,０００ 

６７ 交通安全施設改良事業 ７２,０００ 

○新 ６８ 市庁舎別館耐震改修事業 ５７,３２２ 

《５,７００》 

○新 ６９ 大手駐車場耐震補強事業 １３１,５８０ 

基本目標３ みんなが生き生きと働くまち 予算総額  8,146,734 千円 

政策 11 活力と魅力あふれる商工業のまちをつくる 

７０ 企業立地支援事業(マ) ６１６,３８５ 

７１ 企業誘致戦略調査事業 ５,０００ 

○新  ７２ デザイン・品質向上支援事業 １,２５０ 

○拡  ７３ 新市場開拓支援事業 １０,０００ 

７４ マーケット開発支援事業(マ) ３９,０６２ 
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７５ 起業家支援事業(マ) １３,８７０ 

７６ 地域産品販路拡大促進事業(マ) ２,２８３ 

○拡  ７７ 制度融資事業 １,７４２,５７７ 

７８ 若年者正規雇用奨励金事業 ７,９２０ 

政策 12 福井の魅力を発信する観光のまちをつくる 

○新 ７９ まごころ笑顔おもてなし事業 ４,０００ 

○新 ８０ 空からの首都圏誘客推進事業 ４,５００ 

○拡  ８１ 折織のポスター魅力発信事業 １６,７００ 

○新 ８２ 教育旅行誘致事業 ２,１４０ 

８３ 「一乗谷」ブランドイメージ向上事業(マ) ４３,１５０ 

○新 ８４ 一乗谷・東郷魅力体感プロジェクト １０３,１０８ 

○拡  ８５ 「まちなか」滞在拠点化事業(マ) ７３,０３７ 

○新 ８６ 未来の福井コミック発信事業 １０,０００ 

８７ 「越前海岸」体験・体感観光推進事業(マ) ３,０００ 

８８ ガラガラ山周辺再整備事業 ３０,０００ 

８９ 鷹巣荘再整備事業 ３２３,０００ 

政策 13 魅力ある豊かな農林水産業のまちをつくる 

○新 ９０ 福井市農業振興プラン策定事業 １,０００ 

９１ 園芸振興対策事業(マ) １９,０００ 

○新 ９２ 福井市推奨品目育成支援事業 ７,４００ 

○拡  ９３ 水田農業構造改善事業 ５６,２５０ 

９４ 担い手・農地総合対策事業 ５２,０７０ 

９５ 新規就農者支援事業(マ) １６,５００ 

９６ 間伐材資源有効利用促進事業(マ) １７,０００ 

９７ 漁村再生交付金事業 ４０,４００ 

○拡  ９８ 有害鳥獣対策事業(マ) ２８,８００ 

○新 ９９ 多面的機能支払交付金 ９９,０００ 

○拡  １００ 市単独土地改良事業補助金 ３０,０００ 

○新  １０１ 農山漁村再生可能エネルギー支援事業 ４７,６４５ 

１０２ 金福スイカ振興事業 ５,５００ 

○新  １０３ 小羽山整備事業 ８００ 

１０４ 集落排水整備事業 １６６,５００ 

１０５ 中央卸売市場関連商品売場棟一般開放事業 １１０,０００ 
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基本目標４ みんなが学び成長するまち 予算総額 9,326,685 千円

政策 14 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 

１０６ 学校耐震補強事業(マ) ７１８,０００ 

１０７ 学校体育館非構造部材耐震化（落下防止）事業 １９４,０００ 

１０８ 学校体育館バリアフリー化事業(マ) ２７,６００ 

１０９ 明道中学校改築事業(マ) １,３２０,０００ 

１１０ 小学校カウンセラー配置事業 １４,５７０ 

１１１ いきいき学校生活支援事業 １０１,５５１ 

１１２ 外国人・帰国児童生徒日本語指導事業 ２,２９８ 

１１３ コア・ティーチャー養成事業 １,３２８ 

○拡  １１４ 英語活動推進事業(マ) ３０,５７７ 

○拡  １１５ 学校図書館支援員事業 ２７,３２４ 

１１６ 地域に生きる学校づくり推進事業 ２６,８８５ 

１１７ 放課後児童健全育成事業 ２７６,０００ 

○拡  １１８ 私立幼稚園就園奨励支援事業 ２３０,０００ 

政策 15 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 

１１９ 公民館建設事業 ２６０,０００ 

○新  １２０ 市民憲章制定５０周年記念事業 ６,０００ 

○拡  １２１ 福井国体開催準備事業 １２３,３１５ 

○新  １２２ 多目的屋内運動場整備事業 ９５,８００ 

○新  １２３ 弓道場・市体育館サブアリーナ等建設事業(マ) ３７０,５００ 

〈１,００８,６００〉 

政策 16 歴史や文化を活かした個性的で魅力あるまちをつくる 

○新  １２４ 養浩館庭園保存管理計画策定事業 ６１６ 

○新  １２５ 一乗谷朝倉氏遺跡活用整備事業 １３,２００ 

１２６ 自然史博物館分館整備事業 ２８,９００ 

１２７ 自然史博物館企画展事業 ４,２００ 

１２８ 美術館企画展事業 ３４,０００ 

１２９ 歴史博物館企画展事業 ２５,０００ 

そ の 他 予算総額 49,455,540 千円

○新  １３０ 総合行政情報システム事業（第２期） １４０,０００ 

《３,０９０,０００》 

１３１ コンビニ交付システム整備事業 ３９,３９５ 
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主 要 事 業 の 説 明 
 

基本目標１ みんなが快適に暮らすまち 
 

政策１ 県都としての魅力を高め交流しやすいまちをつくる 

 

１ 福井駅西口中央地区市街地再開発事業(マ) (都市整備室)     ５４,８４３千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

22,500 13,750 13,200  5,393 

 

    県都の玄関口にふさわしい「にぎわい交流拠点」の形成を図ります。 

【事業概要】 

〔事業区域〕 福井駅西口中央地区 

〔施行面積〕 敷地面積：約 5,600 ㎡、延床面積：約 34,100 ㎡ 

〔竣工予定〕 平成 27 年度 

〔総事業費〕 約 129 億円 

〔主要用途〕 民間施設（商業・業務、住宅） 

 市施設（多目的ホール、観光関連施設、総合ボランティアセンター 

     子ども一時預かり所、自然史博物館分館、駐車場、トイレ、 

     屋根付き広場） 

〔事業内容〕 （１）市街地再開発事業補助金    
（２）市施設整備費等        

 
 

○新  ２ 県庁線整備事業 (総合政策室) ７,０００千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

3,150 1,925   1,925 

 

    福井駅と城址周辺をつなぐ動線として歩行者空間を充実させるなど、緑陰や賑わいを楽しむ

ことができるよう整備します。 

【事業概要】 

〔対象路線〕 都市計画道路 県庁線  

〔事業内容〕 実施設計 

〔整備方針〕 
・駅と城址を緑でつなぐ、緑豊かでゆったりとした歩行空間の形成 
・木陰ができる四季折々の植栽や修景により、風格のある美しい通りの景観を創出 
・無散水融雪等の整備により、冬でも歩きやすい通りを形成 

 

 

○新  ３ グリフィス記念館整備事業 (総合政策室） １２５,０００千円 

〈１７０,０００千円〉 

財源

内訳 
国 県 市債  一般財源 

56,250 50,000 16,800  1,950 

 

足羽山や足羽川周辺への誘客を促し、回遊性を高めるため、浜町界隈にグリフィス記念館を

整備します。 
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【事業概要】 
 〔施設概要〕 建物概要 木造瓦葺 2 階建 約 180 ㎡ 

〔施設内容〕 ・グリフィスの功績紹介 
・国際交流の原点となるニューブランズウィック市との交流紹介 
・建物や周囲の演出による情緒あふれる景観創出 

（平成 26 年度～27 年度の継続費設定） 

 
 

４ 中央公園周辺再整備事業 (総合政策室) ６０,３００千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

27,000 16,650 14,800  1,850 

 

    県民会館跡地を有効に活用し、城址との一体性を高める公園整備を行い、歴史を偲び、人が

集う開放的な空間づくりを行います。 

【事業概要】 

〔全体整備内容〕 

（１）中央公園整備 

野外ステージ撤去、銅像移設、土塁撤去、植樹整理、石垣活用等 

（２）市道中央 1－369 号線整備 
路上駐車場撤去、公園との一体整備等 

〔26 年度事業内容〕 

 （１）現況測量 

（２）実施設計 

（３）野外ステージや土塁の撤去工事等 

 

 

○新  ５ 西口再開発ビル観光関連施設整備事業 (観光推進課) ９,５００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

4,196    5,304 

 

    福井駅西口再開発ビルに設置する観光関連施設（観光情報提供、物産展示販売施設）につい

て、観光客への情報発信、おもてなしを充実できる施設として整備を進めます。 

    【事業概要】 

     （１）観光関連施設の実施設計 

     （２）指定管理者の選定 

 

 

○拡  ６ 中心市街地開業促進事業(マ) (都市整備室)  １７,０００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 429   16,571 

 

    中心市街地の空き店舗への出店を促し、商業の活性化と賑わい創出を図るため、出店者に対

して開業経費等の支援を行います。 

【事業概要】 

     〔事業内容〕 開業経費・家賃に対する補助及び開業後の経営指導等 

     〔拡充内容〕 福井の食集積エリアにおける助成限度額の引上げ  

・開業経費助成限度額（1 階路面店）75 万円→150 万円 

     〔事業区域〕 中心市街地（中央 1 丁目地区） 
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〔事業制度〕 

コース Ａ Ｂ 

対象 
階層 1 階路面店 地下及び 2 階以上 

空き期間 3 か月以上 3 か月以上 

支援 

内容 

家賃（1 年目） 1/2 以下 1/3 以下 

（上限）
4.5 千円/坪 

9 万円/月 

 2 千円/坪 

 4 万円/月 

開業経費 1/2 1/3 

（上限）

75 万円 

25 万円 150 万円 
(食集積エリア) 

 

 

○拡  ７ まちなか賑わい創出事業 (都市整備室)  ４０,１２４千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

10,800    29,324 

 

    西口再開発事業工事期間中の中心市街地の賑わい創出及び商業活性化のため、市民、商店街、

大学、行政等が行うまちなかを活用したイベント等の推進や、商店街等が連携して実施するイ

ベント等を支援します。 

    【事業概要】 

○新 （１）まちなか大満喫フェア開催事業 

〔事業内容〕 中心市街地の大型店舗などを活用し、ふくいの食、健康、家族をテー

マとしたイベントを開催 

       〔開催期間〕 5～10 月頃 

     （２）賑わいイベント開催事業 

  〔事業内容〕 まちなかを活用したイベント（まちフェス）の開催 

     〔拡充内容〕 食を楽しめる環境の充実のための給排水設備を設置 

  〔開催場所〕 福井駅前電車通り 

（３）まちなか文化催事開催事業 

〔事業内容〕 中心市街地での文化・情報の集積と発信機能を活かした市民ステージ･

企画イベント等の開催 

  〔開催場所〕 響のホール 

（４）まちなか灯りイベント開催事業 

  〔事業内容〕 ライトアップやイルミネーションによる夜間のまちなか賑わい創出 

イベントの開催 

  〔予定場所〕 福井城址、西武福井店横アップルロード、中央公園ほか 

 

 

○新  ８ まちなか回遊研究事業 (都市整備室)              ３,３００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

1,485    1,815 

 

    中心市街地の低未利用地等を利活用して、まちなかの回遊性の向上を図るための研究や手法

の検討を進めます。 

【事業概要】 

     〔所 在 地〕 中央 1 丁目地係 

〔事業内容〕 （１）低未利用地利活用に関する大学との共同研究 

（２）回遊性向上のための歩行者用道路等の検討 
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９ 福井駅付近連続立体交差事業負担金 (駅周辺整備課)  ８０,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  76,000  4,000 

 

県都の玄関口にふさわしい活力と魅力あるまちづくりを推進するため、県が実施する連続立

体交差事業の事業費の一部を負担します。 

【事業概要】 
 〔事業内容〕 連続立体交差事業にかかる負担金 

       （えちぜん鉄道仮線工事、本体高架工事等） 

〔高架区間〕 えちぜん鉄道勝山永平寺線 延長約 2.3km 

          〃  三国芦原線  延長約 0.7km 

 

 

１０ 福井駅周辺土地区画整理事業(マ) (駅周辺整備課) ５６２,０００千円 

財源

内訳 

国 県 市債 その他 一般財源 

198,225 38,217 278,900 8,735 37,923 

 

    東西市街地の一体的な高度利用、都市機能の高度化を推進し、県都の玄関口にふさわしい活

力と個性的で魅力あふれるまちづくりを進めます。 

【事業概要】 

〔事業区域〕 中央 1 丁目､大手 1･2 丁目､手寄 1 丁目､日之出 1･2 丁目の各一部 

〔施行面積〕 約 16.6ha 

〔事業内容〕 ○新 （１）福井駅西口交通広場整備工事 
・広場造成、バス･タクシーシェルター整備等 
（平成 25～27 年度の継続費設定）〈2,080,000 千円〉 

（２）関連公共施設（道路、駅前広場等）の整備及び維持管理等 
 

 

１１ 地域コミュニティバス運行支援事業(マ) (地域交通課) ２４,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    24,000 

 

    交通空白地域等において地域特性にふさわしい交通サービスの確保を図るために、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】 

     〔対象地域〕 〈本格運行地域〉酒生地域、殿下地域 

〈試行運行地域〉鷹巣･棗地域、鶉･宮ノ下･大安寺地域、日新地域、 

        岡保地域 

〈平成 26 年度新規試行運行予定地域〉上文殊地域 

 

 

１２ 福井鉄道軌道区間整備事業 (新幹線推進室) ２９,７７０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    29,770 

 
    交通結節機能の強化と利用者の利便性向上を図るため、駅前線の西口交通広場への延伸や短

絡線整備のための設計を行います。 
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    【事業概要】 

     （１）福井鉄道駅前線整備事業 

〔事業内容〕 駅前線延伸詳細設計に対する補助 

      （２）福井鉄道短絡線整備事業 

〔事業内容〕 短絡線整備詳細設計に対する補助 

      （３）福井鉄道仮設電停設置事業 

〔事業内容〕 駅前電車通りでのイベント開催時の仮設電停設置委託、利用調査等 

 
 

１３ えちぜん鉄道・福井鉄道相互乗り入れ支援事業 (新幹線推進室) ２７１,３３４千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

34,000  144,200   93,134 

 
交通結節機能の強化と利用者の利便性向上を図るため、えちぜん鉄道と福井鉄道の相互乗り

入れに必要となる駅のホームや軌道の改良等について、県と共同で支援します。 

 

    【事業概要】 

     （１）えちぜん鉄道・福井鉄道相互乗り入れ支援事業 

       〔事業区間〕 えちぜん鉄道三国芦原線（田原町駅から鷲塚針原駅まで） 

              福井鉄道福武線（田原町駅から越前武生駅まで） 

       〔事業内容〕 鉄道事業者が行う駅のホーム、軌道の改良等に対する補助 

      （２）えちぜん鉄道・福井鉄道駅周辺整備事業 

〔事業内容〕 ①田原町駅周辺整備基本設計業務 

②駅周辺案内板設置に対する補助 

      （３）福井鉄道電停上屋整備事業 

〔事業内容〕 公園口電停の上屋整備に対する補助 

 

 

１４ 北陸新幹線建設整備事業 (新幹線推進室) ２０,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  18,000  2,000 

 
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の整備事業費の

一部を負担します。 

    【事業概要】 

     〔事業主体〕 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

     〔事業期間〕 平成 24 年度～37 年度 

     〔負担割合〕 国：総事業費の 2/3 負担（JR 貸付料控除後） 

            県：総事業費の 1/3 負担（JR 貸付料控除後） 

            市：県が負担する額の 10％負担 

     〔事業対象〕 九頭竜川橋りょう本体工事、調査設計等 
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政策２ 暮らしを支える社会基盤の整ったまちをつくる 

 

１５ 道路整備事業 (監理課、道路課) １,６３４,７０８千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

284,220 7,218 1,205,600  137,670 

 

安全で快適な生活道路環境を確保し、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        432,300 千円 

①道路補修事業                    

老朽化した舗装や防護柵等の補修 

②側溝改修事業                    

経年変化により劣化した側溝の敷設 
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 

   ⑤地中空洞調査事業         

公共施設（道路・公園）内の地中部における空洞調査 

（２）道路舗装事業 485,000 千円 

舗装新設、打換工事、舗装復旧等 （中央 3-675 号線ほか） 

（３）歩道整備（バリアフリー）事業 141,667 千円 

                  （単位：千円） 

区分 路線名 事業費 

補助 

豊島木田線 

93,667 
環状西線（社南） 

北部 2-110 号線 

環状西線（日新･春山） 

単独 中央 2-80 号線ほか 48,000 

計 141,667 

（４）道路橋りょう改築事業         575,741 千円 

   ①道路改築事業(マ) 547,264 千円 

幹線道路の新設改良、消雪施設整備、生活道路の拡幅 

    （単位：千円） 

区分 路線名 事業費 

補助 

南部2-408号線外1路線（道路拡幅）

401,700 

福井駅北通線（消雪） 

福井清水線（消雪） 

南部 1-835 号線外 2 路線（消雪） 

松岡菅谷線（道路拡幅） 

北部 1-65 号線（道路拡幅） 

単独 東部 2-431 号線ほか 145,564 

計 547,264 

②過疎対策事業 19,000 千円 

美山地区における道路や消雪設備等の整備   
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（単位：千円） 

路線名 事業費 

野波線（側溝改良） 

19,000 東天田線（消雪） 
上宇坂大谷線（消雪） 

③中部縦貫自動車道関連公共施設整備事業 4,436 千円 

〔事業内容〕中部縦貫自動車道周辺地域の道路整備および街路灯設置 

〔路 線 名〕東部 1-285 号線ほか（重立町地係） 

④橋りょう整備事業 5,041 千円 

〔事業内容〕県施工の底喰川改修に伴う橋りょう架替工事委託 

〔橋りょう名〕長左橋（文京 1 丁目地係） 

 
 

○新  １６ 道路付属物改修事業 (監理課) ２７,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

14,850  10,900  1,250 

 

安全かつ円滑な道路交通の確保を図り、通行者等の事故を未然に防止するため、市道に設置

されている老朽化した道路案内標識などの道路付属物の更新を行います。 

       〔事業内容〕 

内 容 箇所 事業費 

大型道路案内標識 8 

27,000 

高さ制限表示標識 3 

道路照明施設（橋りょう部） 6 基 

歩道照明施設（トンネル部） 41 基 

詳細設計 1 式 

 
 

１７ 河川・水路整備事業 (河川課) ２５４,７００千円 
財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

19,800 13,500 168,100  53,300 

 
    市民生活の治水安全度を高め、被害の少ない快適な都市環境を形成するため、河川と水路等

の整備と維持管理を行います。 
    【事業概要】 
     （１）河川水路整備事業 194,200 千円 

①河川整備事業         39 ヶ所  

老朽化した河川構造物の整備、狭さく部の改修等 

②水路整備事業         38 ヶ所 

老朽化した排水路の整備、狭さく部の改修等 

③浚渫工事           56 ヶ所  

河川、水路の定期的な浚渫 

④河川管理施設整備事業     7 ヶ所  

洪水調整施設や河川公園施設の維持補修 

     （２）馬渡川整備事業(マ) 41,300 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防止 

〔事業内容〕 橋梁詳細設計業務委託 

       用地建物補償 
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     （３）底喰川整備事業(マ) 19,200 千円 

        底喰川流域の市街化の進展に対応して河川改修・遊水地整備を行い、治水安全度

を向上させ、流域内の浸水被害を防止 

〔事業内容〕 遊水地地盤改良工、土質調査業務委託 

 

 

１８ 河川浸水対策事業(マ) (河川課) ２７３,８００千円 
財源

内訳 

国  市債  一般財源 

41,400  112,800  119,600 

 

    頻繁に浸水する区域の被害軽減を図るため、水路の新設や遊水池の整備を行います。 

    【事業概要】 

     （１）浸水対策事業          55,000 千円 

河川等の狭さく部の改修、護岸整備 

         〔事業箇所〕①つくし野排水２号 

               ②底喰川遊水池舗装 

               ③板垣川関連 

               ④九ケ江排水 

     （２）足羽川ダム建設促進事業     135,000 千円 

本市の治水安全度の向上につながる足羽川ダム建設を促進するため、ダム建設に

伴う集団移転先地の造成の実施 

       〔事業内容〕 用地買収、造成工事 

〔地  係〕 和田中町 

     （３）開発川流域浸水対策事業     83,800 千円 

開発川流域の浸水被害の軽減を図るための調整池整備 

         〔事業内容〕 調整池（掘込式）掘削工事、護岸工事 

         〔地  係〕 町屋 1 丁目（市車両センター内） 

 

 

１９ 都市公園バリアフリー化事業 (公園課) １７,２００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

8,550  7,700  950 

 
    高齢者、障害者を含め、誰もが快適に利用できるように都市公園のバリアフリー化を推進し

ます。 
    【事業概要】 
     〔整備内容〕 公園内通路及び広場の整備等 

〔対象公園〕 田原公園他 2 公園 
 

 

２０ 市内公園施設リニューアル事業 (公園課) ４５,４４０千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

18,450  16,100  10,890 

 
    誰もが安全で安心して利用できる公園を提供するため、老朽化した公園施設をリニューアル

します。 
    【事業概要】 
     〔整備内容〕 照明設備、ベンチ、遊具等の更新、長寿命化計画の策定 

〔対象公園〕 東山公園他 4 公園 
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○新  ２１ 東安居団地Ｃ棟整備事業(マ) (住宅政策課) ３２９,７６０千円 

〈１,２５０,０００千円〉 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

142,209  139,800  47,751 

 

    安全で安心な住環境を提供するため、老朽化した東安居団地の建て替えを行います。 

    【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 8 階建て 

 〔戸   数〕 72 戸 

        （平成 26 年度～27 年度の継続費設定） 

 

 

２２ 市営住宅ストック改善事業(マ) (住宅政策課) １３,６４０千円 

財源

内訳 

国  市債 使用料  

5,950  5,900 1,790  

 

    市営住宅へのエレベーターの設置等を行います。 

    【事業概要】 

 （１）エレベーター設置（新田塚団地）1 基 

 （２）耐震補強設計業務委託（社団地） 

 

 

２３ まちなか住まい支援事業 (住宅政策課) ２６,８００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

13,060    13,740 

 

    まちなか地区への居住の誘導を図るため、２世帯型戸建て住宅の建設に対する補助や、若

年・子育て世帯への家賃補助等を行います。 

〔事業内容〕                           （単位：千円） 

 補助メニュー 事業費 
 ① ２世帯型戸建て住宅建設補助 

25,400 

 ② 共同建て住宅建設補助 

 ③ 戸建て住宅リフォーム補助 

 ④ 共同住宅リフォーム補助 

 ⑤ 小規模集合住宅建設補助 

 ⑥ 職住近接住宅リフォーム補助 

 ⑦ 若年世帯・子育て世帯家賃補助 720 

 ⑧ まちなか住まいアドバイザー派遣等 680 

 

 

２４ 空き家ストック循環利用促進事業 (住宅政策課) ３,５００千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

1,500 100   1,900 

 

    空き家の循環利用を促進するため、リフォームに要する費用の一部を支援します。 

    【事業概要】 

     （１）空き家リフォーム支援事業 

        ・空き家のリフォームに要する経費の 1/5（上限 30 万円） 

     （２）空き家流通アドバイザー派遣事業 
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      ・空き家の所有者に対する専門家の派遣 

 
 

２５ 木造住宅耐震改修促進事業(マ) (建築指導課) １６,６００千円 
財源

内訳 

国 県   一般財源 

8,300 4,150   4,150 

   

    耐震診断で耐震性が劣ると判断された木造住宅について、改修工事に要する費用の一部を補

助します。 

〔補 助 額〕 全体改修：耐震改修工事に要する費用の 23％に 30 万円を加算した額 

            （上限 110 万円） 

       部分改修：耐震改修工事に要する費用の 23％（上限 30 万円） 

 

 

○新  ２６ 大規模建築物耐震診断促進事業 (建築指導課) ２２,８４１千円 
財源

内訳 

国 県   一般財源 

11,420 5,710   5,711 

   

    不特定多数の者及び避難弱者が利用する大規模建築物の耐震化の促進を図るため、耐震診断

に要する費用の一部を補助します。 

〔補 助 額〕 耐震診断に要する費用の 2/3 

〔補助対象〕 昭和 56 年以前建築の大規模建築物 

 

 

○新  ２７ 建築物耐震改修等事業 (建築指導課) ３,４００千円 
財源

内訳 

国    一般財源 

1,133    2,267 

   

    地震等の緊急時における避難経路等を確保することを目的に、緊急輸送道路沿いの建築物の

耐震化の促進を図るため、緊急輸送道路沿いの建築物の調査を行います。 

〔事業内容〕 緊急輸送道路沿道建築物調査業務委託 

 

 

２８ 土地区画整理事業 (区画整理課) １,２２６,９００千円 

財源

内訳 

国 市債 財産収入等 清算徴収金 一般財源 

255,600 352,100 571,830 8,170 39,200 

 

    良好な市街地の形成を図る土地区画整理事業を推進し、道路、公園、広場などの公共空間に

恵まれた、安全で快適な利便性の高い居住空間を創出します。 

    【事業概要】 

     （１）市場周辺土地区画整理事業 200,000 千円 

〔施行面積〕 191.9ｈａ 

〔施行期間〕 平成 8 年度～26 年度 

〔事業内容（平成 26 年度）〕  道路舗装修繕工事・換地整地工事等 

     （２）森田北東部土地区画整理事業 1,026,900 千円 

〔施行面積〕 240.4ha 

〔事業内容（平成 26 年度）〕 

・国庫補助関係事業（道路詳細設計、道路・函渠築造、移転補償等） 

・市単独事業（水路築造・電柱等移転補償・水道管布設・文化財発掘等）
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政策３ 生活排水による水質汚濁負荷の少ないまちをつくる 

 

２９ 下水道整備事業 (下水管理課)         ３,１２４,０１３千円 

財源

内訳 

国 県 企業債 その他 一般財源 

841,428 1,046 1,622,800 519,911 138,828 

 

    効率的な排水処理を進め、水質汚濁による環境負荷を軽減するため、公共下水道施設の整備

普及を図ります。 

    【事業概要】 

   （１）普及率          84.3％ 

   （２）処理人口     225,673 人 

   （３）年間処理水量  64,240,000 ㎥ 

   （４）一日平均処理水量 176,000 ㎥ 

     〔事業内容〕 

    ① 区画整理区域、麻生津、社西地区等の管渠整備 

   ② 西木田浸水対策工事等の雨水対策事業 

    ③ 管渠及び浄化センターの改築更新工事 

     〔経費内訳〕 

管渠建設費     2,386,542 千円 

流域下水道建設費    25,696 千円 

改良工事費      707,977 千円 

器具備品費       3,798 千円 

  計       3,124,013 千円 

 
 

３０ 合併処理浄化槽設置補助事業 (下水管理課) ７９,９７３千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

11,760 11,760   56,453 

 

    生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置に要する費用

に対して支援を行い、普及促進を図ります。 

    【事業概要】 

〔補助対象者〕 合併処理浄化槽区域（公共下水道計画、集落排水計画の区域外の区域）

において、合併処理浄化槽を設置する者 

〔補 助 率〕 〈国・県〉 各々設置基準額の 4/30(設置基準額×4/10×1/3） 

 〈 市 〉 設置基準額の 19/30(設置基準額×(4/10×1/3＋5/10)) 

〔到 達 目 標〕 平成 32 年度までに対象区域における浄化槽普及率 100％ 

〔対 象 基 数〕 設置申請基数見込 80 基 
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政策４ 環境にやさしい都市ガスを安全に安定供給するまちをつくる 

 

３１ 都市ガス需要開発事業 (企業局) ５１,６５３千円 
財源

内訳 
   その他 自己財源 

   13,758 37,895 

 
    環境にやさしい都市ガスの積極的なＰＲやガス機器の利便性・安全性の周知により、ガス需

要の拡大を図ります。 
    【事業概要】 

（１）ガス展やガス機器の特販セールの開催を通してガスの利便性・安全性を周知 
     （２）テレビ等のメディアを活用したガスのイメージアップＰＲ 

（３）ガス事業者やサブユーザーと連携した新たな需要の開発と広報活動の展開 
     （４）ガス利用機器導入に対する助成制度 
     （５）市有施設のガス空調機器整備 
 
 

３２ 都市ガス整備事業 (企業局) ４６４,０４６千円 
財源

内訳 

  企業債 その他 自己財源 

  430,000 20,639 13,407 

 

    耐震化事業として、経年管の布設替えや導管網の整備・改善を効率的かつ計画的に進め、ガ

スの安定供給と保安の確保に努めます。 

    【事業概要】 

 （１）供給戸数 25,368 戸 

 （２）年間供給量 19,412,000 ㎥ 

（３）１日平均供給量  53,183 ㎥ 

〔主な事業〕 

  ・強靭なライフラインの構築に向けたガス導管耐震化(経年管入替等) 

  ・安全・安心・安定のガス供給を維持するための供給設備整備 

  ・安定供給のための中圧導管整備 

  ・簡易ガス特定製造所屋根の改良等工事 

  ・製造設備の保安確保・災害対策のための設備更新 
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政策５ 安全でおいしい水を安定供給するまちをつくる 

 
３３ 上水道整備事業 (企業局) ２,５７２,０７８千円 

財源

内訳 

国  企業債 その他 自己財源 

10,800  1,200,000 485,540 875,738 

 
    福井市水道ビジョンの基本理念「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、基幹的な給配水施設の整備・耐震化を進めます。 

    【事業概要】 

 （１）給水栓数     101,943 栓 

 （２）年間配水量  35,026,000 ㎥ 

 （３）１日平均配水量   95,962 ㎥ 

〔主な事業〕 

① 水道施設の耐震化整備・拡充・更新 

② 老朽管の布設替整備の促進 

③ 公共事業関連の配水管整備の促進 

 

 

３４ 簡易水道整備事業 (簡易水道課) １３８,８００千円 
財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  130,500 4,256 4,044 

 

    水道未普及地区の整備および簡易水道の施設統合を行い、安定した飲料水の供給を図ります。 

    【事業概要】 

〔整備地区〕 上宇坂第二地区（品ケ瀬町、朝谷町、椙谷町、美山町、境寺町） 

〔事業内容〕 配水管布設工事、舗装工事、椙谷浄水場外構工事ほか 
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基本目標２ みんなでつくる住みよいまち 
 

政策６ ともに責任を担う協働のまちをつくる 

 

３５ 地域の誇り推進事業(マ) (市民協働・国際課） ５０,３５６千円 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  2,300 44,449 3,607 

 

    地区住民が主体的に実施する、地域の特色と知恵を活かしたまちづくり活動を支援します。

連携・協働のまちづくりを一層推進するとともに、地域の課題解決や活性化につなげる力「住

民自治力」の向上を図ります。 

    【事業概要】 

（１）まちづくり推進助成事業 

・地域の誇り推進事業 

プラン 対 象 内  容 助 成 額 

地区基本 
まちづくり組織

（1地区1組織）

①地域の魅力を活かしたまち

づくり事業 

（歴史・文化・自然・環境・

特産品など） 

②市外まちづくり団体や地域

住民との交流・情報発信事

業 

③ＮＰＯや学生と協働提案す

るまちづくり事業 

1,100 千円未満の補

助対象経費の 2/3 

上限   700 千円

1,600 千円未満の補

助対象経費の 2/3 

上限 1,000 千円

1,600 千円以上の補

助対象経費の 2/3 

上限 1,400 千円

地区連携 

2 地区以上で構

成するまちづく

り連携組織 

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 2/3 

上限  

1 事業につき 

 200 千円×地区数 

（２）まちづくり活性化支援事業 

①まちづくり成果発表会（20 周年記念大会） 

  「住民主体のまちづくり」が 20 周年を迎えることから、特別講演や表彰等を

行う記念大会の開催 

②学まち交歓会 

  地区まちづくり組織と学生が交流する機会の提供 
③まちづくりお助け隊活用事業 
  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、要望に応じて依頼地区に派遣 
         ④まちづくり講習会 
           イベント実施の手順、特産品づくりの方法、ＩＴスキルなど、まちづくりに

関するスキルアップをめざす講習会の開催 
 
 

○新  ３６ あかりサミット開催事業 (市民協働・国際課） ３,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    3,000 

 

    「全国あかりサミット」を福井市で開催し、「あかり」をテーマにしたまちづくりについて、
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情報交換や連携を深めます。 

    【事業概要】 

〔事業内容〕 全国のまちづくりに取り組んでいる団体による情報交換会等 

〔テ ー マ〕 「あかり」 

〔事業主体〕 全国あかりサミット in 福井実行委員会 

〔期  日〕 平成 26 年 8 月 23、24 日 

〔会  場〕 国際交流会館・朝倉氏遺跡 

〔構成内容〕 総会、シンポジウム、全国あかり展 

 

 

○拡  ３７ ボランティア活動支援事業(マ) (市民協働・国際課） ３,３６５千円 
財源

内訳 

   その他 一般財源 

   185 3,180 

 

    総合ボランティアセンターの平成 28 年度運営開始に向け、準備検討部会等を設置し、体制を

整備します。また、災害ボランティアに対する訓練等を実施し、支援体制を強化します。 

    【事業概要】 

（１）ボランティア総合情報提供システム事業 

         ボランティア情報を収集、データベース化しウェブ上に公開し、広く市民が活用

できるシステムを構築します。 

     （２）ボランティアコーディネーター養成事業 

         ボランティアコーディネーション実地研修やボランティアコーディネーター養成

講座に職員を派遣します。 

（３）災害ボランティアセンター連絡会運営事業 

    福井市災害ボランティアセンター連絡会の運営、災害ボランティアセンター設置

訓練を行います。 

○新 （４）総合ボランティアセンター運営準備検討会事業 

総合ボランティアセンターをより機能的に活用できる機関とするため、準備検討

部会や庁内関係連絡部会を開催します。 

 
 

○新  ３８ 地域おこし協力隊事業 (行政管理室) ３,１００千円 
財源

内訳 

 県   一般財源 

 1,426   1,674 

 
    都市部の若者を公募により地域おこし協力隊員として委嘱し、中山間地域におけるまちづく

りの活性化や定住促進を図ります。 
    【事業概要】 

〔実施地区〕 越廼地区 
 〔活動内容〕  
  （１）地区コミュニティの維持活性化に係る支援 

（２）都市住民に対する地区や地場産品等のＰＲ活動 
（３）地区のイベントや公民活動などに対する支援 
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政策７ 誰もが尊重される住みよいまちをつくる 

 
３９ 国際化推進事業(マ) (市民協働・国際課) ２０,１１２千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   20,112  

 

    市民の国際感覚の醸成を促進するため、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ます。 

    【事業概要】 

 （１）ジュニア大使派遣・受入（海外姉妹友好都市） 

 （２）中国杭州市友好都市提携 25 周年記念事業（代表者相互派遣） 

 （３）福井市国際文化交流大使活用事業  

（小学校 3、4 年生の国際理解教育、里親プログラム、情報発信等） 

 （４）姉妹友好都市等人材活用事業（水原市行政職員受入） 

 

 

４０ 多文化共生事業(マ) (市民協働・国際課) ５,２０４千円 
財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 111  689 4,404 

   
    外国人市民を含めたすべての市民が、共に安心して暮らせる地域づくりを実現するため、多

文化共生を推進する各事業を実施します。また、福井市多文化共生推進プランの進捗状況評価

と改定を実施します。 

    【事業概要】 

 （１）行政通訳員の配置（中国語、英語、ポルトガル語） 

 （２）日本語交流事業・市民対象多文化共生研修会等 

 （３）福井市多文化共生推進プランの進捗状況評価及び改定 

 

 

４１ 消費者教育・啓発事業 (市民協働・国際課) ４,７４５千円 
財源

内訳 

国 県  その他 一般財源 

 2,950  176 1,619 

 

    自立した消費者の育成を図るため、さまざまな消費生活問題の情報をわかりやすく発信し

ます。 
    【事業概要】 

     （１）消費者行政活性化事業 

        ①寸劇を利用した消費者への啓発 

        ②消費者の知識向上のための講演会開催 

        ③消費者被害を未然に防ぐための啓発活動 

     （２）消費者啓発事業 

        消費者にさまざまな消費生活の情報を提供し、自立した消費者の育成を図るため、

街頭啓発や「福井市消費者まつり」を開催します。 

     （３）消費者教育事業 

        金融をはじめ消費生活に関する教室や子ども向けの消費者教室を開催します。 

        ①くらしの講座 

        〔テーマ〕「家庭と家計のエコライフ化」、「ライフプランの知識」 

             「税金と社会保険の基礎知識」、「自然災害と損害保険」 等 

        ②子ども消費者教室 
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        〔テーマ〕「クイズで遊ぶ賢いお金の使い方」、「買い物ゲーム」 等 

 
 

４２ 共同参画推進講座等開催事業 (男女共同参画・少子化対策室) ７８６千円 
財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 30  120 636 

 

    男女共同参画意識の啓発を図るため、各種講座等を開催し、男女共同参画について考える

機会を提供します。 
    【事業概要】 

（１） 各種講座の開催 

男女共同参画講演会、ワークライフバランス関連講座等の開催 

（２） 市民企画講座の支援 

市民団体が企画する講座に対し支援 
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政策８ 環境にやさしい持続可能なまちをつくる 

 

４３ 新エネルギー推進事業(マ) (環境課) ９,１６０千円 
財源

内訳 

   その他 一般財源 

   1,914 7,246 

 
    新エネルギーを有効に活用して温室効果ガスを軽減するため、個人住宅における太陽光発

電等の普及を促進します。 
    【事業概要】 

     ・新エネルギー導入補助事業 

       太陽光発電設備または太陽熱温水器の設置に対する助成 

       〔事業内容〕 

① 太陽光発電設備 1kW 当たり 8 千円（上限 4kW） 

② 太陽熱温水器  設備の購入・設置費用の 1/5（上限 20 千円） 

 

 

○新  ４４ 緑のクールシティ推進事業(マ) (環境課) １,６００千円 
財源

内訳 

国   その他  

720   880  

 
    民間施設におけるエネルギー消費とそれに伴うＣＯ２排出削減、さらに植物のＣＯ２吸収

による地球温暖化防止を図るため、中心市街地における建築物の緑化等を助成します。 
    【事業概要】 

     〔事業内容〕 ビル等の熱環境改善対策に対する助成 

     〔助成対象〕 ①建築物の屋上や壁面の緑化 

②遮熱塗装 

     〔補助金額〕 ①対象経費の 1/2（上限 500 千円） 

②対象経費の 1/5（上限 200 千円） 

 

 

４５ 環境フェア開催事業 (環境課) １,８００千円 
財源

内訳 

   その他 一般財源 

   1,000 800 

 
    福井市の環境施策への取組みを市民にわかりやすくＰＲするために、環境フェアを開催し

ます。 
    【事業概要】 

〔開 催 日〕 平成 26 年 10 月 11 日 

〔開催場所〕 福井新聞社 風の森ホール 

〔テ ー マ〕 「環境にやさしい持続可能なまち」 

〔開催内容（予定）〕 

①省エネ技術再生可能エネルギーの紹介や体験 

②電気自動車、電動自転車の試乗体験 

③家庭ごみを使った親子工作教室 

④雑木林や竹林の保全と活用方法の紹介や体験 
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４６ ごみ焼却施設改修事業 (クリーンセンター) １,０００,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

300,000  695,000  5,000 

 

    老朽化がみられる施設の機能を確保し、安定した運営を維持するため、ごみ焼却施設の設備･

機器の大規模な改良工事を行います。 

    【事業概要】 

（１）基幹的設備改良工事 

（２）基幹的設備改良工事施工監理業務 

（３）基幹的設備改良工事現地調査事務費 
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政策９ すべての市民が健康で生きがいをもち長生きできるまちをつくる 

 
４７ 子ども医療費助成事業(マ) (子ども福祉課) ７８６,０００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 297,700   488,300 

 
    中学 3 年生までの子どもの医療費を助成し、安心して子どもを産み育てられる環境の充実

を図ります。 

    【事業概要】 

     〔事 業 費〕 医療費助成金    728,695 千円 

            事務費        57,305 千円 

     〔制度概要〕 （１）対象者 

              0 歳から小学 3 年生までの子ども（県補助事業） 

              小学 4 年生から中学 3 年生までの子ども（市単独事業） 

            （２）助成額 

              保護者が負担した子どもの医療費に対して助成 

              ただし、小中学生には、１医療機関（科）ごとに、 

              入院 500 円×日数（上限 4,000 円/月）、通院 500 円/月の自己負担あり 

 

 

○新  ４８ 子ども・子育て支援事業計画策定事業 (子育て支援室) ２,２１７千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    2,217 

 

    子ども・子育て支援法第 61 条に基づき、本市における子ども・子育て支援に関する総合的な

計画を策定します。 

【事業概要】 

     〔計画期間〕 平成 27 年度～31 年度 

     〔計画内容〕 国の基本指針に基づき、教育や保育、地域子ども・子育て支援事業の提供

体制を確保するための計画 

     〔作業内容〕 子ども・子育て審議会の開催、計画内容の検討、計画書作成 

 

 

○拡  ４９ すみずみ子育てサポート事業 (子育て支援室) ５８,０００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 27,045   30,955 

 

    就職活動、疾病及び冠婚葬祭などの社会的に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します。 

【事業概要】 

     〔事業内容〕 一時的保育、保育所等への送迎、家事代行などの支援 

     〔支援施設〕 市内 9 施設（新規 1 施設） 

            （ひだまりの家、の～び･のび、ハーツキッズ等） 
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５０ 地域子育て支援拠点事業 (子育て支援室) ４７,２６０千円 

財源

内訳 

県 一般財源 

32,770 14,490 

 家庭や地域の子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、

地域子育て支援拠点を設置し、地域における子育て支援機能の充実を図ります。 

【事業概要】 

〔事業内容〕 ①子育て親子の交流の場の提供と交流 

②子育て等に関する相談、援助の実施

③地域子育て関連情報の提供

④子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施

〔支援施設〕 市内 11 施設 

（あ･の･ね、赤とんぼ、ハーツキッズ、ぱんだルーム等） 

５１ 公立保育園耐震補強・改修事業(マ) (子育て支援室) ２７,０００千円 

財源

内訳 

国 市債 一般財源 

3,166 19,700 4,134 

耐震診断でＣ判定の西部保育園の耐震補強・改修工事を行います。 

【事業概要】 

〔工事内容〕 耐震補強工事、内部改修工事 

〔代替措置〕 東部保育園で保育を実施 

○新  ５２ 公立保育園遊戯室空調設備設置事業 (子育て支援室) ６４,８００千円

財源

内訳 

市債 その他 

51,800 13,000 

 夏季において子どもたちの保育に適した良好な環境を確保するため、空調設備のない公立保

育園の遊戯室にエアコンを設置します。 

【事業概要】 

〔事業内容〕 公立保育園遊戯室へのエアコン設置 

〔設置施設〕 公立保育園 20 か所 子育て支援センター1 か所 

〔供用開始〕 平成 27 年 7 月 

○拡  ５３ 私立保育所等施設整備補助事業(マ) (子育て支援室) ６５０,０００千円

財源

内訳 

県 市債 その他 

530,000 96,000 24,000 

人口増加により恒常的に定員超過となっている地区（重点整備地区）に、私立保育園等を創

設します。また老朽化により保育環境の改善が必要な私立保育園の改築、大規模修繕に対して

支援します。 

 【事業概要】 

〔対象施設〕○拡 創 設（重点整備地区） 私立保育園 4 か所（森田、中藤、明新） 

   改 築  私立保育園  2 か所 

   大規模修繕  私立保育園  1 か所 
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５４ 健康診査・がん検診事業 (保健センター) ２４７,８３９千円 

財源

内訳 

国 県 その他 一般財源 

8,740 31,598 62,083 145,418 

 市民の健康の保持増進を図り、自主的な健康づくりを支援するため、健康診査、がん検診を

実施します。 

 【事業概要】 

（１）健康診査（39 歳以下、後期高齢者、生活保護受給者） 

（２）肝炎ウィルス検診 

（３）骨粗鬆症検診 

（４）歯周疾患検診 

（５）がん検診(マ) 

胃がん、肺がん（Ｘ線、喀痰）、前立腺がん、子宮頸がん、乳がん、大腸がん 

５５ 国民健康保険事業 (保険年金課) ２５,８６１,０００千円 

財源

内訳 

国 県 国保税 その他 一般財源 

5,547,260 1,138,351 6,067,551 11,434,838 1,673,000 

 国民健康保険被保険者に対し、特定健診や人間ドックの受診助成等による健康増進を図る

とともに、保険税軽減世帯を拡大し経済的負担を軽減します。また、国民健康保険を健全に

運営するため、税率を改定し財政の健全化を図ります。 

 【事業概要】 

〔受診見込〕 人間ドック 約 1,400 人 

脳ドック 約 160 人 

特定健診 約 10,000 人 

〔税改定の内容〕 一人当たり 約 6,200 円増 

 総額  約 3 億 3 千万円増 

税区分 現行 改定後 現行比 

医療保険分 
所得割 6.9％ 7.1％ ＋0.2％ 

資産割 7.9％ 4.9％ －3.0％ 

後期高齢者支援金等分 所得割 2.1％ 3.6％ ＋1.5％ 

〔法定外の一般会計繰入金〕 3 億 5 千万円 

  〔予算概要〕  （単位：千円） 

歳 入 歳 出 

 国民健康保険税 6,067,551  総務費 288,665

 国庫支出金 5,547,260  保険給付費 17,651,769

 県支出金 1,138,351  共同事業拠出金 3,024,478

 一般会計繰入金 1,673,001  保健事業費 181,869

 共同事業交付金 3,004,314  介護納付金 1,319,519

 療養給付費交付金 2,141,093  後期高齢者支援金 3,073,516

 前期高齢者交付金 6,218,387  前期高齢者納付金 2,832

 その他 71,043  その他 318,352

計 25,861,000 計 25,861,000
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５６ 障害福祉サービス事業 (障害福祉課) ４,４２０,０００千円 
財源

内訳 

国 県   一般財源 

2,210,000 1,105,000   1,105,000 

 

    障害者の自立と社会参加の促進のため、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく各障害

福祉サービス費用を負担します。 

【事業概要】 

     〔対 象 者〕身体、知的、精神に障害をもつ者 

     〔月平均利用者数〕2,743 人（平成 26 年度見込） 

     〔サービスの種類〕 

（１）訪問系サービス：在宅時や外出時にヘルパーを利用するサービス 

（２）日中活動系サービス：入所施設などで昼間の活動を支援するサービス 

（３）居住系サービス：入所施設で住まいの場におけるサービス 

（４）児童通所系サービス：障害児を対象とした通所による支援サービス 

 

 

５７ 重度障害者（児）医療費助成事業 (障害福祉課) １,１００,０００千円 
財源

内訳 

 県   一般財源 

 519,457   580,543 

  
    重度障害者の健康維持と経済的負担を軽減するために、保険診療医療費の自己負担額を助

成します。 
    【事業概要】 

     〔対 象 者〕 身体、知的、精神に重度障害をもつ者 

             ・身体障害者：1～3 級 

             ・知的障害者：A1、A2、B1、B2 

             ・精神障害者：1、2 級かつ自立支援医療受給者 

     〔対象者数〕 9,045 人（平成 26 年度見込） 

             ・身体障害者：7,117 人 

             ・知的障害者：1,043 人 

             ・精神障害者： 885 人 

 

 

○新  ５８ 認知症対策事業 (介護保険課、長寿福祉課、保健センター) １４,６６９千円 
財源

内訳 

国 県 介護保険料 支払基金 一般財源 

5,464 2,731 3,081 660 2,733 

 
    認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するために、早期の段階から適切な診断と対

応、認知症に関する正しい知識と理解に基づく本人や家族への支援体制の確立を図ります。 

    【事業概要】 

（１）福井市認知症施策検討委員会設置事業 

福井市の認知症施策の検討、ネットワークづくり、事業の進捗管理 

（２）介護者等支援事業（認知症理解普及促進事業） 

①認知症理解普及促進事業 

認知症の正しい知識の啓発のための認知症サポーター養成講座の開催 

②認知症サポーター活動支援事業 

認知症サポーターまたはキャラバン・メイトが行う認知症の早期発見や予防、

認知症の本人や家族を支える活動に対する支援 

（３）認知症検診事業 
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認知機能低下の疑いのある高齢者に対し、二次検診の受診を促し認知症の発症及

び重症化の防止 

（４）認知症初期集中支援チーム設置事業 

高齢者宅を訪問し、認知症患者を早期発見し医療機関等につなぎ、認知症の早期

対応を図るための医師、医療系職員、介護系職員で構成する「認知症初期集中支援

チーム」の設置 

（５）認知症カフェ設置事業 

 

○新  ５９ 在宅医療・介護連携推進事業 (介護保険課) １,９７４千円 
財源

内訳 

 県    

 1,974    

 
    要介護状態となっても、住み慣れた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続できる

よう、医療、介護分野をはじめとする関係者が連携した地域包括ケア体制の構築を図ります。 
    【事業概要】 

（１）福井市在宅医療・介護連携検討協議会（仮称）の設置 
（２）顔の見える多職種連携会議の開催 
（３）介護支援専門員等を対象にした在宅医療サポート研修会の実施 
（４）地域住民を対象にした在宅ケアに関する知識普及を目的とした講習会の開催 
（５）在宅医療と介護サービスを一体的に紹介するパンフレットの作成 
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政策 10 事故・災害などに強い安全・安心なまちをつくる 

 
６０ 消防団地区分団詰所整備事業(マ) (消防総務課) ６５,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  59,500  5,500 

  

    市民が安全かつ安心に暮らすことができるよう、分団本部詰所等を整備します。 

    【事業概要】 

     〔整備地区〕 ①分団詰所  清明地区  清明小学校敷地内 

                   足羽地区  競輪場南側駐車場敷地内 

                   明新地区  明新小学校敷地内 

            ②車 庫   国見地区  国見分遣所敷地内 

〔整備施設〕 ①分団詰所  鉄骨造 2 階建 約 83 ㎡ 

            ②車 庫   軽量鉄骨造  約 20 ㎡ 

             ※車両（軽デッキバン消防車）は消防車両整備事業で整備 

 
 

○新  ６１ 新分署・地域ふれあい広場整備事業 (消防総務課) １１,２００千円 
財源

内訳 

  市債  一般財源 

  9,200  2,000 

  

    中央卸売市場北側に、消防分署及び防災機能を有する地域ふれあい広場を整備します。 

    【事業概要】 

     〔全体整備内容〕 

         ①消防分署（鉄骨造 2 階建） 

         ②地域ふれあい広場（ヘリポート、防災倉庫他） 

     〔事業内容〕 

         基本計画、地質調査、実施設計（消防分署） 

 
 

６２ 消防車両整備事業 (救急救助課) １１０,０００千円 
財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

10,427 54,970 42,000  2,603 

 

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

な現場活動を行うため、消防車両を整備します。 

    【事業概要】 

     〔整備内容〕 ①消防ポンプ自動車      1 台 

            ②災害対応特殊泡原液搬送車  1 台 

            ③高規格救急車        1 台 

            ④軽デッキバン消防車     6 台 

 
 

○新  ６３ 消防救急デジタル無線整備事業(マ) (管制課) ３４１,５００千円 

〈８４０,０００千円〉 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  335,200  6,300 

 

    電波法関係審査基準の改正に伴い、現在、災害現場で使用している消防救急アナログ無線を
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デジタル方式へ移行整備します。 

 【事業概要】 

〔整備基地局〕 福井市消防局、国見岳中継局、臨海中継局、越廼中継局、美山中継局 

大平山中継局、剣ヶ岳中継局、中手中継局、千合中継局 

［整備内容］ ①消防救急デジタル無線基地局整備工事

②携帯無線機、受令機、可搬型移動無線機購入

（平成 26 年度～27 年度の継続費設定） 〈840,000 千円〉 

（平成 27 年度の債務負担行為）    《 34,845 千円》 

○新  ６４ 防災情報システム整備事業 (危機管理室） ５０,１５５千円 

〈１６７,０００千円〉 

財源

内訳

市債 一般財源

46,500 3,655 

国見岳中継局通信鉄塔の建替えを行うなど、災害時の情報伝達手段を確保します。

【事業概要】

（１）国見岳中継局整備

〔所 在 地〕 上一光町地係  

〔施設概要〕 通信鉄塔 H=約 20ｍ 全体重量:約 25ｔ 

〔事業内容〕 国見岳中継局通信鉄塔の建替え 

（平成 26 年度～28 年度の継続費設定） 

（２）戸別受信機設置 

○新  ６５ 町名・街区表示板等整備事業 (行政管理室、危機管理室、市民課) 
３４,８００千円 

財源

内訳

一般財源

34,800 

町名表示板等に避難場所を示す地図を記載するなど、防災機能が追加されたデザインに変更

するとともに、新たに準街区表示板を設置し、わかりやすい町名の表示と防災機能の強化を図

ります。

【事業概要】

〔整備内訳〕 

区分 設置場所 整備予定期間 

街区表示板 更新 住居表示実施区域 

平成 26 年度～29 年度 準街区表示板 新設 区画整理実施区域 

町名表示板 更新 上記区域以外 

公園表示板 更新 公園入口 平成 26 年度～33 年度 

６６ 防犯灯設置補助事業（マ） (行政管理室) ４２,０００千円

財源

内訳

市債 その他 一般財源

1,000 38,300 2,700 

自治会が管理する防犯灯のＬＥＤ（発光ダイオード）化を推進し、電力消費量の抑制による

環境負荷の軽減を図ります。

【事業概要】

〔補 助 額〕 1 基あたり 10,000 円
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〔補助件数〕 4,200 件 
 

 

６７ 交通安全施設改良事業 (交通安全課） ７２,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  64,800  7,200 

 

    幅員の狭小な踏切道の拡幅を行うことで、通行者の安全を確保します。 

    【事業概要】 

〔実施場所〕 下荒井踏切道 

〔事業期間〕 平成 25 年度～26 年度 

〔事業内容〕 ・踏切道拡幅工事 

       ・踏切道保安設備工事 

       ・測量・設計業務 

 
 

○新  ６８ 市庁舎別館耐震改修事業 (財産活用課)   ５７,３２２千円 

《５,７００千円》 

財源

内訳 

国    一般財源 

16,000    41,322 

 

    市庁舎別館の耐震補強を行うとともに大規模改修による建物の長寿命化を図ります。 

    【事業概要】 

     〔施設概要〕 昭和 37 年竣工  延床面積 6,060 ㎡ 

     〔事業期間〕 平成 26 年度～29 年度 

     〔事業内容〕 耐震改修事業プロポーザル、発注者支援業務委託 等 

             （平成 27 年度の債務負担行為設定） 

 

 

○新  ６９ 大手駐車場耐震補強事業 (地域交通課) １３１,５８０千円 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  130,300 1,037 243 

 
大手駐車場の耐震補強工事及び老朽箇所・設備等の改修を行い、安全かつ快適に利用できる

施設環境を維持します。 

    【事業概要】 

     〔対象施設〕 大手駐車場旧館（2 階 3 層） 

     〔収容台数〕 161 台 

     〔供用開始〕 昭和 52 年 
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基本目標３ みんなが生き生きと働くまち 
 

政策 11 活力と魅力あふれる商工業のまちをつくる 

 

７０ 企業立地支援事業(マ) (p.39 商工振興課) ６１６,３８５千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  65,700  550,685 

 

    市内への企業誘致や生産規模の拡大等を促進するため、企業立地や雇用に対して助成します。 

    【事業概要】                  

（１）企業立地助成金        3 社 

    企業立地の際の新たな設備投資等に対して助成 

（２）雇用奨励助成金        5 社 

    企業立地の際の新規雇用に対して助成 

（３）空き工場等活用助成金       5 社 

    空き工場等を再利用した際の設備投資等に対して助成 

○新 （４）企業立地関連道路整備事業     1 社 

   ・企業立地に係る道路整備事業助成金 

 ・企業立地予定地周辺の市道整備 

 

 

７１ 企業誘致戦略調査事業 (商工振興課) ５,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    5,000 

 

    新たな産業団地の開発に向けて、企業立地意向調査や開発手法等の技術的な検討などを行い

ます。 
    【事業概要】 

（１）企業立地意向の把握、開発手法の検討等 

（２）学識経験者、経済界等による協議会の開催 

 

 

○新  ７２ デザイン・品質向上支援事業 (商工振興課) １,２５０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,250 

 

    市内の中小企業者・小規模事業者等が行うモンドセレクション、グッドデザイン賞等の権威

ある認証機関への商品の出品に対して助成します。 
    【事業概要】 

〔対象者〕 市内中小企業・小規模事業者またはそのグループ 

     〔補助率〕 1/2 以内 

 

 

○拡  ７３ 新市場開拓支援事業 (商工振興課) １０,０００千円 

財源

内訳 

   その他  

   10,000  

 

    市内の中小企業・小規模事業者等が行う商談目的の県外または海外における展示会への出展
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等に対して助成します。 
    【事業概要】 

（１）一般展示会 

    これまでの年 1 回募集から前期、後期の 2 回募集に拡大 

〔対象者〕 市内中小企業・小規模事業者 

〔補助率〕 1/2 以内 

〔限度額〕 県外 300 千円 

      海外 500 千円 

     （２）グループ展示会 

〔対象者〕 出展企業のうち３社以上が市内中小企業・小規模事業者で構成され

るグループ 

〔補助率〕 1/2 以内 

         〔限度額〕 1,000 千円 

 

 
７４ マーケット開発支援事業(マ) (商工振興課) ３９,０６２千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   30,000 9,062 

 

    市内の中小企業・小規模事業者等が行う特色ある新技術・新製品の開発や新たな販路の開拓、

生産拡大や省エネのための設備の導入、企業の成長を支える人材の育成等に対して助成します。 
    【事業概要】 

     （１）ものづくり支援補助金 

新技術・新製品の開発や、付加価値を高めた新商品の開発に対して助成 

〔対象者〕 市内中小企業・小規模事業者またはそのグループ・市内中小企業者 

      団体 

〔補助率〕 1/2 以内 

         〔対象事業〕 

①新技術、新製品の開発 

           ②高感度商品の開発 

     （２）中小企業団体販路開拓補助金 

中小企業団体が独自に開催する展示会等や販路開拓事業に対して助成 

〔要 件〕 出展企業のうち 1/2 以上または 10 社以上が市内企業 

         〔補助率〕 1/2 以内 

（３）中小企業団体人材育成補助金 

中小企業団体が独自に開催する研修会等や人材育成事業に対して助成 

〔要 件〕 参加企業のうち 1/2 以上または 10 社以上が市内企業 

         〔補助率〕 1/2 以内 

（４）小規模事業者人材育成補助金 

公的機関等が主催する研修の受講に対して助成 

〔対象者〕 小規模事業者（従業員数 20 人以下） 

〔補助率〕 1/2 以内 

     （５）中小企業者等生産拡大・効率化設備投資補助金 

           生産拡大や効率化、新たな生産方法の導入に必要な設備の設置に対して助成 

         〔対象者〕 市内で製造業を営む中小企業・小規模事業者またはそのグループ 

         〔要 件〕 補助対象経費が 300 万円以上の設備導入 

         〔補助率〕 1/5 以内 
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（６）省エネ設備投資促進補助金 

温室効果ガス削減効果の高い設備の導入に対して助成 

〔対象者〕 市内中小企業・小規模事業者またはそのグループ 

〔要 件〕 補助対象経費が 100 万円以上の設備導入 

〔補助率〕 1/5 以内 

７５ 起業家支援事業(マ) (商工振興課) １３,８７０千円 

財源

内訳 

一般財源

13,870 

起業家支援を一体的に展開するなど、新規開業を促進するために、総合的な支援体制を構築

します。

 【事業概要】 

（１）起業家支援セットメニュー補助金 

中小企業診断士による無料相談、初期投資（事業所家賃、改修工事、広告宣伝等）、

生活拠点（ＵＩＪターンによる起業の場合）に対して助成 

〔対象者〕 市内で事業所を設置しようとする起業家 

〔補助率〕 1/2 以内 

（２）起業家交流会の開催 

起業家及び起業を目指す方を対象に起業や経営をテーマとした交流会を開催 

（３）女性起業家団体支援補助金 

市内に活動拠点を有し、構成員の 2/3 以上が女性である起業家団体が実施する交

流会事業等に対して助成 

〔補助率〕 1/2 以内 

（４）ビジネスプランコンテスト開催事業 

 ビジネスプランコンテストの開催を通じて、有望なビジネスプランをバックアッ

プする事業に助成 

７６ 地域産品販路拡大促進事業(マ) (商工振興課) ２,２８３千円 

財源

内訳 

一般財源

2,283 

市内の中小企業・小規模事業者が、県内・市内産の農林水産物を活用して開発した加工品（ふ

くいの恵み）を認定することにより、商品の販売環境を整え、販路開拓を支援します。

 【事業概要】 

（１）「ふくいの恵み」認定事業 

 認定品の見直し、専門家による技術指導等 

（２）物産展等への出展 

認定された加工品等を市内・県外の物産展等に積極的に出展 

○拡  ７７ 制度融資事業 (商工振興課) １,７４２,５７７千円 

財源

内訳 

諸収入 一般財源 

1,660,577 82,000 

 市内の中小企業・小規模事業者の経営基盤の安定と発展のため、金融機関と連携して制度融

資を行います。また、制度融資保証料及び利子の補給について、消費税率の引き上げによる事
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業者の設備投資意欲低下、資金繰り悪化を防止するため、平成 26 年度及び 27 年度の 2 年間の

限定で、小規模企業者サポート資金、マーケット戦略資金、マル経資金に係る補助内容等を拡

充します。 

【事業概要】 

（１）制度融資預託金              1,654,577 千円 

資 金 名
預託額 

（千円）
備  考 

中小企業育成資金 46,358 一般資金分 

小規模企業者サポート資金 733,394 小規模企業者の支援 

社会貢献サポート資金 30,648 社会貢献に取り組む企業の支援 

組合事業振興資金 150 組合組織の強化、転貸資金 

経営安定借換資金 279,718 資金繰り改善のための借換 

創エネ・省エネ等促進資金 36,900 エネルギー設備導入 

マーケット戦略資金 300,407 新製品・新技術開発等、販路開拓支援 

企業立地促進資金 98,036 工場の新設、増設、移転等 

創業支援資金 123,670 新規創業 

その他の資金 5,226

合 計 1,654,577

（２）制度融資保証料補給および利子補給金  88,000 千円 

①小規模企業者サポート資金

設備投資に係る融資期間を 5 年から 7 年に延長 

②マーケット戦略資金

利子補給率を 1/2 から 3/4 に変更し、実質金利の引き下げを図る 

③マル経資金

融資上限額が 15,000 千円から 20,000 千円への引き上げに対応した利子補給 

７８ 若年者正規雇用奨励金事業 (労政課) ７,９２０千円 

財源

内訳 

一般財源 

7,920 

 職業経験の浅い若年求職者や非正規労働者を、国のトライアル雇用から引き続き正規雇用へ

移行させた中小企業に対し奨励金を支給することで、正規雇用化を促進し、市民の雇用の安定

を図ります。

 【事業概要】 

〔支給対象企業〕・市内に事業所等をもつ中小企業であること 

・国のトライアル雇用から引き続き、対象労働者を 6 ヶ月以上正規雇用

していること 

〔対象労働者〕 ・福井市の住民基本台帳に記載されている者 

・国のトライアル雇用開始時に 45 歳未満の者 

〔奨励金の額〕 事業者に対し対象労働者一人につき 12 万円 
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政策 12 福井の魅力を発信する観光のまちをつくる 

○新  ７９ まごころ笑顔おもてなし事業 (観光推進課) ４,０００千円 

財源

内訳 

一般財源

4,000 

福井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」の醸成を図ります。 

【事業概要】 

（１）観光まごころ市民運動推進事業 

「おもてなし」の醸成、観光関連事業者等の資質向上など、観光客を温かく親切に

迎える「観光まごころ市民運動」を市民総ぐるみで進める。 

①観光まごころ市民運動推進大会の開催

観光まごころ市民運動の気運醸成や啓発等を進めるため市民大会を開催 

②おもてなし講習会の開催

観光関連事業者を対象に、おもてなしの心を醸成するための講習会を開催 

③観光まごころ体験便りの募集

今後の観光のまちづくりの参考とするための観光客の体験談を募集 

④観光まごころ市民運動表彰制度の創設

（２）「福井観光もてなし隊」育成事業 

市職員の研修に観光のカリキュラムを加えるとともに、市職員による「福井観光

もてなし隊」が出向宣伝に同行し、観光ＰＲを行うことによりおもてなしの心を醸

成する。 

（３）福井ならではの旅行商品開発支援事業 

旅行商品の開発・販売に主体的に取り組む人材の発掘・育成を図るセミナーを実

施し、福井ならではの旅行商品造成を支援する。 

○新  ８０ 空からの首都圏誘客推進事業 (観光推進課) ４,５００千円 

財源

内訳 

一般財源

4,500 

航空会社系旅行業者と連携し、福井市内に宿泊する旅行商品を造成・販売することにより、

首都圏からの誘客を図ります。 

 【事業概要】 

首都圏から航空便を利用して福井市内に宿泊する新たな旅行商品の造成・販売 

○拡  ８１ 折織のポスター魅力発信事業 (観光推進課) １６,７００千円 

財源

内訳 

一般財源

16,700 

 年間を通じて福井市の四季折々のポスターを掲示するとともに、新たなポスターを作製する

ことにより、福井市のイメージアップ、観光誘客を図ります。 

【事業概要】 

（１）観光イメージアップポスター製作・年間掲出 

・越前海岸、養浩館庭園、一乗谷ポスターの製作 

・全国のサービスエリア、鉄道駅等へのポスターの年間掲出 
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（２）一乗谷特製ポスター製作・パネル掲出 

・六本木駅での一乗谷ポスターパネルの掲出等 

○新  ８２ 教育旅行誘致事業 (観光推進課) ２,１４０千円 

財源

内訳 

一般財源 

2,140 

修学旅行等の教育旅行は、印象に残りやすく将来の観光消費へつながることから、本市への

教育旅行を積極的に誘致します。 

【事業概要】 

（１）教育旅行促進助成 

市内での宿泊を伴う教育旅行を組む旅行事業者に対し助成 

〔対象事業〕小中高校が学校行事として行う教育旅行（修学旅行または体験学習

旅行）またはその下見で、福井市内での宿泊を伴うもの 

（２）教育旅行誘致促進事業 

  助成制度や体験プログラム等を紹介するチラシ作製、旅行事業者への営業活動 

８３ 「一乗谷」ブランドイメージ向上事業(マ) (観光推進課) ４３,１５０千円 

財源

内訳 

市債 その他 一般財源 

8,000 31,317 3,833 

国の三重指定を受けている観光資源「一乗谷」を活用した観光プロモーションを強化し、全

国におけるイメージ向上と定着を図ります。 

【事業概要】 

  （１）イメージアップ素材を活用したカレンダーの作成 

（２）朝倉氏遺跡時代衣装パフォーマンス 

（３）朝倉氏遺跡での観光おもてなしプロポーザル企画 

 プロポーザル方式による、各種「おもてなしプラン」の実施 

（４）一乗谷朝倉氏遺跡活用推進事業負担金 

地元団体、観光団体、行政による「一乗谷朝倉氏遺跡活用推進協議会」の各種事業

（山城跡活用、周遊シャトルバス、植栽等）に対する負担金 

（５）越前朝倉戦国まつり開催補助金 

（６）越前朝倉万灯夜開催補助金 

○新（７）一乗谷朝倉氏遺跡内無電柱化工事負担金

○新  ８４ 一乗谷・東郷魅力体感プロジェクト (観光推進課、農村整備課、文化課)

１０３,１０８千円 

財源

内訳 

県 市債 一般財源 

25,500 32,000 45,608 

一乗谷朝倉氏遺跡内で「見る」「食べる」機能を強化するとともに、近隣の「一乗谷あさくら

水の駅」や東郷エリアを含め、「遊ぶ」「食べる」機能をハード・ソフト両面から強化すること

により、一乗谷・東郷の魅力向上を図ります。 

【事業概要】 

（１）一乗谷朝倉氏遺跡の魅力向上 

①「見る」機能の強化
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・史跡の当時の姿を視覚的に楽しめるシステムの構築 

②「食べる」機能の強化

・一乗谷史跡公園センター再整備

③見学・休憩の環境整備

・便益施設トイレ改修

・便益施設休憩所棟改修

（２）東郷エリアと連携した商品開発、情報発信 

①東郷観光拠点整備

・東郷駅前で地元産品直売やサロン的な機能を有する場の整備

②観光商品開発・イベント開催

・一乗谷・東郷のみやげ、観光体験プログラム等の開発

・誘客イベント等の開催

③情報発信

・各種媒体を利用した一乗谷・東郷の全国発信

（３）「一乗谷あさくら水の駅」の機能強化 

①ふれあい情報館の改修（軽食・販売コーナーの設置、展示見直し）

②屋外トイレの設置

③レンタル自転車の整備（駐輪場設置、自転車 6 台設置）

④憩いの場の創出（芝生広場の植栽）

○拡  ８５ 「まちなか」滞在拠点化事業(マ) (観光推進課) ７３,０３７千円 

財源

内訳 

国 その他 一般財源 

756 69,627 2,654 

 ふくい春まつりや足羽川の桜並木などを活かしたまちなか観光誘客を推進するとともに、市

内各所の観光地への足掛かりとなる滞在拠点として、食や宿泊、交通機能などを活かしたおも

てなしの充実を図ります。 

 【事業概要】 

（１）ふくい春まつり開催助成 

（２）足羽川桜並木ライトアップおよび冬のイルミネーション事業 

（３）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（春秋） 

○新 （４）まち歩きガイドツアーの実施

福井市を訪れた観光客を対象にガイドによる「まち歩き」を実施 

○新  ８６ 未来の福井コミック発信事業 (観光推進課) １０,０００千円 

財源

内訳 

国 その他 一般財源 

4,443 5,000 557 

 近未来の福井市を舞台としたウェブコミックを製作することにより、福井市の魅力を全国発

信します。 

 【事業概要】 

〔連載期間〕 平成 26 年度～27 年度  

〔掲載先〕  ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡのウェブサイト 
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８７ 「越前海岸」体験・体感観光推進事業(マ) (観光推進課) ３,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  2,000  1,000 

 

    越前海岸の魅力を体験・体感できる観光地づくりを進め、越前海岸への観光誘客増加につな

げます。 

    【事業概要】 

     （１）越前海岸体験・体感キャンペーン事業 

（２）こしの水仙まつりの開催助成 

 

 

８８ ガラガラ山周辺再整備事業 (観光推進課) ３０,０００千円 

財源

内訳 

  市債   

  30,000   

 

    ガラガラ山総合公園の集客を増やすため、公園内キャンプ場を充実させるなど、ガラガラ山

周辺の再整備を行います。 

    【事業概要】 

ログキャビンの改修及び配置換えやオートキャンプ場の整備等の実施設計 

      〔所在地〕  赤坂町地係 

      〔敷地面積〕 68,325.95 ㎡ 

〔施設内容〕 ログキャビン、バーベキュー広場、テニスコート等 

 

 

８９ 鷹巣荘再整備事業 (観光推進課) ３２３,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  292,300  30,700 

         

    昭和 44 年に開館した国民宿舎鷹巣荘について、耐震補強、改修などの再整備を行い、平成

26 年秋にリニューアルオープンします。 

    【事業概要】 

耐震補強、リニューアル工事 

      〔所 在 地〕 蓑町地係 

      〔施設概要〕 （構  造）鉄筋コンクリート造 2 階建 

（延床面積）1,828.80 ㎡ 

             （客  室）12 室 

             （利用定員）48 名 
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政策 13 魅力ある豊かな農林水産業のまちをつくる  

 

○新  ９０ 福井市農業振興プラン策定事業 (農政企画室) １,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,000 

 

    本市の特色を活かした力強い農業を推進するため、5 年間の中期計画となる「福井市農業振

興プラン」を策定します。 

    【事業概要】 

     （１）基礎調査委託 

     （２）策定委員会の設置 

      （３）プラン印刷製本 

 

 

９１ 園芸振興対策事業(マ) (農政企画室) １９,０００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 11,785   7,215 

         

 

    園芸作物の生産拡大を図るために、意欲のある農業者の施設・機械の整備を支援します。 

    【事業概要】 

      （１）園芸産地総合支援事業 
①施設園芸型 

新たに施設園芸もしくは生産拡大に取り組む認定農業者等の施設整備費に対す

る支援 

〔補助割合〕 市 1/10 以内、県 1/3 以内 

②路地園芸型 

新たに加工・業務用露地園芸に取り組む農業者の機械整備に対する支援 

〔補助割合〕 市 1/10 以内、県 1/3 以内 

      （２）園芸生産規模拡大支援事業（市単独事業） 
・生産規模拡大に取り組む園芸農家の施設整備に対する支援 

（生産拡大・作付面積または販売金額伸び率 1.5 倍への助成） 

〔補助率〕 1/3 以内 

（３）園芸農家ステップアップ支援事業（市単独事業） 

・生産拡大に取り組む小規模園芸農家の施設等に対する支援 

・新たに園芸に取り組む農家の施設等に対する支援 

〔補助対象施設〕 パイプハウス、選果機等  

〔補  助  率〕 1/3 以内 

 

 

○新  ９２ 福井市推奨品目育成支援事業 (農政企画室) ７,４００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

      7,400 

 

     将来の特産化を目指し、生産推奨品目の生産に取り組む農業者に対して支援します。 

    【事業概要】 

（１） 産地確立支援事業 （市単独事業） 

生産推奨品目の産地を確立するために、農業協同組合が取り組む先進地視察や農

業者研修会などの経費を支援 
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〔補助率〕 1/2 以内 

（２） 種苗支援事業 （市単独事業） 

生産推奨品目の生産農家を確保し、作付面積の拡大や産地化を図るために、対象

品目の生産・販売に取り組む農業者に対して種苗の購入費を支援 

〔補助率〕 1/2 以内 

（３） 施設修繕事業（市単独事業） 

園芸産地の維持と空きハウス対策として、ハウスを借り受けて耕作を希望する新

規就農者などにハウスを貸す所有者に対して修繕費を支援 

〔補助率〕 1/3 以内 

（４）高温対策事業（市単独事業） 

ホウレンソウを生産する農業者に、遮熱・遮光カーテンの整備費を支援 

〔補助率〕 1/3 以内 

 

 

○拡  ９３ 水田農業構造改善事業 (農政企画室) ５６,２５０千円 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  2,000 54,000 250 

 

    米の生産数量目標に応じた需給調整を行い、水田を活用した大麦・大豆や園芸作物等の生産

拡大を図るため、作付けに取り組んだ農業者等に対し支援します。 

    【事業概要】 

（１） 需給調整推進事業 

集落間や個人間の米の生産数量の調整活動を支援 

（２） 水田利活用推進事業 

 担い手農業者に対する大麦や大豆の作付面積に応じた支援 

（３） 地域指定景観作物推進事業 

 景観形成作物（コスモス等）の団地化作付けに対する支援 

（４） 園芸作物生産拡大推進事業 

 園芸作物（推奨品目加算有り）の作付面積に応じた支援 

（５） 不作付地解消推進事業 

減反による不作付地に新たに麦や大豆、園芸作物等を作付した面積に応じた支援 

 

 

９４ 担い手・農地総合対策事業 (農政企画室) ５２,０７０千円 

財源

内訳 

 県    

 52,070    

 

    農業の円滑な経営継承や担い手の確保のため、「人・農地プラン」の作成、農地集積、集落営

農の組織化・法人化に対し支援します。 

    【事業概要】 

     （１）人・農地プラン作成推進支援 

        ・地域農業のあるべき方向や地域の中心となる経営体等を定めたプラン作成の支援 

     （２）農業経営の法人化等支援 

        ・集落営農組織の法人化等の取り組みへの支援 

（３）農地集積推進協力金 

        ・人･農地プランに位置づけられた地域の中心となる経営体への農地集積協力者に 

         対する協力金 

     （４）規模拡大交付金 

        ・農地の利用権設定により、規模拡大した担い手への交付金 
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９５ 新規就農者支援事業(マ) (農政企画室) １６,５００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 15,375   1,125 

 

    本市における地域農業の担い手を確保するため、就農初期の生産基盤が不安定な新規就農者

に対し支援します。 

【事業概要】 

（１） 青年就農給付金交付 

人・農地プランに位置づけられた青年就農者（45 歳未満の新規就農者）に対して

年間 150 万円を 長 5 年間給付 

   （２） 新規就農者経営支援事業 
       (a) 就農奨励金 

45 歳以上 60 歳未満の新規就農者に対する出身区分に応じた奨励 

(b) 小農具等整備奨励金 

   非農家出身者に対する小農具購入費に対する奨励金 

 

 

９６ 間伐材資源有効利用促進事業(マ) (林業水産課) １７,０００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   14,000 3,000 

 

     間伐材の利用促進を図るため、間伐材の搬出にかかる経費を支援します。 

     【事業概要】 

       間伐促進強化対策事業 

        森林整備時に発生する間伐材（Ｂ・Ｃ材）の搬出に対する支援 

〔補助単価〕 1,100 円/㎡ 

 

 

９７ 漁村再生交付金事業 (林業水産課） ４０,４００千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 33,200 6,400  800 

 

    漁船の陸揚げ・係留等の作業の安全及び安全な航行を確保するため、漁港を整備します。 

    【事業概要】 
白浜漁港沖防波堤築造工事 
・沖防波堤の築造及び消波ブロックの設置 
・工事施工延長 L=12.5m 

 

 

○拡  ９８ 有害鳥獣対策事業(マ) (有害鳥獣対策室) ２８,８００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 8,830   19,970 

 

イノシシやカラス等の有害鳥獣による農作物被害等を防止するため、各種の対策事業を行 

います。 

 

    【事業概要】 

     （１）有害獣被害防止対策事業 

農作物被害を防止するための電気柵やネット柵の設置に対する支援 
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        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ワイヤーメッシュ柵補助 

           〔補助率〕 1/4 

④鳥獣害対策普及推進 

（２）捕獲有害獣処理対策事業 

（３）有害鳥獣駆除対策事業 

         生活被害を防止するため、クマ、アライグマ、カラス等を駆除 

①有害獣の駆除 

・有害鳥獣駆除隊によるクマ、ハクビシン等の駆除 

②カラス対策 

・カラス捕獲檻維持管理（八幡山等） 

・カラスの巣撤去 

 

 

○新  ９９ 多面的機能支払交付金 (農村整備課) ９９,０００千円 

 

 

    農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動に対して支援します。 

    【事業概要】 

     （１）農地維持支払交付金 

農地法面の草刈、水路の泥上、農道の砂利補充等の基礎的保全活動への助成 

農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想作成等への助成 

     （２）資源向上支払交付金 

        （共同活動） 

施設の軽微な補修や植栽による景観形成等の農村環境保全活動への助成 

        （長寿命化） 

老朽化が進む水路や農道などの補修・更新など施設の長寿命化のための 

活動への助成 

 

 

○拡  １００ 市単独土地改良事業補助金 (農村整備課) ３０,０００千円 

財源

内訳 

   その他  

   30,000  

 

農業用施設の機能維持の充実を図るため、土地改良区、農家組合及び自治会が行う小規模な 

土地改良事業への支援を拡充します。 

    【事業概要】 

（１）農道整備工事 

   ・農道のコンクリート・アスファルト舗装工事等 

〔補助率〕 60％（中山間地：65％） 

（２）用排水路改良工事 

・農業用排水路の新設・布設替えや揚水ポンプの修繕等 

〔補助率〕 60％（中山間地：65％） 

（３）ため池等整備工事 

・ため池内の修繕等 

〔補助率〕 72％（中山間地：80％） 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 1,000   98,000 
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     （４）農地保全整備工事 

・農地の客土、畦の修復等 

〔補助率〕 36％（中山間地：40％） 

 

 

○新  １０１ 農山漁村再生可能エネルギー支援事業 (農村整備課) ４７,６４５千円 

 

 

    温室効果ガスの排出抑制のため、農業水利施設等を活用した小水力発電などの整備を支援し

ます。 

    【事業概要】 

     （１）芝原小水力発電整備事業 

       （事業主体）芝原用水土地改良区 

     （２）桝谷ダム小水力発電整備事業 

       （事業主体）福井県 

 

 

１０２ 金福スイカ振興事業 (園芸センター) ５,５００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   1,050 4,450 

 

    特産品である金福スイカの品質向上及び販売促進に取り組み、普及拡大を図ります。 

    【事業概要】 

     （１）研究体制の整備 

 金福スイカ育苗の課題解決のため、メリクロン苗の研究を行います。 

     （２）良質苗の供給 

 金福スイカ栽培に必要な良質な苗の生産を行います。 

（３）品質向上奨励金の交付 

    一定基準以上の出荷品に対し奨励金を交付します。 

（４）販売促進事業 

    新規出荷先の開拓など販路拡大を行います。 

 

 

○新  １０３ 小羽山整備事業 (林業水産課) ８００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    800 

 

     小羽山及び周辺地域の特色を活かし、自然と歴史に気軽にふれあえる森林公園として整備

します。 

     【事業概要】 

      （１）基本計画策定業務委託 

         工法の検討、概略設計図書の作成、概算工事費の算出 

      （２）ワークショップの開催 

 

 

１０４ 集落排水整備事業 (農村整備課) １６６,５００千円 

財源

内訳 

 県 市債 分担金 一般財源 

 87,000 78,200 1,255 45 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  35,700  11,945 
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    農村集落における生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため、機能が低下した処理

施設の改修及び、管路施設を整備します。 

    【事業概要】 

     （１）機能強化事業 

     〔地区〕 清水南地区 

           機械設備、電気設備の更新 

        ○新  岡保地区 

詳細設計の実施及び機械設備を更新 

     （２）農業集落排水事業 

     〔地区〕 文殊地区 

管路工事 Ｌ＝230ｍ 他 

     計画処理人口 2,660 人（368 戸） 

 

 

１０５ 中央卸売市場関連商品売場棟一般開放事業 (中央卸売市場) １１０,０００千円 

財源

内訳 

  市債 市場使用料 一般財源

  85,000 2,000 23,000 

 

    中央卸売市場の活性化を図るため、関連商品売場棟の一般開放を行います。また、一般開放

の周知のため、出店者が行う広報活動等を支援します。 

    【事業概要】 

     （１）関連商品売場棟施設整備 

         関連商品売場南棟を、一般市民が入場できる施設としての整備 

① 関連商品売場南棟改修工事 

② 店舗整理のための移転補償 

     （２）関連商品売場棟一般開放活性化支援補助金 

         平成 26 年秋の一般開放に備え、広く市民に周知し来場を促進するため、オープン

前の広報やオープニングイベント等への支援を行います。 
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基本目標４ みんなが学び成長するまち 
 

政策 14 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 

 

１０６ 学校耐震補強事業(マ) (教育総務課) ７１８,０００千円 
財源

内訳 

国  市債  一般財源 

237,646  477,400  2,954 

 
    安全で安心な教育環境を確保するため、学校校舎及び体育館の耐震補強工事を進めます。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 学校耐震補強計画・設計委託及び耐震補強工事 
     〔実 施 校〕 ①耐震補強計画・設計委託 

小学校 9 校 10 棟（順化・円山・安居・岡保・東藤島・東郷・日新・ 

清水東・清水南小学校） 

         中学校 1 校 1 棟（大東中学校） 

              幼稚園 1 園 1 棟（大安寺幼稚園） 

            ②耐震補強工事 

              小学校 11 校 13 棟（豊・足羽・湊・春山・松本・西藤島・鶉・鷹巣 

明新・文殊・国見小学校） 

※鶉・鷹巣・文殊については、併設校のため 

幼稚園、中学校の耐震工事を含む。 

              中学校 3 校 4 棟（森田・足羽・足羽第一中学校） 

 

 

１０７ 学校体育館非構造部材耐震化（落下防止）事業 (教育総務課) １９４,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

58,974  134,100  926 

 

    学校体育館の天井や高所に設置されている照明器具等の落下防止対策を進めます。 
    【事業概要】 

〔事業内容〕 天井材の撤去、吊上バスケットゴールの撤去、 

照明器具の落下防止対策等 

〔実 施 校〕 小学校 16 校（下宇坂・羽生・明新・森田・東郷・東安居・湊・大安寺 
国見・岡保・東藤島・本郷・長橋・一乗･日新・社西小学校） 

       中学校 4 校（光陽・国見・川西・越廼中学校） 

 
 

１０８ 学校体育館バリアフリー化事業(マ) (教育総務課)  ２７,６００千円 
財源

内訳 

  市債  一般財源 

  24,800  2,800 

 

    教育活動や地域活動の場として、また災害時の避難場所として多様な役割を担っている学校

体育館のバリアフリー化を促進します。 

    【事業概要】 

〔事業内容〕 ①洋式トイレの設置 

       ②出入口玄関部へのスロープ設置 

       ③出入口ドアの引戸化等 

〔実 施 校〕 小学校 13 校（和田・清明・豊・足羽・松本・鶉・文殊・明新・西藤島 
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湊・春山・清水北・清水西小学校） 

       中学校 13 校（進明、灯明寺、足羽中学校） 

 

 

１０９ 明道中学校改築事業(マ) (教育総務課)  １,３２０,０００千円 
財源

内訳 

国  市債  一般財源 

263,522  901,600  154,878 

 

    老朽化した明道中学校校舎の改築を行い、良好な教育環境の整備を進めます。 

    【事業概要】 

 〔所 在 地〕 文京 2 丁目地係 

〔整備概要〕 南・北校舎の一体化による改築 

①構  造  鉄筋コンクリート造 5 階建  

②延床面積  約 6,900 ㎡ 

〔事業内容〕 校舎改築工事、太陽光発電設備工事等 

 

 

１１０ 小学校カウンセラー配置事業 (学校教育課) １４,５７０千円 

 

   

     いじめや不登校などの悩みを持つ児童生徒の心のケアを行うため、各小学校にカウンセラー

を派遣します。 

 

 

１１１ いきいき学校生活支援事業 (学校教育課) １０１,５５１千円 

 

   

     発達障害や身体に不自由のある児童生徒が充実した学校生活を送れるようにするため、各小

中学校にいきいきサポーターや障害児介助員を配置します。 

    【事業概要】 

（１）いきいきサポーター配置事業 

        〔事業内容〕 発達障害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 

（２）障害児介助員配置事業 

        〔事業内容〕 身体等に不自由のある児童生徒の支援 

 

 

１１２ 外国人・帰国児童生徒日本語指導事業 (学校教育課) ２,２９８千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    2,298 

 

    外国籍・帰国児童生徒が充実した学校生活を送れるようにするため、ボランティアによる日

本語指導等を支援します。 

     〔事業内容〕 外国籍・帰国児童生徒への日本語指導、保護者への通訳・翻訳支援 

 

 

 

財源

内訳 

    一般財源 

    14,570 

財源

内訳 

    一般財源 

    101,551 
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１１３ コア・ティーチャー養成事業 (学校教育課) １,３２８千円 

財源

内訳 

 県    

 1,328    

 

    学力を充実させる授業を行うため、授業づくりの中心となる教員を育成します。 

     〔事業内容〕 研究指定校で授業づくりの実践研究、授業公開の実施 

 

 

○拡  １１４ 英語活動推進事業(マ) (学校教育課) ３０,５７７千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    30,577 

 

    小学生が英語を用いてコミュニケーションを図れるよう、また外国の言語や文化について理

解を深められるようにするために、ＡＬＴを活用した英語活動を推進します。 

    【事業概要】      

〔事業内容〕 ＡＬＴを全小学校 5、6 年生の学級に派遣 

〔ＡＬＴ数〕 7 名 

〔派遣回数〕 1 学級 22 回/年（平成 25 年度の 1 学級 21 回/年から拡充） 

 

 

○拡  １１５ 学校図書館支援員事業 (学校教育課) ２７,３２４千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    27,324 

 

    学校図書館の運営や読書活動を支援する学校図書館支援員を増員し、小中学生の国語力の向

上や読書活動の活発化を図ります。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 学校図書館支援員を全小中学校 69 校に派遣 

〔支援員数〕 22 名（平成 25 年度 20 名） 

 

 

１１６ 地域に生きる学校づくり推進事業 (学校教育課) ２６,８８５千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 800 1,700  24,385 

 

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

に、家庭・地域と一体となり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 

             ・ゲストティーチャー 

             ・教育活動ボランティア 

③保・幼・小・中の交流 

             ・合同体験入学 

       ・幼児・児童・生徒間の交流 

④教育ウィーク（学校公開週間）の実施を中心とした学校公開 

⑤地域・学校協議会の設置と運営 

⑥中学校区連絡会の運営 
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１１７ 放課後児童健全育成事業 (学校教育課) ２７６,０００千円 

 

   

     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

会及び放課後児童クラブの運営を行います。 

    【事業概要】 

     〔内  容〕 放課後児童会、放課後児童クラブの運営委託料等 

〔設 置 数〕 ①放課後児童会  ：28 か所 

②放課後児童クラブ：29 か所（新規 3 か所） 

〔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 

 

 

○拡  １１８ 私立幼稚園就園奨励支援事業 (学校教育課) ２３０,０００千円 

 

 

 

     子育て世帯の負担軽減を図るため、私立幼稚園の保育料補助を拡充します。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 私立幼稚園保育料の補助 
     〔拡充内容〕 ①第 2 子（小 1 から小 3 に兄姉あり）の補助単価の増 
            ②補助対象者の所得制限の撤廃 

  

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 153,902 4,500  117,598 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 51,366   178,634 



 - 57 -

政策 15 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 

 

１１９ 公民館建設事業 (生涯学習室) ２６０,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  239,800  20,200 

 

    地域における生涯学習及びコミュニティ活動の拠点となる公民館の建設及び改修を行います。 

    【事業概要】 

     （１）円山公民館増築 

〔所 在 地〕 北今泉町地係 

〔事業内容〕 建築工事、設備工事、既存公民館解体工事、備品購入等 

〔構  造〕 鉄筋コンクリート造 2 階建  

〔延床面積〕 646.5 ㎡ 

     （２）和田公民館移転新築 

〔所 在 地〕 御幸 4 丁目地係 

〔事業内容〕 用地地質調査、工事設計委託、用地購入費等 

     （３）美山公民館下味見分館増築改修 

〔所 在 地〕 西河原町地係 

〔事業内容〕 用地地質調査、工事設計委託等 

 

 

○新  １２０ 市民憲章制定 50 周年記念事業 (生涯学習室) ６,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    6,000 

 

    市民憲章制定 50 周年を記念し、実践団体の表彰等を行う記念大会の開催や市民参加型の

記念事業を行い、市民憲章の普及・啓発を図ります。 

    【事業概要】 

     〔事業主体〕 不死鳥のねがい（福井市市民憲章）推進協議会 

     〔事業内容〕 ①不死鳥のねがい（福井市市民憲章）制定 50 周年記念大会 

            （開催日） 平成 26 年 6 月 28 日(土) 

            （会 場） 福井市文化会館 

            ②記念事業 

             ・不死鳥マークブランドの作成 

             ・花いっぱい運動の強化 

             ・福井市民の歌の周知 

             ・市民憲章モザイクアートの作成 

             ・記念誌の作成 

 

 

○拡  １２１ 福井国体開催準備事業 (スポーツ課) １２３,３１５千円 

財源

内訳 

 県 市債 その他 一般財源 

 400 8,800 100,000 14,115 

 

    平成 30 年開催予定の福井国体に向けて、国体準備委員会による広報・機運醸成活動や会場

となる競技施設の整備等を行います。 

    【事業概要】 

（１）国体準備委員会活動 

   ・開催準備総合計画等の推進 
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   ・各種イベントでの広報・機運醸成事業の実施 

    ・競技会場設計業務委託の実施 

（２）競技施設の整備 

   ・きららパークグラウンド改修基本設計・測量業務 

   ・わかばテニスコート人工芝補修工事等 

（３）国体運営費基金積立 

 
 

○新  １２２ 多目的屋内運動場整備事業 (スポーツ課) ９５,８００千円 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  56,800 20,000 19,000 

 

    屋内競技の環境整備や屋外競技の室内練習場を確保するため、旧中藤小学校の体育館を人工

芝のある屋内運動場として整備します。 

    【事業概要】 

     〔所 在 地〕 高木町地係 

 〔事業内容〕 アリーナを人工芝に改修、防球ネット設置、駐車場整備等 

〔施設概要〕 構造：鉄筋コンクリート造２階建 

敷地面積：約 4,900 ㎡ 

       延床面積：1,689 ㎡ 

アリーナ面積：970 ㎡ 

 

 

○新  １２３ 弓道場・市体育館サブアリーナ等建設事業(マ) (スポーツ課) ３７０,５００千円 
〈１,００８,６００千円〉 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

12,152  338,500  19,848 

 

    屋内スポーツの拠点施設である市体育館の機能を充実させるため、サブアリーナの建設と弓

道場の建替えを行います。 

    【事業概要】 

     〔所 在 地〕 松本 4 丁目地係 

〔整備施設〕 ①弓道場（木造平屋建） 

②市体育館サブアリーナ（鉄骨造平屋建） 

〔事業内容〕 ①弓道場および市体育館サブアリーナ新築工事 

②中署既存訓練棟解体工事 

       （平成 26 年度～27 年度の継続費設定） 
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政策 16 歴史や文化を活かした個性的で魅力あるまちをつくる 

 

○新  １２４ 養浩館庭園保存管理計画策定事業 (文化課) ６１６千円  

財源

内訳 

    一般財源 

    616 

                

    養浩館庭園の維持管理体制を強化し、その魅力を後世に継承するため、保存管理計画を策定し

ます。 

    【事業概要】 

（１）養浩館庭園保存管理計画の策定（平成 26 年度～27 年度） 

（２）ワークショップ・市民公開講座の開催等 

 

 

○新  １２５ 一乗谷朝倉氏遺跡活用整備事業 (文化課) １３,２００千円  

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

4,500 1,202 2,400  5,098 

                

    一乗谷朝倉氏遺跡への観光誘客を促進するため、遺跡活用計画の策定と遺跡内の整備を行いま

す。 

    【事業概要】 

（１）遺跡活用計画の策定（平成 26 年度～27 年度）  

     （２）遺跡ビューポイント整備 

        ・月見山に唐門や復原町並を展望できるスポットを整備 

（３）一乗城山登山道等整備事業 

   ・一乗城山の山城遺構部、登山道の草刈・間伐 

（４）植栽景観適正化事業 

（５）朝倉氏遺跡唐門修理工事 

        ・桧皮葺屋根の葺替え等 

 

 

１２６ 自然史博物館分館整備事業 (文化課) ２８,９００千円  

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  2,000  26,900 

                

    自然科学教育を推進し、中心市街地のにぎわいと交流を創出するため、福井駅西口再開発ビル

に自然史博物館分館を整備します。 

    【事業概要】 

〔所 在 地〕 中央１丁目地係 

〔事業内容〕 ①展示物等設計製作業務 

②指定管理者の選定 

      ③ドームシアター番組制作業務委託 

      ④宇宙教育・普及啓発活動等 

 

 

１２７ 自然史博物館企画展事業 (文化課) ４,２００千円  

財源

内訳 

    一般財源 

    4,200 
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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）第 77 回特別展「知っているようで知らない足羽山 

～足羽山のおもしろスポット～」（仮称） 

〔会 期〕 平成 26 年 3 月 21 日～ 5 月 18 日 

〔内 容〕 足羽山の知られざる散策路や一押しスポットの自然について紹介 

（２）第 78 回特別展「動物たちの大きさの不思議 

～顕微鏡の世界から巨大生物まで～」（仮称） 

〔会 期〕 平成 26 年 7 月 19 日～ 9 月 23 日 

〔内 容〕 哺乳類から昆虫類まで、各動物のグループの 大級の種と 小級の種を

展示し、大きさという観点から動物の多様性を紹介 

（３）第 79 回特別展「切手になった昆虫たち」（仮称） 

〔会 期〕 平成 27 年 3 月 21 日～ 5 月 17 日 

〔内 容〕 世界各国の昆虫の描かれた切手を、そのデザインの元になった昆虫の実

物標本とともに展示。世界各地を代表する昆虫を、その地域の文化との

関わりという観点から紹介 

１２８ 美術館企画展事業 (美術館) ３４,０００千円 

財源

内訳 

その他 一般財源 

17,035 16,965 

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「岩合光昭写真展」 

〔会 期〕 平成 26 年 5 月 ～ 7 月 

〔内 容〕 動物写真の第一人者として海外でも高い評価を得ている岩合光昭が撮り

続けてきた国内外のネコたちを一堂に集めた、イワゴー・ネコワールド

の極めつけともいえる展覧会。約 250 点の写真を紹介 

（２）企画展「北斎展」 

〔会 期〕 平成 26 年 7 月 ～ 9 月 

〔内 容〕  江戸後期に活躍した浮世絵の巨匠・葛飾北斎の貴重な肉筆画や代表作「富

嶽三十六景」をはじめとするシリーズもの、役者絵、妖怪絵のほか、洋

風画の作品などを通して、北斎芸術の全貌を紹介 

（３）企画展「クレパス画名作展」 

〔会 期〕 平成 26 年 9 月 ～ 11 月 

〔内 容〕 クレヨンとパステルの双方のよさを兼ね備えた描画材料として日本で誕

生し、主に美術教育の場で普及したクレパス。戦後の洋画壇の巨匠の名

作や、新技法に挑戦する現代作家のクレパス画約 150 点を紹介 

（４）企画展「奇才・ダリ展」 

〔会 期〕 平成 27 年 2 月 ～ 3 月 

〔内 容〕 幅広いジャンルで才能を発揮したスペインを代表する芸術家・サルバド

ール・ダリの、円熟期から晩年にかけて制作された版画作品を中心に、

彫刻や油彩画なども加えた約 200 点の作品を紹介 

１２９ 歴史博物館企画展事業 (郷土歴史博物館) ２５,０００千円 

財源

内訳 

その他 一般財源 

13,137 11,863 
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    郷土の歴史と文化に誇りを持つことができるまちづくりを進めていくため、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「合戦」 

〔会  期〕 平成 26 年 3 月 21 日 ～ 5 月 6 日 

〔内  容〕 福井ゆかりの戦国武将たちの活躍をダイナミックに描いた合戦図屏風を

中心に紹介 

（２）夏休み特別企画「みる！ふれる！感じる！みんなで楽しむ博物館」 

〔会  期〕 平成 26 年 7 月 25 日 ～ 8 月 31 日 

〔内  容〕 小学生を対象に、福井の歴史を身近に感じられる資料の展示や体験講座

を行い、歴史資料に「みる」「ふれる」「感じる」機会を提供 

（４）秋季特別展「徳川将軍家の名宝」 

〔会  期〕 平成 26 年 10 月 17 日 ～ 11 月 24 日 

〔内  容〕 越前松平家と関係の深い徳川将軍家ゆかりの名宝を展示し、「武家の棟 

梁」にふさわしい将軍家の格式と威厳、そしてその婦人たちの教養や優

雅な生活を紹介 

（５）春季特別展「ヱヴァンゲリヲンと日本刀」 

〔会  期〕 平成 27 年 3 月 28 日 ～ 5 月 10 日 

〔内  容〕 「日本刀」と人気アニメーション作品「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」と

のコラボレーション企画であり、作中に登場する槍や刀剣等を製作・展

示 
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◆ そ の 他 ◆ 

 

 

○新  １３０ 総合行政情報システム事業（第２期） (情報課) １４０,０００千円 

《３,０９０,０００千円》 

財源

内訳 

    一般財源 

    140,000 

 
様々な住民サービス提供の基幹となる総合行政情報システムを更改し、更なるサービスの向

上と、事務の効率化及びコストの縮減を図ります。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 総合行政情報システム（システム 291）構築・運用業務委託 

         （平成 27 年度～31 年度の債務負担行為設定） 

     〔変更内容〕 システムの安定稼動の確保と費用の縮減のための仮想化技術の導入 

 
 

 １３１ コンビニ交付システム整備事業 (市民課） ３９,３９５千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    39,395 

 

    住民基本台帳カードを所持する市民が、全国のコンビニエンスストアで住民票、印鑑証明書

及び所得証明書を取得できるようにするため、コンビニ交付システムを導入します。 

    【事業概要】 

〔運用時期〕 平成 26 年 7 月から 

〔利用時間〕 午前 6 時 30 分から午後 11 時まで 

〔利用店舗〕 全国のコンビニエンスストア 

 

 



自主財源

52,848,500

50.0%
依存財源

52,996,500

50.0%

市税

44,236,000

41.8%

諸収入

3,914,375

3.7%

分担金及び負担金

1,974,078

1.9%
使用料及び手数料

1,166,069

1.1%

その他

1,557,978

1.5%

市債

17,583,100

16.6%

地方交付税

10,405,000

9.8%

国庫支出金

12,394,415

11.7%

県支出金

7,304,985

6.9%

地方消費税交付金

3,582,000

3.4%

地方譲与税

957,000

0.9%

地方特例交付金

232,000

0.2%

その他交付金

538,000

0.5%

歳 入
１,０５８億
４,５００万円

平成26年度 一般会計予算の内訳

歳 入

（単位：千円）
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議会費

715,474

0.7%

総務費

9,228,954

8.7%

民生費

37,248,461

35.2%

衛生費

6,089,504

5.8%

労働費

663,163

0.6%

農林水産業費

3,039,026

2.9%

商工費

4,103,409

3.9%

土木費

12,581,862

11.9%
消防費

3,846,879

3.6%

教育費

11,267,926

10.6%

災害復旧費

10,400

0.0%
公債費

16,949,942

16.0%

予備費

100,000

0.1%

歳 出
１,０５８億
４,５００万円

歳 出（目的別）

（単位：千円）
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義務的経費

57,664,989

54.5%

投資的経費

10,737,823

10.1%

その他の

経費

37,442,196

35.4%

人件費

18,293,989

17.3%

扶助費

22,421,050

21.2%

公債費

16,949,942

16.0%

普通建設事業費

10,727,423

10.1%

災害復旧事業費

10,400

0.0%

物件費

14,427,211

13.6%

補助費等

8,930,536

8.5%

繰出金

10,611,157

10.0%

貸付金

2,452,457

2.3%

維持補修費

809,793

0.8%

その他

211,042

0.2%

歳 出
１,０５８億
４,５００万円

歳 出（性質別）

（単位：千円）
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市税収入の推移

458 

443 

445 

431 

435 

442 

448

441
439

434

436

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

億円

予算

決算

（決算見込み）
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