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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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