
 

平成３０年３月定例会

 当 初 予 算 案 の 概 要 

福 井 市

平成30年2月13日



1940206
タイプライターテキスト

1940206
タイプライターテキスト



- 1 - 

 

平成３０年度予算編成の基本方針 

 

国の平成３０年度の経済見通しでは、「新しい経済政策パッケージ」などの各

種政策の効果もあって、雇用・所得環境の改善が続き、消費や設備投資など民需

を中心とした景気回復が見込まれることから、平成３０年度国内総生産の実質成

長率は １.８％程度、名目成長率は ２.５％程度になるとされています。 

このような状況を踏まえ、国の平成３０年度一般会計予算案は、経済再生と財

政健全化を両立する予算として、前年度より０.３％増の９７兆７,１２８億円と

なっています。社会保障制度を全世代型社会保障へ転換し、人への投資を拡充す

る「人づくり革命」と、持続的な賃金上昇とデフレからの脱却に繋げるため、生

産性向上のための施策を推進する「生産性革命」を車の両輪として推し進める一

方、一般歳出、社会保障関係費の伸びは、経済・財政再生計画で示された目安の

範囲内に収められています。 

また、地方財政対策では、地方税収の増加などから、地方交付税については、

平成２９年度から３千億円減の１６兆円とするとともに、臨時財政対策債の発行

を１千億円減の４兆円としています。併せて歳出特別枠の廃止による歳出の重点

化、効率化、地方消費税の清算基準の見直し等により、国・地方を通じた財政資

金の効率的配分を実現させています。その結果、平成２９年度と同水準の６２兆

１千億円の一般財源総額を確保する内容となっています。 
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このような中、本市の平成３０年度予算編成に当たっては、第七次福井市総合

計画に掲げる将来都市像「みんなが輝く 全国に誇れる ふくい」の実現や、「福

井しあわせ元気」国体・障がい者スポーツ大会の成功に向け、歩みを止めること

なく施策の着実な推進を図ることを基本としました。 

また、平成３１年４月の中核市への移行、平成３４年度の北陸新幹線福井開業

を見据えて、観光・産業・まちづくりなど様々な取組の成果をさらに伸ばすとと

もに、多様化する地域の課題などに、スピード感をもって取り組むこととしまし

た。 

一方で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、固

定資産税の評価替え等により市税の大幅な伸びが見込めないことや、地方交付税

の減額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。 

こうしたことを踏まえ、将来にわたり持続可能な財政基盤を構築するために、

健全財政計画に示した財政運営方針に基づく取組や行財政改革を進めるととも

に、これまで以上に無駄を省くことで歳出のスリム化を行い、予算の重点的・効

率的な配分に努める予算編成を行うこととしました。 



（単位　千円，％）

会 計 別 30年度予算額 構成比 29年度予算額 構成比

一 般 会 計 105,290,000 51.3 108,438,000 51.3 △ 3,148,000 △ 2.9

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 23,092,000 11.3 28,508,000 13.5 △ 5,416,000 △ 19.0

国民健康保険診療所特別会計 3,200 0.0 3,500 0.0 △ 300 △ 8.6

後期高齢者医療特別会計 3,567,000 1.7 3,500,000 1.6 　 67,000 　 1.9

介 護 保 険 特 別 会 計 24,608,000 12.0 25,292,000 12.0 △ 684,000 △ 2.7

競 輪 事 業 会 計 12,931,000 6.3 11,196,000 5.3 　 1,735,000 　 15.5

簡 易 水 道 特 別 会 計 419,000 0.2 430,000 0.2 △ 11,000 △ 2.6

宅 地 造 成 特 別 会 計 3,058,000 1.5 1,623,000 0.7 　 1,435,000 　 88.4

中 央 卸 売 市 場 特 別 会 計 770,000 0.4 794,000 0.4 △ 24,000 △ 3.0

駐 車 場 特 別 会 計 134,000 0.1 147,000 0.1 △ 13,000 △ 8.8

集 落 排 水 特 別 会 計 851,800 0.4 825,500 0.4 　 26,300 　 3.2

地 域 生 活 排 水 特 別 会 計 192,000 0.1 173,000 0.1 　 19,000 　 11.0

福井駅周辺整備特別会計 719,000 0.3 1,021,000 0.5 △ 302,000 △ 29.6

特 別 会 計 合 計 70,345,000 34.3 73,513,000 34.8 △ 3,168,000 △ 4.3

下 水 道 事 業 会 計 18,250,000 8.9 18,068,000 8.6 　 182,000 　 1.0

ガ ス 事 業 会 計 3,618,000 1.8 3,820,000 1.8 △ 202,000 △ 5.3

水 道 事 業 会 計 7,700,000 3.7 7,445,000 3.5 　 255,000 　 3.4

企 業 会 計 合 計 29,568,000 14.4 29,333,000 13.9 　 235,000 　 0.8

総 額 205,203,000 100.0 211,284,000 100.0 △ 6,081,000 △ 2.9

平成 30 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，％）

30年度予算額 構成比 29年度予算額 構成比

1 市　税 44,627,000 42.4 45,213,000 41.7 △ 586,000 △ 1.3

2 地方譲与税 900,000 0.9 873,000 0.8 　 27,000 　 3.1

3 利子割交付金 90,000 0.1 50,000 0.0 　 40,000 　 80.0

4 配当割交付金 130,000 0.1 350,000 0.3 △ 220,000 △ 62.9

5 株式等譲渡所得割交付金 140,000 0.1 180,000 0.2 △ 40,000 △ 22.2

6 地方消費税交付金 5,240,000 5.0 5,230,000 4.8 　 10,000 　 0.2

7 ゴルフ場利用税交付金 34,000 0.0 35,000 0.0 △ 1,000 △ 2.9

9 自動車取得税交付金 350,000 0.3 230,000 0.2 　 120,000 　 52.2

10 地方特例交付金 185,000 0.2 150,000 0.1 　 35,000 　 23.3

11 地方交付税 8,996,000 8.5 9,630,000 8.9 △ 634,000 △ 6.6

12 交通安全対策特別交付金 44,000 0.0 50,000 0.0 △ 6,000 △ 12.0

13 分担金及び負担金 289,910 0.3 434,734 0.4 △ 144,824 △ 33.3

14 使用料及び手数料 1,588,863 1.5 1,586,804 1.5 　 2,059 　 0.1

15 国庫支出金 14,182,580 13.5 14,191,519 13.1 △ 8,939 △ 0.1

16 県支出金 9,390,286 8.9 8,649,943 8.0 　 740,343 　 8.6

17 財産収入 82,676 0.1 177,727 0.2 △ 95,051 △ 53.5

18 寄附金 58,001 0.1 54,930 0.1 　 3,071 　 5.6

19 繰入金 1,905,748 1.8 1,590,983 1.5 　 314,765 　 19.8

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

21 諸収入 2,917,236 2.8 3,136,160 2.9 △ 218,924 △ 7.0

22 市　債 14,038,700 13.3 16,524,200 15.2 △ 2,485,500 △ 15.0

105,290,000 100.0 108,438,000 100.0 △ 3,148,000 △ 2.9歳 入 合 計

平成 30 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
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歳　　　　出 （単位　千円，％）

30年度予算額 構成比 29年度予算額 構成比

1 議会費 685,545 0.6 694,514 0.6 △ 8,969 △ 1.3

2 総務費 8,090,200 7.7 9,176,837 8.5 △ 1,086,637 △ 11.8

3 民生費 40,985,981 38.9 41,012,007 37.8 △ 26,026 △ 0.1

4 衛生費 5,449,005 5.2 5,205,987 4.8 　 243,018 　 4.7

5 労働費 489,947 0.5 519,692 0.5 △ 29,745 △ 5.7

6 農林水産業費 3,477,380 3.3 3,679,748 3.4 △ 202,368 △ 5.5

7 商工費 2,196,595 2.1 2,496,011 2.3 △ 299,416 △ 12.0

8 土木費 12,617,036 12.0 13,878,489 12.8 △ 1,261,453 △ 9.1

9 消防費 3,714,688 3.5 4,374,819 4.0 △ 660,131 △ 15.1

10 教育費 10,743,873 10.2 9,199,898 8.5 　 1,543,975 　 16.8

11 災害復旧費 7,500 0.0 14,500 0.0 △ 7,000 △ 48.3

12 公債費 16,732,250 15.9 18,085,498 16.7 △ 1,353,248 △ 7.5

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

105,290,000 100.0 108,438,000 100.0 △ 3,148,000 △ 2.9

款 別 比 較 増 減 額 増 減 率

歳 出 合 計
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（単位　千円，％）

30年度予算額 構成比 29年度予算額 構成比

1 人件費 18,295,639 17.4 18,201,506 16.8  94,133  0.5

2 物件費 13,796,124 13.1 14,168,693 13.1 △ 372,569 △ 2.6

3 維持補修費 702,851 0.7 728,184 0.7 △ 25,333 △ 3.5

4 扶助費 25,492,518 24.2 25,074,461 23.1  418,057  1.7

5 補助費等 10,140,168 9.6 9,491,182 8.7  648,986  6.8

6 普通建設事業費 7,838,284 7.5 9,281,007 8.5 △ 1,442,723 △ 15.5

1 補助 3,359,548 3.2 4,667,298 4.3 △ 1,307,750 △ 28.0

2 単独 4,478,736 4.3 4,613,709 4.2 △ 134,973 △ 2.9

7 災害復旧事業費 7,500 0.0 14,500 0.0 △ 7,000 △ 48.3

2 単独 7,500 0.0 14,500 0.0 △ 7,000 △ 48.3

9 公債費 16,732,250 15.9 18,085,498 16.7 △ 1,353,248 △ 7.5

10 積立金 13,062 0.0 16,958 0.0 △ 3,896 △ 23.0

12 貸付金 1,408,896 1.3 1,593,905 1.5 △ 185,009 △ 11.6

13 繰出金 10,762,708 10.2 11,682,106 10.8 △ 919,398 △ 7.9

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

105,290,000 100.0 108,438,000 100.0 △ 3,148,000 △ 2.9合 計

平成 30 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
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主 要 事 業 一 覧 
（単位：千円） 

 新規事業 19 件 

拡充事業 22 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 足羽山魅力向上事業 １０４,１０５ 

２ 中央公園周辺再整備事業 ５０,０００ 

○拡    ３ 市街地再開発事業等支援事業 ３９６,７４９ 

○拡    ４ 北陸新幹線建設整備事業 ５３３,０９６ 

５ 福井駅周辺土地区画整理事業 ９５,１８１ 

６ 福井駅付近連続立体交差事業 １００,０００ 

７ 西開発周辺道路整備事業 １７１,５４４ 

○新      ８ 交通活用中心市街地活性化事業 ９,７００ 

○新      ９ まちなか公共空間活用事業 ２,０００ 

 １０ まちなか賑わい創出事業 １０,５００ 

○拡   １１ がんばるリノベ応援事業 ２,５００ 

 

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  

○拡   １２ 未来につなぐ ふくい魅える化プロジェクト ５５,０００ 

○新   １３ 福井でかなえる快適ライフ応援プロジェクト ２,０００ 

１４ 居住推進支援事業 ５６,１７１ 

 １５ 里地・里山活性化事業 ２２,３３４ 

１６ 立地適正化計画策定事業 ４,１１１ 

○拡   １７ 地域コミュニティバス運行支援事業 ２６,０００ 

○拡   １８ 福井鉄道支援事業 ５８,３５０ 

 １９ 総合運動公園整備事業 １０,０００ 

 

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  

２０ 道路整備事業 １,６５１,０６７ 

２１ 河川・水路整備事業 ２７４,５５０ 

２２ 木造住宅耐震化促進事業 ２３,４００ 

２３ 土地区画整理事業 ５９４,２６３ 

２４ 東安居団地整備事業 １９５,７７１ 

２５ 下水道整備事業 ４,９５３,００９ 

２６ 上水道整備事業 １,７６８,４５９ 
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２７ 簡易水道整備事業 １３１,８１２ 

２８ 都市ガス需要開発事業 ４１,５０８ 

２９ 都市ガス整備事業 ４３０,６２０ 

 

 

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  

○拡   ３０ 地域の魅力発信事業 ５８,４４６ 

 ３１ 地域おこし協力隊事業 ９,２７７ 

３２ 輝く女性の未来予想図事業 １,０６１ 

 ３３ 国際化推進事業 ２３,３３６ 

３４ ボランティア活動支援事業 ３,７９９ 

○拡   ３５ 市民協働推進事業 ７,８６５ 

 

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 

３６ 子ども・子育て支援事業 ７,１３９,０００ 

 ３７ 公立保育園整備事業 ７９,８００ 

３８ 私立保育所等施設整備補助事業 ４３３,２５７ 

○拡   ３９ 子ども医療費助成事業 ８４１,３７７ 

４０ 児童養護施設建設補助事業 １３４,０４０ 

４１ 児童クラブ設置事業 ５,２００ 

４２ 放課後児童健全育成事業 ４８７,９３２ 

○新   ４３ 学童保育利用支援事業 １４,４００ 

４４ 障がい福祉サービス事業 ５,５５０,０００ 

○新   ４５ 障がい者用防災グッズ作成事業 １,６２０ 

 ４６ 地域介護福祉空間整備等補助金 ３２６,８３１ 

４７ 介護予防・生活支援サービス事業 ６７５,２９５ 

○新   ４８ 保健所設置事業 １０６,１９８ 

○新    ４９ 母子保健の拠点整備事業 １１,０００ 

 

政策６ 環境にやさしい持続可能なまちをつくる 

５０ クールチョイスふくい推進事業 １０,０２５ 

○新    ５１ ごみ処理基本計画策定事業 １,８００ 

５２ ごみ処理施設整備事業 ２９,７７４ 

《１８５,０００》 

５３ サイクルアンドライド推進事業 ６５６ 
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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 

 ５４ 消防庁舎建設事業 ７４,３８８ 

５５ 消防車両整備事業 ３２６,００７ 

５６ 災害時マンホールトイレ整備事業 ２８,０００ 

○新    ５７ 防災拠点機能向上事業 １２３,０４３ 

５８ 空き家対策事業 ８,０８４ 

○新   ５９ ため池ハザードマップ作成事業 ２１,３８４ 

○拡   ６０ 高齢者運転免許自主返納事業 ２,４７４ 

 

 

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 

 ６１ 園芸総合振興事業 ２１０,０００ 

○拡   ６２ 未来へつなぐ福井の農業活性化プロジェクト ４５,４６６ 

６３ 推奨品目育成支援事業 ４,５００ 

６４ 施設園芸普及拡大事業 ８,７９０ 

６５ 新規就農者支援事業 ３５,０００ 

○拡   ６６ 畜産振興総合対策事業 １１,０００ 

６７ 林業・水産業Ｕ・Ｉターン促進事業 ２,１８８ 

 ６８ つくり育てる漁業推進事業 ４,８８５ 

○新   ６９ 水産物ブランド化推進事業 ８７２ 

７０ 有害鳥獣対策事業 ２８,１００ 

 

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 

 ７１ テキスタイルマテリアル・グローアッププロジェクト ２０,１４４ 

○拡   ７２ マーケット開発支援事業 ４７,０００ 

７３ 企業立地支援事業 １４７,３７５ 

 ７４ おいしいふくい推進事業 １１,５８０ 

○拡   ７５ 起業家支援事業 ３６,８３２ 

○拡   ７６ Ｕ・Ｉターン就職推進事業 ５,７００ 

○拡   ７７ ふくいおしごとネット情報発信事業 ２,４００ 

７８ 若年者キャリアアップ助成金事業 １３,８６０ 

７９ 地元企業就職サポート事業 １,３２９ 

８０ キラリ輝く職場環境づくり推進事業 ５００ 

 

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 

 ８１ 福井・永平寺周遊滞在型観光推進事業 ５,８６４ 

○拡   ８２ 五感に響く体験・交流型観光推進事業 １,７００ 
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○拡   ８３ インバウンド推進事業 ４,４５１ 

８４ 一乗谷ブランドイメージ向上事業 １７,７２６ 

 ８５ みらくる亭大規模改修事業 ３０,０６２ 

８６ まちなか滞在推進事業 ７４,１６９ 

○拡   ８７ 越前海岸体験・体感観光推進事業 ７,９２２ 

８８ 観光おもてなし推進事業 １,３００ 

○新   ８９ 国体・障スポおもてなし事業 ２,６００ 

 

 

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 

 ９０ 文化会館整備事業 ３,７００ 

 ９１ 名勝養浩館庭園魅力向上事業 ２,２７８ 

 ９２ 大安寺建造物修理事業 １,２５０ 

９３ 美術館企画展事業 ３３,５００ 

９４ 歴史博物館企画展事業 １７,１３１ 

９５ 自然史博物館企画展事業 ２,３２３ 

 

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 

○拡   ９６ 英語活動推進事業 ４２,７３８ 

 ９７ キャリア教育推進事業 １,５４５ 

９８ 地域に生きる学校づくり推進事業 ２７,４６４ 

○新    ９９ 順化小学校・順化公民館複合化事業 ２０４,３００ 

〈７５４,５００〉 

○新  １００ 社北小学校大規模改修事業 ４,５００ 

１０１ 学校校庭整備事業 １２２,０００ 

１０２ 単独調理校給食調理等業務委託事業 ９８,８３０ 

《２５７,５００》 

○新  １０３ 学校給食施設整備事業 ２３,０００ 

○新  １０４ 教員業務支援事業 １８,４５９ 

 

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 

１０５ 公民館建設事業 ３４６,０００ 

１０６ 市立図書館リニューアル事業 ４,９５３ 

１０７ フットボールセンター建設事業 ５,０００ 

○新  １０８ 国体開催事業 １,７０１,０００ 

○新  １０９ 東京オリンピック事前キャンプ誘致事業 ５,４２２ 
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総合計画を推進するために   

○拡 １１０ 福井市情報システム最適化検討事業 １０,５７８ 

○新 １１１ 総合窓口サービス向上事業 １６,５０７ 
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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 足羽山魅力向上事業 (都市整備室、公園課、自然史博物館) １０４,１０５千円 

財源

内訳 

国 県 市債 その他 一般財源 

7,700 11,750 43,800 3,228 37,627 

 

福井国体開催や北陸新幹線福井開業に向けて、まちなかで身近に自然とふれあえる足羽

山とその周辺の魅力向上を図ります。 

【事業概要】 

     （１）ふれあい動物舎整備 

（平成 28 年度～30 年度の継続費設定）<166,000 千円> 

         ふれあい動物舎および芝生広場整備 

         展示用動植物購入 

（２）足羽山公園整備        

         公園樹木植栽および景観の整備等             

園路および駐車場整備 

（３）自然史博物館誘客向上 

     足羽山ビジターセンターの整備 

・インフォメーションカウンター設置 

     ・足羽山の見どころ、四季の紹介やイベント案内コーナー 

     ・白山テラス休憩スペース 等 

     旧館耐震化等工事にかかる構造調査 

（４）水道記念館保全活用 
歴史的建造物を活かした賑わいとくつろぎ空間の創出 

記念館内装設計等 

外構測量・設計 

 

 

２ 中央公園周辺再整備事業 (公園課) ５０,０００千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

22,500 8,250 17,300  1,950 

 

    中央公園を、福井城址と一体性を高めることで、歴史を感じられる、緑の多い開放的な

公園として再整備します。 

【事業概要】 

     〔事業期間〕 平成 28 年度～30 年度 

       （平成 28 年度～30 年度の継続費設定）<520,000 千円> 

     〔事業内容〕 堀割広場、堀跡噴水、遊具、芝生、御本丸緑地等の整備 

 

 

○拡  ３ 市街地再開発事業等支援事業 (都市整備室) ３９６,７４９千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

197,550 59,575 51,100  88,524 
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優良建築物等の整備など、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、交流人口の増加や賑わい創出を図ります。 

【事業概要】 

（１）中央 1 丁目 10 番地区優良建築物等整備事業 

〔事業区域〕 中央 1 丁目地係 

〔事業年度〕 平成 27 年度～31 年度 

〔事業内容〕 調査設計計画費、共同施設整備費に対する補助 

（２）駅前電車通り北地区市街地再開発事業 

〔事業区域〕 中央 1 丁目地係 

〔事業年度〕 平成 30 年度～34 年度 

〔事業内容〕 調査設計計画費（事業計画作成費、建築設計費、地盤調査費）に

対する補助 

    ○新 （３）駅前南通り地区再開発支援事業 

〔事業区域〕 中央 1 丁目地係 

〔事業内容〕 基本計画作成 

 

 

○拡  ４ 北陸新幹線建設整備事業 (新幹線推進室) ５３３,０９６千円 

財源

内訳 

国 県 市債 その他 一般財源 

35,500 57,450 292,800  62,604 84,742 

 
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や福井駅東口拡張施設の整備を進めます。 

    【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～34 年度 

       〔負担割合〕 国：総事業費の 2/3 負担 

              県：総事業費の 1/3 負担 

              市：県が負担する額の 10％負担 

       〔事業対象〕 工事費等 

（九頭竜川橋りょう、森田・中藤島・啓蒙・旭・木田・六条・文

殊地区高架橋、トンネル） 

     （２）北陸新幹線関連公共施設等整備事業 

       〔対象地区〕 木田地区、六条地区、文殊地区 

〔事業内容〕 調査設計、道路拡幅、駐車場舗装、排水路改修、橋梁新設 

     （３）北陸新幹線福井駅（東口）拡張施設整備事業 

       〔事業内容〕 拡張施設実施設計 

                    下水埋設管移設実施設計 

拡張施設 整備主体  福井市 

               施設規模 鉄骨造 2 階建て 高さ約 10ｍ 延床面積 約 1,600 ㎡ 

1 階 観光案内所（県内 17 市町の観光情報を発信） 

                       レンタサイクル、トイレ 

                     2 階 待合・休憩スペース、パネル展示スペース等 

（連携中枢都市圏の市町ＰＲ 他） 

     （４）北陸新幹線付替道路整備事業 

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

                     市道 北部 2－194 号線（西開発 2 丁目付近） 

                     市道 南部 2－816 号線（大町）       
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５ 福井駅周辺土地区画整理事業 (駅周辺整備課) ９５,１８１千円 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  3,300 21,461 70,420 

 

    県都の玄関口として活力と魅力ある都市空間の形成を図ります。 

【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 

     〔事業期間〕 平成 4 年度～30 年度 

     〔事業内容〕 関連公共施設（道路、東口広場等）の整備および維持管理等 
 

 

６ 福井駅付近連続立体交差事業 (駅周辺整備課) １００,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  90,000  10,000 

 

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係る負担金 

     〔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 

 

 

７ 西開発周辺道路整備事業 (駅周辺整備課) １７１,５４４千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

75,000  86,800  9,744 

 

    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、えちぜん鉄道高架化事

業にあわせ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・幅員〕 Ｌ＝810ｍ、Ｗ＝12ｍ 

 

 

○新  ８ 交通活用中心市街地活性化事業 (地域交通課)  ９,７００千円 

財源

内訳 

   一般財源 

 9,700 

 

北陸新幹線福井開業を見据え、中心市街地にある駐車場の現状把握や将来予測を行い、

駐車場整備計画の基礎データとして活用します。 

 また、本町通り地下駐車場において中心市街地の買物割引を充実させることで賑わい

の向上を図り、新幹線開業への機運を高めます。 

 

    【事業概要】 

     （１）駐車場整備計画策定事業 

       〔事業内容〕 中心市街地の駐車場の実態調査、現況把握、将来予測 

（２）（仮称）本町通り地下駐車場 ホリデーパーキング事業 

       〔事業内容〕 土日祝日に、中心市街地で一定額以上の買物をした利用者に対し

本町通り地下駐車場の駐車料金を割引 
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○新  ９ まちなか公共空間活用事業 (商工政策課) ２,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    2,000 

 

    中心市街地の更なる賑わいづくりのため、アップルロードや鳩の門通り、ガレリア元町

アーケードなど公共空間をオープンテラスやイベント広場として柔軟に利活用する民間主

体の取組みを支援します。 

【事業概要】 

     （１）オープンテラスの整備 

         テーブル・イス等を設け、イベントや飲食提供を行うことで、来街者の憩い

の空間を提供する。 

     （２）民間利用の促進 

公共空間活用のモデルとして、周辺商業者と連携して行うイベントを募集・

開催することにより、自発的な民間利用の促進を図る。 

 

 

１０ まちなか賑わい創出事業 (商工振興課) １０,５００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   8,000 2,500 

     

賑わいの創出と集客力の向上を図るため、まちなかならではの立地や特色を活かしたイ

ベントを実施します。 

【事業概要】 

     （１）響のホールを活用した賑わいづくり 

     （２）まちフェスの開催 

     （３）まちなか灯りイベントの開催 

 

 

○拡  １１ がんばるリノベ応援事業 (商工振興課) ２,５００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    2,500 

        

    建物の老朽化対策や投資費用抑制の観点から注目されているリノベーションによるまち

づくりを支援し、中心市街地の新たな魅力創出を図ります。 

【事業概要】 

     （１）がんばるリノベ応援事業 

       〔対象者〕   リノベーション物件への出店者 

       〔対象エリア〕 中央 1 丁目、3 丁目 

       〔補助率〕   1/2 以内 

    ○新 （２）リノベーションネットワーク支援事業 

福井でリノベーションに関わる人々によるネットワーク活動の支援 
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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 

 

○拡  １２ 未来につなぐ ふくい魅える化プロジェクト (まち未来創造室) ５５,０００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

42,500    12,500 

 

    都市圏からのクリエイティブな人材を本市に呼び込み、本市の優れたものづくり技術や

伝統文化、風土を活かしながら、新たな創造を生みだすことができる環境を創出します。 

また、ＩＣＴを活用し、場所と時間にとらわれない柔軟な働き方を実施できる拠点を整

備し、新しい人の流れをつくります。 

    【事業概要】 
（１）福井の技術と都会のデザインとの融合によるイノベーションを創出 

・本市の技術に都市圏のデザイナーやクリエイターの創造力を掛け合わせ、新

製品づくりや起業・創業などを促進 

・市内企業と都市圏若手人材の交流により、企業の人材育成と新規事業展開を

支援 

（２）お試し居住  

・都市圏企業の社員による福井での働き方、暮らし方の体験と情報発信 

・テレワークなど場所にとらわれない働き方の実証実験 

○新 （３）越廼サテライトオフィスの整備 

        ・地方でも都市部と同じように働ける環境の実現 

 

 

○新  １３ 福井でかなえる快適ライフ応援プロジェクト (まち未来創造室) ２,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    2,000 

 

    全国トップクラスを誇る本市の住みよさや充実した子育て・教育環境等の情報発信を強

化し、本市への関心を高めるとともに、若年女性向けの移住促進支援制度を設け、さらな

るＵ・Ｉターンにつなげます。 

    【事業概要】 
（１）若年女性への移職住サポート事業 

  〔補助対象者〕県外在住で市内民間企業の正社員としてＵ・Ｉターン就職を予定

している 18 歳以上 35 歳未満の女性（新卒者を除く） 

  〔補助内容〕 ①就職面接に係る交通費支援     

②転入費用支援 

③地方創生包括連携協定活用支援 

（２）福井の住みよさＰＲ強化事業 

・あらゆる世代が安全安心で豊かな暮らしを実現できる本市の魅力を分かりや

すく伝える「移住促進総合パンフレット」の作成 

・都市圏での情報発信の強化（東京、大阪に加え、名古屋での移住定住促進イ

ベント出展） 
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１４ 居住推進支援事業 (住宅政策課) ５６,１７１千円 

財源

内訳

国 県   一般財源 

22,046 8,032   26,093 

 

    まちなか地区への居住の誘導を図るため、二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。 

また、人口減少対策の一環として、多世帯での同居リフォームや近居住宅取得などに対

して支援します。 

    【事業概要】 

     （１）移住・定住サポート事業 

〔事業内容〕                        （単位：千円） 

工事 

区分 
対象区域 補助の内容 

補助額（限度額） 

U・I ターン世帯 市内世帯 

建設 

取得 

まちなか 

地区 

多世帯で同居するた

めの二世帯住宅建設

への補助 

右記に 20 万円を

加算 

１戸当たり 

50 万円 

市全域 

多世帯で近居するた

めの住宅建設・購入へ

の補助 

1 戸当たり 

50 万円 

県外からの U・I ター

ン世帯の住宅建設・購

入への補助 

 
1 戸当たり 

50 万円 

リフォ

ーム 
市全域 

多世帯で同居するた

めのリフォームに要

する費用への補助 

右記に 20 万円

を加算 

補助対象経費

の 1/3 以内、 

一戸当たり 80

万円限度 

家賃 

まちなか 

地区 

若年夫婦世帯および

子育て世帯の家賃へ

の補助 

※市外・県外からのみ

右記に 1 万円 

加算 

月額家賃の 

１/3 以内、 

1 万 5 千円を 

限度 

特定公共 

賃貸住宅 

（ 福 団 地

Ｂ棟、新

田 塚 団

地Ｃ棟）

若年夫婦世帯および

子育て世帯の家賃へ

の補助 

月額 1 万 5 千

円 

 

     （２）空き家ストック循環利用促進事業 

        空き家の循環利用を促進するため、購入、リフォーム等に要する費用の一部を

支援する。 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 

 

〔事業内容〕 

工事 
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 
子育て世帯の空き家購入への補助 

50 万円 

（まちなか地区の場合

は 20 万円加算） 

リフォーム 

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 
１戸当たり 30 万円 

（U・I ターン世帯、子育

て世帯は 20 万円加算、

まちなか地区の場合は

20 万円加算） 

家賃 
県外からの U･I ターン世帯の空き家の

家賃の一部を補助 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 空き家診断への補助 3 万 5 千円/回 

 

 

１５ 里地・里山活性化事業 (農政企画室) ２２,３３４千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 13,550   8,784 

 

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様々な取組を

支援します。 

【事業概要】 

     （１）里地・里山活性化推進事業 

（２）地区事業 

       ①美山上味見地区（平成 28 年度～）（事業実施主体：伊自良の里・食と農推進協議会） 

農家レストランの整備や伝統野菜「河内赤かぶら」の体験交流型農園の整備

など地域資源を活用した誘客活動・地域活性化を支援する。 

       ②殿下地区（平成 28 年度～） （事業実施主体：うららの殿下委員会 他）  

体験交流型農園の整備、農家民宿の改修に加えて、ふるさと茶屋を整備し新

たな誘客活動・活性化の拠点づくりを支援する。 

       ③鷹巣地区西畑集落（新規） （事業実施主体：西畑町地域振興協議会 他）  

  農家民宿の整備やヤギの放牧による獣害防止対策などによる誘客活動を支援

する。 

       ④美山芦見地区（新規）（事業実施主体：里山自然塾あしみ企業組合）   

霊芝（れいし）や原木マイタケを地域の特産品とするため、体験交流型農

園やミニ直売所を整備することによりさらなる誘客活動・地域活性化を支援

する。 

       ⑤西安居地区末集落（新規） （事業実施主体：末町中山間地域事業組合） 

    耕作放棄地を利用したワサビ栽培による地域活性化を支援する。 
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１６ 立地適正化計画策定事業 (都市計画課) ４,１１１千円 

財源

内訳 

国   その他  

2,000   2,111  

 

一定の人口密度を維持しながらコンパクトなまちづくりと公共交通の確保を図り、持続

可能な都市づくりを推進していくため、市街化区域内において、立地適正化計画の居住誘

導区域を新たに定めます。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 居住誘導区域の設定 

 

 

 

○拡  １７ 地域コミュニティバス運行支援事業 (地域交通課) ２６,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    26,000 

 

    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 

〔試行運行予定地域〕 森田、東郷 

 

 

 

○拡  １８ 福井鉄道支援事業 (地域交通課) ５８,３５０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    58,350 

 

今年度策定した「福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画」に基づき、沿線市である福

井市、鯖江市、越前市が、福井鉄道福武線の維持修繕費を支援することで、安全・安心な

運行を維持します。 

    【事業概要】 

     〔計画期間〕 平成 30 年度～34 年度 

〔支援総額〕 7.5 億円（年 1.5 億円） 

 

 

 

１９ 総合運動公園整備事業 (公園課) １０,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

4,350  4,800  850 

 
    福井国体の開催会場となる総合運動公園の駐車場を整備します。 
    【事業概要】 
     〔事業内容〕 駐車場整備（東エリア） 
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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 

 

２０ 道路整備事業 (道路課) １,６５１,０６７千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

221,587  1,279,400  150,080 

 

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          486,407 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              （単位：千円） 

区分 路線名 事業費 

補助 

 

環状西線（大瀬橋） 

40,000 

西部 1-379 号線（西部 1-379-和布） 

西部 2-114 号線（千合橋） 

西部 2-104 号線（西部 2-104-二ツ屋-001） 

南部 2-326 号線（南部 2-326-栃泉） 

市道 16 号線（大森橋） 

単独 橋りょう台帳修正 1,000 

計 41,000 

              ⑤橋りょう補修事業（耐震補強） 

         道路橋の耐震補強                  （単位：千円） 

区分 路線名 事業費 

補助 福井川西線（新明里橋） 45,107 

     （２）道路舗装事業        530,000 千円 

舗装新設、舗装復旧等 

（３）歩道整備（バリアフリー）事業     148,600 千円 

   既設歩道のバリアフリー化、幅員の狭い歩道の拡幅   （単位：千円） 

区分 路線名 事業費 

補助 

高木市場線 

118,600 
豊島木田線 

環状西線（社南） 

福井駅北通線 

単独 中央 1-375 号線ほか 30,000 

計 148,600 
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     （４）道路橋りょう改築事業        485,060 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  （単位：千円） 

区分 路線名 事業費 

補助 

福井駅北通線（雪寒） 

235,060

川西国道線 

西部 1-13 号線ほか 1 路線 

東部 1-339 号線（雪寒） 

環状西線（変則交差点） 

東部 1-293 号線ほか 1 路線 

市道大宮 2 号線ほか 

東部 1-106 号線ほか（雪寒） 

環状西線（雪寒） 

単独 東部 2-670 号線ほか 144,000

計 379,060

       ②過疎対策事業 

美山・越廼地区における道路および消雪施設の整備   （単位：千円） 

路線名 事業費 

高田線（法面補修） 6,000

八ツ俣線 (大規模補修) 100,000

     （５）地下道冠水対策事業                    1,000 千円 

         地下道排水設備等の更新 

 

 

 

２１ 河川・水路整備事業 (河川課) ２７４,５５０千円 
財源

内訳

国 県 市債  一般財源 

26,066 23,000 175,400  50,084 

 
    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            196,000 千円 

     （２）馬渡川整備事業              69,250 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。 

〔事業内容〕 護岸工（両岸ブロック積） 

上水道移設外  

     （３）底喰川整備事業              9,300 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軽減する。 

〔事業内容〕 架空線移設  
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２２ 木造住宅耐震化促進事業 (建築指導課) ２３,４００千円 
財源

内訳 

国 県   一般財源 

11,700 5,850   5,850 

 

    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判断

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 50,000 円のうち、45,000 円 

           補強プラン作成：作成費用 50,000 円のうち、45,000 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 50 万円） 

 

 

２３ 土地区画整理事業 (区画整理課) ５９４,２６３千円 

財源

内訳 

国  市債 財産収入等 一般財源 

41,056  212,800 112,536 227,871 

 

    良好な市街地の形成と、安全で快適な利便性の高い居住空間を創出するため、土地区画

整理事業を推進します。 

    【事業概要】 

      森田北東部土地区画整理事業 

〔施行面積〕 240.4ha 

 

 

２４ 東安居団地整備事業 (市営住宅課) １９５,７７１千円 

財源

内訳 

国  市債 その他  

83,137  103,000 9,634  

 

    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Ｅ棟を建て替えます。 

    【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 7 階建て 

 〔戸   数〕 43 戸 

        （平成 28 年度～30 年度の継続費設定）〈830,000 千円〉 

 

 

２５ 下水道整備事業 (下水管理課) ４,９５３,００９千円 

財源

内訳 

国 企業債 その他 一般財源 

1,218,479 3,137,000 455,270 142,260 

 

    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。 

    【事業概要】 

     （１）公共下水道人口普及率  95.6％  

     （２）処理人口      230,336 人  

     （３）年間処理水量   61,320,000 ㎥  

     （４）一日平均処理水量  168,000 ㎥  
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     〔事業内容〕 

① 下水道未普及地区の管渠整備 

② 明里バイパス管整備工事等の雨水対策事業 

③ 管渠、ポンプ場および処理場の改築更新工事 

 
 

２６ 上水道整備事業 (企業局) １,７６８,４５９千円 
財源

内訳 

国  企業債 その他 自己財源 

110,800  850,000 106,703 700,956 

 
    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、水道施設の整備・耐震化を進めます。 

    【事業概要】 

 （１）給水栓数     105,052 栓 

 （２）年間配水量  33,610,000 ㎥ 

 （３）１日平均配水量   92,082 ㎥ 

〔事業内容〕 

 ① 水道施設の耐震化・更新 

   ② 老朽管布設替の促進 

 

 

２７ 簡易水道整備事業 (簡易水道課) １３１,８１２千円 
財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  123,500 152 8,160 

 

    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）簡易水道施設整備事業  

〔整備地区〕 間戸町 

〔事業内容〕 配水管布設工事、消火栓設置工事ほか 

（２）簡易水道施設更新事業  

〔整備地区〕 美山地区 

〔事業内容〕 滅菌設備更新工事、配水管布設替工事ほか 

（３）簡易水道施設統合事業  

〔整備地区〕 小和清水町ほか 

〔事業内容〕 配水管布設工事ほか 

（４）地方公営企業法適用事業  

〔整備地区〕 美山地区、越廼地区 

〔事業内容〕 地方公営企業法適用のための電算システム改修ほか 
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２８ 都市ガス需要開発事業 (企業局) ４１,０５８千円 
財源

内訳 
   その他 自己財源 

   11,087 29,971 

 
    環境にやさしい都市ガスの積極的なＰＲ、ガス機器の利便性・安全性の周知や普及促進

により、ガス需要の拡大を図ります。 
    【事業概要】 

（１）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 
（２）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 
（３）ガス機器普及促進事業 
（４）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 
（５）ガス利用機器導入に対する助成制度 
（６）市有施設のガス空調機器整備 

 
 

２９ 都市ガス整備事業 (企業局) ４３０,６２０千円 
財源

内訳 

  企業債 その他 自己財源 

  250,000 15,398 165,222 

 

    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 22,472 戸 

 （２）年間供給量 17,031,000 ㎥ 

（３）１日平均供給量  46,660 ㎥ 
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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 
 

○拡  ３０ 地域の魅力発信事業 (まち未来創造室） ５８,４４６千円 

 

 

    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って取

り組む地域活動に対して、支援を拡充します。 

    【事業概要】 

（１）地域の魅力発信補助事業      

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 

・地域の現状と目標を見つめ、

問題を解決していく事業 

・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 

上限 1,400 千円 

○新 各地区が集めたふる

さと納税を各地区補助

に上乗せ 

地域連携事業 

・上記の活動を連携して取り組

む場合 

補助対象経費の 10/10 

１地区につき 

大 200 千円上乗せ 

ふるさと回帰応援事業 

・ふるさとを離れた人を対象に

地域情報の発信やイベント

など地方創生につながる事

業 

補助対象経費の 10/10 

大 100 千円 

未来創造 

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 10/10 

１組織につき 

大 200 千円 

各団体が集めたふるさと

納税を各団体補助に上乗

せ 

テーマ連携 有志グループ 

特定の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 

大 200 千円×地区数

 

     （２）地域の魅力体感フェスタ            

         地区のまちづくりや特産品を広く発信する体感型イベントをまちフェスにて 

        開催する。 

     （３）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。 
 

 

 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   51,589 6,857 
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３１ 地域おこし協力隊事業 (まち未来創造室) ９,２７７千円 
財源

内訳 

    一般財源 

    9,277 

 
    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るため、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ます。 
    【事業概要】 
     〔活動地区〕  ○新 殿下地区（平成 30 年 10 月～） 

               一乗地区（平成 30 年 1 月～） 
               国見地区（平成 29 年 2 月～） 
               殿下地区（平成 27 年 10 月～平成 30 年 9 月） 
               越廼地区（平成 26 年 10 月～平成 29 年 2 月） 

     〔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移住促進に係る支援 

 
 

３２ 輝く女性の未来予想図事業 (女性活躍促進課) １,０６１千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

530    531 

 

「あらゆる分野における女性の活躍」と「仕事と生活の調和」を推進するため、女性や

男性、企業に対し意識啓発を行います。 
【事業概要】 

   （１）女性自身の意識啓発    

       ①市内の女子高校生を対象としたセミナー等の開催 

     ○新  ②大学生による「高校生向けライフプランニングツール」の作成 

○新  ③キャリアアップへの意欲がある働く女性を対象とした研修会の開催 

    （２）男性、企業における意識啓発   

       ①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 

       ②女性が輝く職場をつくる研究会「福女 Lab」の開催 

 

 

３３ 国際化推進事業 (おもてなし観光推進課) ２３,３３６千円 
財源

内訳 

   その他  

   23,336  

 

姉妹友好都市との相互交流事業を実施し、国際感覚の醸成と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）姉妹友好都市等受入れ事業          

（姉妹友好都市の視察団受入）   

     （３）福井市国際文化交流大使活用事業    
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３４ 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） ３,７９９千円 
財源

内訳 

   その他 一般財源 

   542 3,257 

 

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）コーディネーター育成事業   

     （２）ボランティア総合情報提供システム事業   

（３）ボランティアアカデミー事業   

（４）ボランティアの普及拡大事業   

（５）子どもボランティア活動推進事業    

（６）災害ボランティア支援事業     

 

 

○拡  ３５ 市民協働推進事業 (市民協働・ボランティア推進課）       ７,８６５千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 300  6,660 905 

 

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）市民協働推進委員会運営事業  

     （２）市民協働広報・啓発事業 

（３）非営利公益市民活動促進助成事業  

         新たに「協働提案コース」を設け、市民活動団体が市と協働で取り組む事業

への支援を拡充する。 

     〔補助率〕協働提案コース 補助対象経費の 100％（上限 400 千円） 

自由提案コース 補助対象経費の 80％（上限 200 千円） 

     （４）ＮＰО基盤強化セミナー  

（５）総合ボランティアセンターフェスティバル  

（６）「ふくい市民活動基金」寄附募集事業   
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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 

 

  ３６ 子ども・子育て支援事業 (子育て支援室) ７,１３９,０００千円 

財源

内訳 

国 県 負担金 その他 一般財源 

2,540,651 1,694,761 223,826 122,604 2,557,158 

 

    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          983,000 千円 

         私立保育園に対して保育事業を委託する。 

〔事業対象〕私立保育園 

     （２）私立教育・保育施設給付事業     5,559,000 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する。 

       〔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   385,000 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する。 

       〔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             156,000 千円 

         私立保育園および認定こども園において未入園児の一時預かりを行う。また、

私立幼稚園および認定こども園において、教育標準時間以外の時間帯や休業日

に在園児に対して保育の提供を行う幼稚園型一時預かりを実施する。 

       〔事業対象〕私立保育園（一般型、余裕活用型） 

             私立認定こども園（一般型、余裕活用型、幼稚園型） 

             私立幼稚園（幼稚園型） 

     （５）すみずみ子育てサポート事業        56,000 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する。 

   〔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 10 事業所、家庭援助 3 事業所 

              （の～び・のび、ひだまりの家、ハーツきっず等） 

 

 

 

 

３７ 公立保育園整備事業 (子育て支援室) ７９,８００千円 
財源

内訳 

  市債  一般財源 

  55,600  24,200 

 
    認定こども園へ移行予定の園の改修および老朽化が著しい保育園等の内外装改修を実

施します。また、良好な保育環境を提供するため、施設の改善工事を実施します。 

【事業概要】 

     〔対象施設〕公立保育園 21 園、公立認定こども園 5 園、地域子育て支援センター2 施設 

          〔整備内容〕施設改修工事   2 園 



- 29 - 
 

            保育環境改善工事 各園（トイレ洋式化、バリアフリー化等） 

           施設補修工事   各園 

           空調設備更新   1 園 

 

 

  ３８ 私立保育所等施設整備補助事業 (子育て支援室) ４３３,２５７千円 
財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

272,783 70,996 71,500  17,978 

                            

認定こども園への移行や老朽化に伴い保育環境の改善が必要な私立の保育園、幼稚園

および認定こども園の整備に対して支援します。 

    【事業概要】 

     〔対象施設〕私立保育園    1 園 

私立幼稚園    1 園 

私立認定こども園 1 園 

 

 

○拡  ３９ 子ども医療費助成事業 (子ども福祉課) ８４１,３７７千円 
財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 300,741  2,272 538,364 

 

    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。また、平成 30 年度から窓口無料化（自己負担金を除く）を実施します。 

    【事業概要】 

（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 

         保護者が負担する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 

 
 

４０ 児童養護施設建設補助事業 (子ども福祉課） １３４,０４０千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  107,200  26,840 

 

    ふれ愛園の事業を引き継いだ社会福祉法人が実施する児童養護施設の改築に対して支

援します。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 施設の改築整備費を補助 

     〔補助割合〕 補助対象経費の 3/4 から国県補助金額を差し引いた額 
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  ４１ 児童クラブ設置事業 (学校教育課) ５,２００千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

1,733 1,733 1,300  434 

                         

    受入児童数の増加が見込まれる児童クラブを拡充します。 

    【事業概要】 

〔事業内容〕 施設改修、備品購入 
〔整備地区〕 1 か所 木田地区（木田小学校内） 

 
 

  ４２ 放課後児童健全育成事業 (学校教育課) ４８７,９３２千円 

財源

内訳 

国 県 市債 その他 一般財源 

157,127 157,127 5,000 1 168,677 

 

    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を行います。 

    【事業概要】  

     〔内  容〕 ①放課後児童会、児童クラブの運営委託料  

            ②事務諸経費、電気料、借地料  

     〔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 か所、②放課後児童クラブ 50 か所 

 

 

○新  ４３ 学童保育利用支援事業 (学校教育課) １４,４００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 7,200   7,200 

 

    放課後児童会および放課後児童クラブ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します。 

    【事業概要】  

     〔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 

 

 

 ４４ 障がい福祉サービス事業 (障がい福祉課) ５,５５０,０００千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

2,775,000 1,387,500   1,387,500 

 
    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、精神の障がい児者 

     〔年間利用延べ人数〕 46,700 人（平成 30 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 
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○新  ４５ 障がい者用防災グッズ作成事業 (障がい福祉課) １,６２０千円 
財源

内訳 

   その他  

   1,620  

 

    外見から障がいのあることがわかりにくい方が、障がい者用防災スカーフを災害時に身

に着けることで、周囲に援助が必要であることを知らせることができるよう、障がい者用

防災スカーフを作成し配布します。 

    【事業概要】 

〔作 成 枚 数〕1,000 枚 

〔配布対象者等〕 

・視覚障がい者および聴覚障がい者 

・その他内部障がいや精神障がいなどで希望する者  

・指定避難所に備蓄 

〔仕様〕80cm 角  

障がい内容や支援が必要であること、ヘルプマーク、手話・筆談マークを印刷 

 
 

４６ 地域介護福祉空間整備等補助金 (地域包括ケア推進課) ３２６,８３１千円 
財源

内訳 

国 県    

11,776 315,055    

 
介護サービス供給体制の充実および介護サービス事業所の防火対策のため、地域密着型

サービス事業所等の施設整備、既存施設のスプリンクラー等整備の経費を助成します。 
    【整備概要】 
     （１）地域密着型サービス事業所等整備 315,055 千円 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 
②看護小規模多機能型居宅介護事業所 
③認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム） 
④地域密着型介護老人福祉施設 

     （２）既設施設のスプリンクラー等整備  11,776 千円 

 

 
  ４７ 介護予防・生活支援サービス事業 (地域包括ケア推進課) ６７５,２９５千円 

財源

内訳 

国 県 支払基金 介護保険料 一般財源 

164,097 84,410 182,330 160,048 84,410 

 

    要支援者等を対象にした訪問介護・通所介護の給付サービスおよびケアマネジメントに

関する介護保険事業を実施します。 

    【事業概要】 

     （１）訪問型・通所型サービス 

       ・給付サービスと同等の予防給付相当サービス 

       ・身体介護を含まない軽易な基準緩和サービス（Ａ型） 

     （２）短期集中予防サービス 

       ・リハビリテーション専門職等による短期間の通いを中心とした運動機能や口腔

機能の向上サービス 

     （３）介護予防ケアマネジメント 

       ・訪問型・通所型サービス等を受けるためのケアプラン作成等 
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○新  ４８ 保健所設置事業 (保健センター) １０６,１９８千円 
財源

内訳 

  市債  一般財源 

  24,400  81,798 

 

    中核市移行に伴い、市が担うことになる保健所業務について、円滑に実施できるよう準

備を行います。 

    【事業概要】 

（１）施設整備 

         市保健所の開設に向け、現在の県保健所である福井県福井健康福祉センター

の改修費用を負担する。 

（２）システム整備 

         県が実施している地域保健および公衆衛生業務等を引き継ぎ、市民サービス

の向上に向けた保健所システムの構築・導入を行う。 

（３）開設準備 

         保健所に必要な検査用機器や備品等の整備、周知広報等、開設に向けて準備

を行う。 

 

 

○新  ４９ 母子保健の拠点整備事業 (保健センター) １１,０００千円  

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

1,333 1,333 6,500  1,834 

 

    中核市移行に伴い、保健センターにおける健康づくりと母子保健の拠点としての機能充

実を図るため、市民に分かりやすく相談しやすいプライバシーに配慮した環境を整備しま

す。 

【事業概要】 

     〔整備内容〕   ・母子専用カウンターの設置 

             ・相談室、授乳室の設置 

             ・多目的ホール、健診ホールの改修 

             ・トイレの改修 

・キッズスペースの設置 
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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 

 

５０ クールチョイスふくい推進事業 (環境課） １０,０２５千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

10,000    25 

 
    地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE」（賢い選択）の普及を促進し、日常に

おける賢い選択が定着することを目指し、各種事業を実施します。 

    【事業概要】 

     （１）啓発広報の実施  

・身近なクールチョイスのアイデアを盛込んだ動画を作成し、テレビＣＭや 

ＳＮＳで発信 

 （２）高校生による「環境科学甲子園」の実施  

・市内高校生がクールチョイスに関する研究成果を競う大会 

（３）クールチョイスに特化したイベントの開催  

・クールチョイスを体験し、実際に行動に移してもらうためのイベント 

 
 

○新  ５１ ごみ処理基本計画策定事業 (清掃清美課) １,８００千円 
財源

内訳 

    一般財源 

    1,800 

 
    長期的な視点に立ち、適正で効率的なごみ処理を進めるため、本市のごみ処理の基本方

針となる「ごみ処理基本計画」を策定します。 
    【事業概要】 

     〔事業内容〕 

基本計画の策定にあたり、ごみ量の推計や処理体制の比較分析等を行う。 

 

 

  ５２ ごみ処理施設整備事業 (清掃清美課） ２９,７７４千円 

《１８５,０００千円》 
財源

内訳 

国    一般財源 

9,581    20,193 

 
    将来にわたり、安心･安全で安定したごみ処理を行うため、新たなごみ処理施設の整備に

向けて基本計画等を策定します。 
    【事業概要】 

     （１）ごみ処理施設整備基本計画検討委員会の設置   

     （２）ごみ処理施設整備基本計画策定       

          （平成 30 年度の債務負担行為設定）《15,000 千円》 

     （３）環境影響評価手続          

          （平成 30 年度～33 年度の債務負担行為設定）《170,000 千円》 

     （４）建設候補地測量調査              
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  ５３ サイクルアンドライド推進事業 (自転車利用推進課) ６５６千円 

財源

内訳 

県  一般財源 

328  328 

 

サイクルアンドライドを推進するため、自転車駐車場の新設および利用環境の改善を図

ります。 

【事業概要】 

（１）鉄道駅自転車駐車場の新設   

〔整備箇所〕  えちぜん鉄道福井口駅 

〔整備内容〕  自転車駐車場の新設（収容台数 60 台） 

高架下の駐輪エリアの線引き、自転車マークおよび照明灯設置 

（２）鉄道駅自転車駐車場への自動空気入れ設置  

〔整備箇所〕  ＪＲ福井駅自転車駐車場 

〔整備内容〕  機械式の自動空気入れ（１基）を設置 
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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 

 

  ５４ 消防庁舎建設事業 (消防総務課) ７４,３８８千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  55,300  19,088 

 

    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。 

【事業概要】 

     〔施設概要〕 （仮称）Ｂ分署 建設予定地 天池町地係   敷地面積 1,243 ㎡ 

構造    鉄骨造２階建  建築面積  250 ㎡ 

            （仮称）Ｄ分署 建設予定地 浄土寺町地係  敷地面積 1,085 ㎡ 

構造    鉄骨造２階建  建築面積  250 ㎡ 

〔事業期間〕 平成 29 年度～32 年度 

     〔事業内容〕 （仮称）Ｂ分署 実施設計業務委託、造成工事、用地購入等 

            （仮称）Ｄ分署 不動産鑑定 

 

 

  ５５ 消防車両整備事業 (救急救助課) ３２６,００７千円 
財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

7,293 81,000 219,000  18,714 

 

    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〕 ・はしご付消防車       2 台 

            ・消防ポンプ自動車      1 台 

 
 
  ５６ 災害時マンホールトイレ整備事業 (危機管理室） ２８,０００千円 

財源

内訳 
  市債  一般財源 
  22,000  6,000 

 

    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   5 地区 
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○新  ５７ 防災拠点機能向上事業 (施設活用推進室、危機管理室） １２３,０４３千円 
財源

内訳 

  市債  一般財源 

  123,000  43 

     

市庁舎において、防災拠点機能の向上を図ります。 

【事業概要】 
（１）非常用発電設備の整備 

      〔整備内容〕 ①別館用発電機の新設（出力 300kVA） 

             ②燃料タンク整備（容量 12,000ℓ） 

本館、別館両方の発電機に供給（3 日間、約 72 時間分） 

（２）危機管理室の執務室および防災行政無線設備の移設（本館 3 階→別館 5 階） 

 

 

  ５８ 空き家対策事業 (住宅政策課） ８,０８４千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

2,969 668   4,447 

 

    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に対して支援します。 

    【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  

 

 

○新  ５９ ため池ハザードマップ作成事業 (農村整備課） ２１,３８４千円 
財源

内訳 

 県    

 21,384    

 
    ため池の防災対策や災害時の被害軽減に役立てるため、ため池ハザードマップの作成に

取り組みます。 

【事業概要】 

〔事業内容〕 

       ①現地調査 

       ②被害区域図の修正 

       ③ハザードマップの作成 

 

 

○拡  ６０  高齢者運転免許自主返納事業 (地域交通課） ２,４７４千円 

財源

内訳 

   その他  

   2,474  

 

高齢者による交通事故を防止するため、運転免許自主返納者への支援や、自主返納制度

の広報・啓発を実施します。また、平成 30 年度から申請者の負担を軽減するため、支援申

請の郵送受付を開始します。 

    【事業概要】 

（１）運転免許自主返納支援事業 

①次のうちいずれかの交付 

・バスの回数券 2,000 円分（京福バス・福鉄バス・すまいるバス） 
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・福井鉄道の乗車券引換券 2,000 円分 

・えちぜん鉄道の普通乗車券・一日フリーきっぷ割引証 

②運転免許証自主返納証明証の交付 

③反射材の交付 

     （２）啓発事業 

       ①チラシの全戸回覧 

       ②交通安全教室や出前講座等での周知広報 

       ③啓発イベントの実施 

警察等と連携して、運転シミュレータでの安全運転検査により危険度を認識

してもらい運転免許の自主返納を啓発するほか、運転免許返納・返納支援の出

張合同受付を実施し、返納しやすい機会を設ける。 
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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 

 

６１ 園芸総合振興事業 (農政企画室） ２１０,０００千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 182,837  1,702 25,461 

 

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  

         水田園芸の導入または生産拡大に取り組む集落営農組織などが行う、園芸施

設や農業用機械等の整備を支援する。 

         〔補助割合〕 県 1/3 以内 

     （２）ステップアップ事業 

         園芸農業に新規または規模を拡大して取り組む農業者に対し、施設や農業用

機械の整備を支援する。 

〔補助割合〕 市 1/3 以内       

     （３）自然光利用型連棟ハウス整備事業  

         周年栽培等で大規模な経営の確立を目指す農業者が行う、自然光利用型の連

棟ハウスの整備に対し支援する。 

〔補助割合〕 市 1/10 以内、国 1/2 以内、県 1/10 以内  

     （４）園芸産地広域拠点整備事業  

ＪＡが行う園芸の集出荷施設の整備に対し支援する。 

〔補助割合〕 市 1/10 以内、国 1/2 以内、県 1/10 以内  

     （５）新規園芸産地育成事業  

園芸の産地化を図るため、ＪＡが行う共同利用の機械整備に対し支援する。 

〔補助割合〕 県 1/3 以内  

 

 

 

○拡  ６２ 未来へつなぐ福井の農業活性化プロジェクト (農政企画室） ４５,４６６千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

22,733    22,733 

 

農業従事者の担い手不足や生産額の減少などの課題に直面している産地の再生に向け、

農業生産基盤の整備や人材の確保および大都市圏への販路開拓に対し、総合的に支援しま

す。 

【事業概要】 

〔モデル地区〕 三里浜砂丘地 

〔事業内容〕 

     （１）協議会運営支援    

     （２）生産基盤整備支援  

     三里浜砂丘地において施設園芸や露地園芸に取り組む生産者に対し、栽培施

設等の整備への支援や種苗費の補助を実施する。 

        ①ハウス整備    

施設園芸に取り組む生産者に対し、ビニルハウスの整備を支援する。 
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        ②かんがい設備整備  

          露地園芸に必要な灌漑設備の整備を支援する。 

        ③種苗支援 

          生産推奨品目のミディトマト苗の購入を支援する。 

        ④オリーブ生産支援  

          オリーブ栽培の導入を支援し産地化を進めるため苗木の購入を支援する。 

     （３）人材確保・育成支援  

        ①新規就農者向けイベント出展     

          都市圏（東京、大阪、愛知）で開催される農業イベントへ出展し、Ｕ・Ｉ

ターンに興味のある農業従事希望者に対しＰＲ活動を実施する。 

        ②Ｕ・Ｉターン見学補助金 

   Ｕ・Ｉターンのための就農見学会の開催および参加のために必要な経費を

支援する。 

        ③新規就農者所得向上支援 

新規就農者を対象に、栽培技術や経営面の研修会等を実施する。 

    ○新 （４）果樹栽培視察研修および果樹栽培指導力向上研修事業  

        ①オリーブ産地（先進地）視察  

      オリーブ栽培に取り組む生産者が産地化に向けて必要な知見を得るために、

三里浜砂丘地と気候等自然条件が類似した先進産地視察を実施する。 

        ②果樹栽培指導員の育成研修 

      市園芸センター職員を果樹栽培（ブドウ、モモ、オリーブ）の指導員とし

て育成するため、国の専門機関での研修および先進地視察を実施する。 

     （５）販路開拓・市場調査支援   

        ①福井市フェア開催  

          首都圏での農産物等の販路開拓や市場動向調査を目的に、市内産の食材や

加工品を使ったメニューを都内飲食店で提供するフェアを 11 月に開催する。 

        ②地域ブランド産品育成支援   

         ○新 ア 「福井市農林水産物ブランド化推進会議(仮称)」の開催  

           イ ブランドＰＲイベント開催       
         ○新 ウ 砂丘地野菜のＰＲ資材の作成             

         ○新 エ オイシックスによる販売コーディネート     
        ③国内外市場販路開拓  

         ◆海外販路開拓 

         ○新 ア ジーリーメディアグループとのコラボ企画  

     ◆国内販路開拓 

       イ 首都圏への販路開拓支援   

       ウ 販売会・展示商談会への出展  

       ○新 ④三里浜砂丘地収穫祭、販売促進 

           三里浜砂丘地にて、市民や食関係者にＰＲするため、生産者による野菜

の直売会、オリーブの収穫やオイル手搾り体験等のイベントを実施する。

また、オリーブの製品開発等に向けた勉強会を実施する。 
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  ６３ 推奨品目育成支援事業 (農政企画室） ４,５００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    4,500 

 

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

    【事業概要】 

（１）種苗支援事業  

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、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する。 

〔補助割合〕 1/3～1/2 以内 

（２）施設修繕事業 

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する。 

〔補助割合〕 1/3 以内  

 

 

 

  ６４ 施設園芸普及拡大事業 (園芸センター） ８,７９０千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   1,991 6,799 

 

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栽培実証圃の設置、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）地場農産物の出荷向上   

         地元生産が可能で有望な作物の栽培実証圃を設置 
     （２）金福・銀福すいかの普及拡大   
         生産農家への良質苗供給や栽培普及、栽培技術指導の強化 
         ①研究体制の整備  
         ②メリクロン苗の作成   

         ③良質苗の供給   

         ④パイプハウス整備の支援  

           〔補助割合〕 1/3 以内 

         ⑤巡回指導の強化  

         ⑥高品質スイカ出荷    

     （３）きゃろふくの普及拡大    

         栽培面積の拡大と農作業の効率化を図るため、種子のコート加工の実施 
     （４）越前水仙栽培拡大      

         越前水仙の産地活性化と意欲ある担い手への栽培を普及 

         ①抑制・促成栽培に向けた栽培試験の実施 

         ②担い手確保のための圃場整備支援 

         ③有害獣による被害圃場修繕等の経費を支援 

          〔事業主体〕 こしの水仙部会 

          〔補助割合〕 1/2 以内 

 

 

 

６５ 新規就農者支援事業 (農政企画室) ３５,０００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 30,334   4,666 
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   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新規就農者に対し支援しま

す。 

    【事業概要】 

（１）農業次世代人材育成投資事業 

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 大 150 万円を 長 5 年間給付する。 

（夫婦で就農する場合は年間 大 225 万円） 

（２）新規就農者経営支援事業 
       ①就農奨励金 

45 歳以上 60 歳未満の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する。 

［補助割合］ 市 1/2、県 1/2 

②住宅確保助成金 

県外出身者で45歳以上60歳未満の新規就農者または認定新規就農者に対し、

家賃の一部を助成する。 

［補助割合］ 市 1/4 以内、県 1/4 以内（家賃上限月 53 千円） 
③小農具等整備奨励金 

         非農家出身の認定新規就農者が導入する小農具の購入費に対する奨励金 

（３）市単独奨励金 

研修生や就業者が市内に移住した場合、300 千円/年（ 長２年間）を給

付する。 

 

 

○拡  ６６ 畜産振興総合対策事業 (農政企画室） １１,０００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 8,351   2,649 

                            

畜産農家の経営基盤強化のため、若狭牛や高能力乳牛、福地鶏の導入を支援します。また、

担い手畜産農家の作業機械等の整備を支援します。 

    【事業概要】 

（１）若狭牛・高能力乳牛導入支援事業 

       ①高能力乳牛導入支援事業  
牛乳の生産量向上を図る畜産農家に対し、乳量の多い高能力乳牛の導入にか

かる経費について、一般的な乳牛の購入費との差額を補助する。 
また、高能力乳牛への転換に取り組む酪農家に対し飼育施設の改修費を補助

する。 
      ○新 ②若狭牛導入支援事業  

肉牛の販売価格向上を図る畜産農家に対し、若狭牛の仔牛の導入経費につい

て、一般的な交雑種牛の購入費との差額を補助する。 
（２）畜産経営支援事業 

         福井市畜産振興協会が実施する視察や研修会の経費を補助する。 
    ○新 （３）福地鶏導入支援事業  

鶏卵や鶏肉の販売価格向上を図る畜産農家に対し、福地鶏の雛の導入にかか

る経費について、ブロイラー雛の購入費との差額を補助する。 
    ○新 （４）地域担い手づくり整備事業 

人・農地プランに位置づけられた中心経営体が融資を受けて行う作業機械等

の導入経費のうち融資残に対し補助する。 
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  ６７ 林業・水産業Ｕ・Ｉターン促進事業 (林業水産課） ２,１８８千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    2,188 

 

    林業・水産業への就業希望者のＵ・Ｉターンを推進するため、都市部でのイベント出展

や就業への支援等を実施します。 

【事業概要】 

（１）イベント出展  

都市部で行われる農林漁業イベントにブースを出展する。 

     （２）市単独奨励金   

林業・水産業に就業する見込みのＵ・Ｉターン者が研修または就業する場合、

奨励金を追加給付する。 

     （３）Ｕ・Ｉターン見学補助金 

        農林水産業に就業することに興味を持つＵ・Ｉターン者に対し、本市等が行

う見学会などのカリキュラムに参加するための交通費や宿泊費を補助する。 

 

 

６８ つくり育てる漁業推進事業 (林業水産課） ４,８８５千円 

財源

内訳 

   一般財源 

   4,885 

 

「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・アワビの稚魚・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 

    ○新 （３）養殖技術研究事業  

        〔事業内容〕 海藻類（ワカメ・アカモク）の養殖試験を実施 

    ○新 （４）養殖漁業推進事業  

        〔事業主体〕 福井市漁業協同組合 

        〔事業内容〕 バフンウニの養殖やサケマス養殖に取り組む事業者に対し、 

施設整備等に要する経費の一部を補助 

        〔補助割合〕 1/2 以内 

 

 

○新  ６９ 水産物ブランド化推進事業 (林業水産課） ８７２千円 

財源

内訳 

   一般財源 

   872 

 

    漁業者の所得向上を図るため、新たな販路の開拓や水産物の消費拡大に関する取組に対

し支援します。 

    【事業概要】 

     （１）「今朝とれ」水産加工品ブランド化推進事業  

生産者や流通業者等で構成される「水産加工品認定委員会」で認定した、
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福井市内で漁獲された魚を使った加工品に、福井市の認証ロゴマークの使用

を許可する。 

   （２）福井市産魚の販売促進事業  

        〔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〕 高鮮度化の取組を施した漁獲物に取付ける「産地表示タグ」 

               の導入に要する経費の一部を補助する。 

        〔補助割合〕 1/2 以内 

 

 

 

  ７０ 有害鳥獣対策事業 (有害鳥獣対策室） ２８,１００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 11,554   16,546 

 

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   

八幡山を中心としたカラスの捕獲等 
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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 
 

７１ テキスタイルマテリアル･グローアッププロジェクト(商工振興課) ２０,１４４千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

10,040    10,104 

 

    本市の繊維産業の更なるステップアップのため、成長分野と見込まれる農業（園芸）分

野での繊維技術応用・新製品開発を目指します。また、衣料分野における販路開拓や事業

承継を支援します。 

    【事業概要】 

（１）繊維新分野展開支援事業  

         繊維技術を活かした農業（園芸）分野での新技術、新製品の開発を支援する。 

     （２）国内販路開拓支援事業   

         国内の有力アパレルメーカーをターゲットとした個別商談会の実施を支援

する。 

     （３）海外展開支援事業   

         ジェトロ（独立行政法人日本貿易振興機構）と連携し、輸出に向けた準備や

商談の進め方などの実務やマッチング、市場調査などを支援する。 

（４）技術継承・後継者育成支援事業  

         技術継承や事業承継のサポート体制の充実を図るため、税理士や診断士等の

専門家を対象にしたセミナーの開催を支援する。 

 

 

○拡  ７２ マーケット開発支援事業 (商工振興課） ４７,０００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   45,000 2,000 

 

    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、労働生産性の向上のた

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支援します。 

    【事業概要】 

    ○拡 （１）ものづくり支援補助金   

         ものづくり企業等が行う新技術・新製品の開発、知的財産権の活用に対して 

助成する。 

       〔対象者〕 中小企業者、中小企業者グループ、中小企業団体 

       〔補助率〕 1/2 以内 

     （２）小規模企業者人材育成補助金   

         公的機関等が主催する研修や講座等の受講に対して助成する。 

       〔対象者〕 小規模企業者 

（従業員数：商業・サービス業 5 人以下、その他 20 人以下） 

       〔補助率〕 1/2 以内  

    ○新 （３）生産性向上設備投資支援補助金  

         労働生産性の向上に資する、生産の拡大や効率化、新たな生産方法の導入に必

要な設備の設置および導入する設備の IoT 化に要する費用に対して助成する。 

       ①中小企業者枠 

       〔対象者〕 製造業を営む中小企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〕 1/3 以内 

       ②小規模企業者枠 

       〔対象者〕 製造業を営む小規模企業者 
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       〔要 件〕 補助対象経費が 100 万円以上の設備導入または既存機械の改造 

       〔補助率〕 1/3 以内 

       ③IoT 化上乗せ分  

     （４）新市場開拓補助金  

         県外・海外における展示会の開催または展示会等への出展に対して助成する。 

       〔対象者〕 中小企業者 

       〔補助率〕 1/2 以内 

     （５）グッドデザイン開発支援補助金  

         自社商品のパッケージデザインの開発・改良を行う事業に対して助成する。 

       〔対象者〕 中小企業者、中小企業グループ 

       〔補助率〕 1/2 以内 

     （６）新事業創出支援補助金  

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

業に対し、研究開発から製造、販路開拓までを対象に助成する。 

       〔対象者〕 中小企業者、中小企業者を中心とした事業者等の連携体 

       〔補助率〕 2/3 以内 

     （７）中小企業団体人材育成補助金  

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

事業に対して助成する。 

       〔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 

     （８）中小企業団体販路開拓補助金  

         中小企業団体が県外で開催される展示会へ出展または県外で独自に展示会

を開催する事業に対して助成する。 

       〔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 

 

 

  ７３ 企業立地支援事業 (商工振興課） １４７,３７５千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    147,375 

        

企業立地の促進や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          2 社   

（２）雇用奨励助成金          2 社   

（３）空き工場等活用助成金       4 社   

（４）中心市街地オフィス立地助成金   3 社  

 

 

７４ おいしいふくい推進事業 (商工振興課） １１,５８０千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

3,150   137 8,293 

 

    市内事業者が開発した農林水産加工食品「ふくいの恵み」認定商品をはじめとした「福

井の食」について、認定事業や物産展・商談会への出展などを通じて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   

    専門家派遣、広報宣伝等 
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（２）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 

（３）バイヤー向け商談会への出展  

「ふくいの恵み」認定商品等をバイヤー向け商談会に出展 

     （４）福井の地酒ＰＲ事業  

福井市の地酒の普及と「おいしいふくい条例」の啓発を目的に、結婚披露宴

で乾杯に使用する地酒の購入費を助成する。 

       〔対象者〕 市内の結婚式場で披露宴を行うカップル 

 

 

○拡  ７５ 起業家支援事業 (商工振興課） ３６,８３２千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   26,000 10,832 

 

    新規起業を促進するため、初期投資費用等を支援します。新たに、新規需要の創出が期

待できる事業や、成長志向が強い事業への創業支援を行います。 
    【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）に対して助成する。 

        〔対 象 者〕 市内で事業所を設置しようとする起業家（平成 29 年度受付分まで） 

       〔補 助 率〕 1/2 以内 

       〔対象事業〕 事業拠点支援（事業所家賃）  

              ・対象期間 開業翌月から 6 か月 

              ・限度額 30 万円 

                初期投資支援（改修工事、備品購入、リース、広告宣伝等） 

              ・対象期間 起業日の前 1 か月から後 6 か月 

              ・限度額 30 万円（女性起業家の場合は 40 万円） 

                生活拠点支援（住居家賃） 

              ・対象期間 開業翌月から 6 か月 

              ・限度額 12 万円 

     （２）ビジネスプランコンテスト開催事業   

         地域を活性化する新事業の創出等を目的として、ビジネスプランコンテスト

を開催する。 

     （３）起業女子支援事業   

         市内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にセミナーを開催する。 

    ○新 （４）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や成長志向の事業の初期費用に対して 
助成する。 

        〔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での 終選考プランの事業者 

              ・福井市創業支援事業計画で定める特定創業支援を受けた者 

              ・ＸＳＣＨＯＯＬ、ふくいＵ・Ｉターンサマーキャンプで公表され

たプランの事業者 

        〔補 助 率〕 2/3 以内 
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○拡  ７６ Ｕ・Ｉターン就職推進事業 (しごと支援課） ５,７００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   3,000 2,700 

 

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複合的に実施し、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  2,500 千円 

        〔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 

・市内企業経営者との座談会 

・福井へのＵ・Ｉターン者との意見交換会 

・アイデアプランコンテスト 等 

              ○新 ②企業訪問ツアー 

                ・業種の異なる市内企業をグループ毎に 3 社訪問 

                ・グループ同士情報交換し、企業への理解を深める 

（２）社会人Ｕ・Ｉターン就職推進事業  3,200 千円 

        〔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  ７７ ふくいおしごとネット情報発信事業 (しごと支援課） ２,４００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   1,000 1,400 

 

    市内企業や本市の就職支援事業等について情報発信するためのポータルサイト「ふくい

おしごとネット」を全面リニューアルし、県内外の学生や求職者の福井での就職を促進し

ます。 

【事業概要】 

〔掲載内容〕 ・社会人Ｕ・Ｉターン者就職推進事業の参加申込画面の追加 

       ・企業情報・求人情報・イベント情報等の拡充 

       ・就職支援事業のお知らせ等 

 

 

  ７８ 若年者キャリアアップ助成金事業 (しごと支援課） １３,８６０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    13,860 

        

    正規雇用を促進し雇用の安定化を図るため、非正規雇用で働く若年者を正規雇用に転換

した中小企業に対し助成金を支給します。 
    【事業概要】 

     〔対象企業〕  ①市内に事業所等を持つ中小企業 

             ②平成 28 年 4 月 1 日以降に非正規雇用者を正規雇用に転換し、 

国のキャリアアップ助成金の交付決定を受けていること 

     〔対象労働者〕 ①福井市に住所を有する者 

②正規雇用に転換した日において 35 歳未満である者 

     〔支 給 額〕  ①有期非正規雇用からの転換 対象労働者一人につき 10 万円 

②無期非正規雇用からの転換 対象労働者一人につき 5 万円 
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  ７９ 地元企業就職サポート事業 (しごと支援課） １,３２９千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,329 

        

    地元企業への就職を促すため、学生や保護者を対象に各種就職支援事業を実施します。 

    【事業概要】 

     （１）地元企業魅力発見セミナー開催事業  

        〔事業内容〕 学生と地元企業経営者の座談会 等 

        〔対  象〕 大学（院）、短大、専門学生等 

        〔実施時期〕 2 月頃を予定 

（２）保護者向け就活応援セミナー開催事業  

        〔事業内容〕 ・講演（Ｕターン就職のポイントの説明等） 

・企業人事担当者、Ｕターン者との座談会 

               ・市内企業見学 

        〔対  象〕 県内外の大学に進学した大学生の保護者 

        〔実施時期〕 9 月～11 月を予定 

     （３）保護者向け就活相談会開催事業  

        〔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 
        〔対  象〕 県内外の大学に進学した大学生の保護者 

        〔開催回数〕 年 6 回 

        〔相談対応〕 ハローワーク福井の職員や中小企業診断士等 

 

 

  ８０ キラリ輝く職場環境づくり推進事業 (しごと支援課） ５００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    500 

        

    育児休業や介護休業の取得促進や労働時間の縮減、女性の活躍推進など、職場環境の改

善に取り組む市内中小企業等への支援を通じ、働きやすい職場環境づくりを進めます。 
    【事業概要】 

     〔対象企業〕 市内に本社をもつ中小企業 

     〔対象事業〕 ①育児休業や介護休業を取得しやすい職場環境づくりを行う事業 

            ②女性管理職の養成や女性の職域拡大など女性の活躍推進に取り組む事業 

            ③イクメンやイクボスの養成に取り組む事業 

            ④労働時間の短縮や柔軟な働き方の実現に取り組む事業 

 ⑤家族と職場の相互理解を深める事業 

     〔補 助 率〕 1/2 以内 

     〔限 度 額〕 50 千円 
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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 

 

８１ 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） ５,８６４千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    5,864 

             

    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】 

○新 （１）酒蔵周遊「御酒飲帳」事業  

         福井市と永平寺町の酒蔵や周辺観光地を紹介するガイドブック「御酒飲帳」

を作成し、観光客が各酒蔵を周遊する仕組みを構築する。 

    ○新 （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・永平寺のライトアップを実施する。 

     （３）一乗谷・東郷魅力体感事業  

         一乗・東郷・永平寺地区において「まち歩き」や「商品開発」を実施する。 

     （４）食の魅力創出事業   

         朝倉膳や伝承料理を後世に継承し、普及させるための教室を開催する。 

     （５）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、一乗谷朝倉特急バ

スを運行する。 

 

 

 

○拡  ８２ 五感に響く体験・交流型観光推進事業 (おもてなし観光推進課) １,７００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   200 1,500 

 

    観光客が「五感」で体験・交流することのできる観光メニューの充実を図り、市内全域

で楽しむことができるイベント「まち旅博覧会」を開催します。 

    【事業概要】 

     （１）まち旅博覧会の開催 

         開催期間：9 月下旬～11 月頃 

         開催場所：市内全域（体験・交流型観光スポット約 30 か所） 

     （２）体験メニューの商品力向上のための研修会等の実施 
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○拡  ８３ インバウンド推進事業 (おもてなし観光推進課) ４,４５１千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   150 4,301 

 

    海外での旅行博やイベントへの出展、旅行社等への営業活動を実施するとともに、情

報発信を強化することで、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、台北国際旅行博でのＰＲ等 

     （２）タイ向けインバウンド事業  

         タイ「ＦＩＴフェア」でのＰＲ等 

    ○新 （３）台湾向け情報発信事業  

         台湾 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

の情報発信および現地路面点「MiChi cafe」においてキャンペーンの実施 

     （４）インバウンド向け外国語表記事業 

     （５）欧州圏観光プロモーション（見本市出展）事業   

         ジャパンエキスポでのＰＲ、本市ゆかりのパリ市内の事業者と協働して福

井市をＰＲ      

 

 

 

８４ 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) １７,７２６千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   127 17,599 

 

国の三重指定を受けた「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）一乗谷朝倉氏遺跡時代衣装パフォーマンス 

         時代衣装を着たパフォーマーを復原町並に配置し、観光客に記念撮影や着付

け体験などのサービスを提供する。 

     （２）一乗谷朝倉氏遺跡での観光おもてなし 

         戦国時代へタイムスリップする着付けサービスや写真撮影体験を観光客に提

供するなど、各種おもてなし事業を実施する。 

 

 

８５ みらくる亭大規模改修事業 (おもてなし観光推進課） ３０,０６２千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 9,000 21,000  62 

 

    老朽化したみらくる亭を新たな誘客に向けた魅力的な観光施設として再整備を行います。 

    【事業概要】 

      大規模改修工事の基本設計・実施設計委託  

〔所 在 地〕  市波町地係 

〔施設概要〕  （構  造） 管理棟 RC 造、宿泊棟・浴室棟木造 

            （延床面積） 3,646 ㎡ 

            （客  室） 16 部屋 

            （収容人数） 90 名 
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  ８６ 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) ７４,１６９千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

1,125   66,634 6,410 

 

    ふくい桜まつりや桜並木、県内全域で開催される「幕末明治福井 150 年博」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がかりとなる滞在拠

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）ふくい桜まつり開催事業   

     （２）まちなか観光周遊バス事業    

（３）幕末明治福井 150 年博開催事業  

（４）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） 

 

 

○拡  ８７ 越前海岸体験・体感観光推進事業 (おもてなし観光推進課) ７,９２２千円 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  2,000 1,000 4,922 

 

    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・交流型観光の推進への取組に対して支援します。 

    【事業概要】 

      （１）越前海岸観光まちづくり組織への支援   

    ○新 （２）ふるさと越廼「春夏秋冬」物語事業   

〔実施内容〕越廼地区の伝統行事、風習、四季の風景などの観光資源を撮影し、

プロモーション動画やポスターを作成する。また、若者（福井農林

高校）と連携し、越廼地区の越前水仙の魅力向上を図る。 

     （３）水仙まつり開催支援等      

 

 

  ８８ 観光おもてなし推進事業 (おもてなし観光推進課） １,３００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,300 

     

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】 

       「おもてなしの心」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「観光おもてなし市民運動」を市民総ぐるみで進める。 

        ①観光おもてなし市民運動推進大会の開催 

        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 

        ③観光おもてなしマイスターの認定 

        ④観光おもてなし体験だよりの募集 
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○新  ８９ 国体・障スポおもてなし事業 

 (農政企画室、中央卸売市場、総務企画課） ２,６００千円 

財源

内訳 

   一般財源 

   2,600 

 

「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会の会期中に来福する観光客や大会関係

者等をターゲットに、“「国体・障スポ」にあわせて「ふくい食」のセッション in ハピテ

ラス”と“ふくいのおいしい食フェア”を開催することで、福井ならではの食と文化によ

るおもてなしを実施し、来福者と市民との交流の場を創出します。 

【事業概要】 

     （１）「国体・障スポ」と「ふくい食」のセッション in ハピテラス（仮称）の開催 

「ふくい食」によるおもてなしとして、福井市の農林水産物を結集させたふ

るまい、試食会、展示、販売をハピテラス内に設置するブースにて実施 

・開催期日  平成 30 年 9 月 28・29 日（国体開会式前日・当日）、10 月 12 日

（障スポ開会式前日） 

・開催場所  ハピテラス 

・事業内容  ジビエ料理試食会   

サーモンのふるまい 

スタンプラリーで砂丘地根菜セットのプレゼント  

おがこプランターと野菜の種の販売と展示  

ふくい鮮いちばのＰＲ 

     （２）「ふくいのおいしい食フェア」の開催  

平成 29 年度に実施した「ふくい近海今朝とれフェア」を拡充し、中心市街地

の飲食店で、近海今朝とれ市で取り扱われている旬の魚と福井市内で収穫され

る旬の農産物を使用した料理を一定期間ＰＲしながら提供する。 

・開催期日  平成 30 年 9 月 15 日～10 月 31 日 

・開催場所  本事業に協賛していただける中心市街地の飲食店 
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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 

 

９０ 文化会館整備事業 (文化振興課） ３,７００千円  

財源

内訳 

    一般財源 

    3,700 

                

    文化会館の再整備に向け、国との協議や埋蔵文化財の試掘調査等を実施します。 

    【事業概要】 

     （１）都市再構築戦略事業（補助金）に関する協議 

     （２）新文化会館整備に関する事例視察調査 

     （３）埋蔵文化財試掘調査業務 

 

 

９１ 名勝養浩館庭園魅力向上事業 (文化振興課） ２,２７８千円  

財源

内訳 

国  その他 一般財源 

494  1,170 614 

 

    名勝養浩館庭園の魅力を向上させるイベント等を実施し、まちなか観光の充実を図ります。 

    【事業概要】 

     （１）春と秋のお茶席開催事業     

御月見ノ間にてお茶席開催 

     （２）秋のライトアップ事業    

         紅葉する秋に庭園をライトアップ 

 

 

９２ 大安寺建造物修理事業 (文化財保護課） １,２５０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,250 

 
    国指定の重要文化財である大安寺の保存・継承を図るため、大安寺が実施する修理事業

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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９３ 美術館企画展事業 (美術館） ３３,５００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   25,640 7,860 

 

    様々な美術の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「漫画界のレジェンド 松本零士展」 

〔会  期〕 平成 30 年 6 月 ～ 7 月 

（２）企画展「平木ｺﾚｸｼｮﾝ 歌川広重の世界展-保永堂版東海道五十三次と江戸の四季-」展 

〔会  期〕 平成 30 年 7 月 ～ 9 月 

（３）企画展「ナショナル ジオグラフィック写真展」 

〔会  期〕 平成 30 年 9 月 ～ 11 月 

（４）企画展「自画像展」 

〔会  期〕 平成 31 年 2 月 ～ 3 月 

 

 

  ９４ 歴史博物館企画展事業 (郷土歴史博物館） １７,１３１千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 598  13,162 3,371 

 

    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「江戸・京・大坂と城下町福井」 

〔会  期〕 平成 30 年 3 月～ 5 月 

（２）夏季特別陳列「大集合！幕末福井の偉人たち」 

〔会  期〕 平成 30 年 7 月～ 8 月 

（３）秋季特別展「皇室と越前松平家」 

〔会  期〕 平成 30 年 9 月～ 11 月 

（４）春季特別展「大安禅寺の名宝」 

〔会  期〕 平成 31 年 3 月～ 5 月 

 

 

  ９５ 自然史博物館企画展事業 (自然史博物館） ２,３２３千円  

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   616 1,707 

        

    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 85 回特別展「高浜の化石 －1600 万年の時を越えた大地の語り部－」 

        〔会  期〕 平成 30 年 3 月～ 5 月 

     （２）第 86 回特別展「世界の大むしむし展２～世界の、福井の昆虫大集合！～」 

        〔会  期〕 平成 30 年 7 月～10 月 

     （３）企画展 収蔵資料展「足羽山を知ろう」 

        〔会  期〕 平成 31 年 3 月～ 5 月 
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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 

 

○拡  ９６ 英語活動推進事業 (学校教育課) ４２,７３８千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    42,738 

 

    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〕 10 人 

〔派遣回数〕 3・4 年生 1 学級 4 回／年（平成 30 年度から） 

5・6 年生 1 学級 24 回／年 

 

 

９７ キャリア教育推進事業 (学校教育課） １,５４５千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   409 1,136 

 

    学校と地域・企業をつなぐキャリア教育コーディネーターを配置し、キャリア教育の

充実を図ります。 

    【事業概要】 
     〔事業内容〕 ①キャリア教育コーディネーターによるキャリア教育プログラムの 

作成・運用 

            ②キャリア教育連絡協議会の開催 

     〔経費内訳〕 報償費   1,136 千円 

            備品購入費  409 千円 

 

 

  ９８ 地域に生きる学校づくり推進事業 (学校教育課） ２７,４６４千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 1,400 1,700  24,364 

 

    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 

            ③保・幼・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 
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○新  ９９ 順化小学校･順化公民館複合化事業 (教育総務課、生涯学習室) ２０４,３００千円 
〈７５４,５００千円〉 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

39,041  148,700  16,559 

 

    老朽化の進む順化公民館を順化小学校内に移転します。また、小学校と公民館の複合化

により、児童と高齢者など多様な世代の交流を容易にし、順化地区のコミュニティ活動の

活性化を図ります。 

    【事業概要】 

〔所 在 地〕 大手 3 丁目地係 

〔事業内容〕 実施設計業務および大規模改修工事（小学校部分） 

〔整備概要〕 小学校部分  

南校舎 鉄筋コンクリート造 3 階建 約 2,155 ㎡ 

西渡り廊下棟 鉄筋コンクリート造 3 階建 約 277 ㎡ 

公民館部分（小学校との共用部分を含む） 

北校舎 鉄筋コンクリート造 3 階建 約 1,860 ㎡ 

管理棟 鉄筋コンクリート造 3 階建 約 454 ㎡ 

（平成 30 年度～31 年度の継続費設定） 〈754,500 千円〉 

〔全体計画〕 平成 30 年度 実施設計業務 

平成 30～31 年度 小学校大規模改修工事 

平成 31 年度 公民館移転複合化工事 

 

 

○新  １００ 社北小学校大規模改修事業 (教育総務課） ４,５００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  3,300  1,200 

 

    老朽化の進む社北小学校の大規模改修を行い、快適な教育環境の整備を進めます。 

    【事業概要】 

〔所 在 地〕 若杉 4 丁目地係 

〔事業内容〕 実施設計業務（南校舎） 

〔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 

平成 31 年度 大規模改修工事 

 

 

１０１ 学校校庭整備事業 (教育総務課）             １２２,０００千円 
財源

内訳 

国  市債  一般財源 

20,198  76,300  25,502 

 

水はけが悪く不整地となっている学校校庭を改修し、生徒が安全で快適に学習できる環

境を整えます。 

    【事業概要】 

〔対 象 校〕 足羽中学校 

〔所 在 地〕 今市町地係 

〔整備概要〕 表層の舗装、暗渠排水の整備、コート施設整備等 
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１０２ 単独調理校給食調理等業務委託事業 (保健給食課） ９８,８３０千円 

                                 《２５７,５００千円》 

財源

内訳 

    一般財源 

    98,830 

 
    学校給食単独調理校である小学校の給食調理業務を民間委託し、民間事業者の安全・衛

生面のノウハウを活用するとともに、効率的な学校給食運営を行います。 

    【事業概要】 

     〔対象校〕 ①中藤小学校    25,627 千円 

     ②木田小学校    23,760 千円 

       （平成 31 年度～35 年度の債務負担行為設定）《125,000 千円》 

     ③東安居・湊小学校 25,467 千円 

       （平成 31 年度～35 年度の債務負担行為設定）《132,500 千円》 

     ④社南小学校    23,976 千円 

 

 

○新  １０３ 学校給食施設整備事業 (保健給食課) ２３,０００千円 
財源

内訳 

    一般財源 

    23,000 

 
    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等の整

備に向けた基本計画策定および民間活力導入可能性調査を実施します。 

    【事業概要】 

（１） 基本計画策定業務 

（２） 民間活力導入可能性調査業務 

 

 

○新  １０４ 教員業務支援事業 (学校教育課） １８,４５９千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

5,928 5,928   6,603 

     

教員の業務負担の軽減を図り、児童生徒の指導や教材研究等に注力できる体制を整備

するため、教員の支援員や部活動指導員を配置します。 

【事業概要】 

（１）学校運営支援員配置事業   12,600 千円 

        〔事業内容〕 授業の準備や採点業務の補助などを行う学校運営支援員を小中

学校に配置する。 

       （２）部活動指導員配置事業    5,859 千円 

        〔事業内容〕 部活動の顧問として技術的な指導を行うとともに、担当教諭と指

導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について連携を

図ることができる部活動指導員を中学校に配置する。 
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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 

 

  １０５ 公民館建設事業 (生涯学習室） ３４６,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  286,900  59,100 

 

    地域における生涯学習・コミュニティ活動の拠点となる公民館を整備します。 

    【事業概要】 

     （１）国見公民館移転新築 

〔所 在 地〕 鮎川町地係 

〔事業内容〕 建築工事、設備工事、備品購入等 

〔構  造〕 鉄筋コンクリート造 2 階建 

〔延床面積〕 530 ㎡ 

     （２）清水北公民館大規模改修事業  

〔所 在 地〕 グリーンハイツ 5 丁目地係 

〔事業内容〕 改修工事、設備工事、備品購入等 

〔構  造〕 鉄筋コンクリート造 2 階建 

〔延床面積〕 620 ㎡ 

     （３）旧鷹巣公民館建物解体事業  

〔所 在 地〕 蓑町地係 

〔事業内容〕 解体工事 

〔構  造〕 鉄筋コンクリート造 2 階建 

〔延床面積〕 507 ㎡ 

     （４）清水南公民館屋根葺き替え事業 

〔所 在 地〕 風巻町地係 

〔事業内容〕 屋根葺き替え工事 

〔構  造〕 鉄筋コンクリート造 3 階建 

〔延床面積〕 619 ㎡（公民館のみ） 

 

 

１０６ 市立図書館リニューアル事業 (図書館） ４,９５３千円 
財源

内訳 

    一般財源 

    4,953 

 
    開館から 40 年が経過した市立図書館のリニューアルに向けて、平成 29 年度に策定した

基本構想を踏まえた基本計画を策定します。 
    【事業概要】 

      市立図書館整備基本構想および基本計画策定支援業務 

 

 

１０７ フットボールセンター建設事業 (スポーツ課） ５,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    5,000 

 
    スポーツ環境の充実を図るため、フットボールセンターの整備に向け、民間活力導入可

能性調査を実施します。 

    【事業概要】 

〔事業内容〕  民間活力導入可能性調査業務委託  

〔整備予定地〕 福井市総合運動公園内 
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○新  １０８ 国体開催事業 (国体企画室、競技運営課） １,７０１,０００千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 650,279  550,000 500,721 

 

    「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会を開催します。また、円滑な運営を行

うための準備を進め、本市を訪れる選手･監督等を「つるつるいっぱいのおもてなし」で

迎えます。 

    【事業概要】 

（１）国体・障スポの実施   

＜国体会期＞  平成 30 年 9 月 29 日～10 月 9 日 

※会期前開催競技  

ハンドボール（9 月 13 日～17 日） 

自転車（トラック･レース）（9 月 25 日～28 日） 

        ＜障スポ会期＞ 平成 30 年 10 月 13 日～15 日 

        ＜開催競技数＞ 

国体 14 競技 16 種目、デモンストレーションスポーツ 3 競技 

障害者スポーツ大会 4 競技、オープン競技 1 競技 

 

〈競技別概要〉 

競技名 競技会場 日 程 

陸上競技 福井県営陸上競技場 10 月 5 日～9 日 

テニス 
福井県営テニス場 

福井市わかばテニスコート 
9 月 30 日～10 月 3 日

ボクシング 福井県産業会館 10 月 4 日～8 日 

バスケットボール 
福井県営体育館 

福井市体育館 

10 月 1 日～5 日 

10 月 1 日～3 日 

ハンドボール 
福井県営体育館 

福井市体育館 

9 月 13 日～17 日 

9 月 13 日～16 日 

自転車（トラック・レース） 福井競輪場 9 月 25 日～28 日 

ソフトテニス 福井市わかばコート 10 月 5・7 日 

柔道 福井県立武道館 10 月 6 日～8 日 

ソフトボール 
福井市きららパーク多目的グラ

ウンド 
9 月 30 日～10 月 2 日

ライフル射撃（ＣＰ以外）
福井県立ライフル射撃場 

福井県立足羽高等学校体育館 
10 月 3 日～6 日 

ライフル射撃（ＣＰ） 福井県警察学校射撃場 10 月 4 日～6 日 

剣道 福井県立武道館 9 月 30 日～10 月 2 日

アーチェリー 
福井市スポーツ公園サッカー場

（兼ラグビー場） 
10 月 6 日～8 日 

ボウリング スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 10 月 2 日～6 日 

特別競技 

高等学校野球（硬式） 
福井県営野球場 9 月 30 日～10 月 3 日
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特別競技 

高等学校野球（軟式） 
福井フェニックススタジアム 9 月 30 日～10 月 3 日

デモスポ 

少林寺拳法 
福井県立武道館 8 月 19 日 

デモスポ 

エスキーテニス 
福井市南体育館 9 月 16 日 

デモスポ 

ステッィクリング 
福井県営体育館 9 月 2 日 

障スポ 

陸上競技 
福井県営陸上競技場 調整中 

障スポ 

車椅子バスケットボール 
福井県営体育館 10 月 7・8 日 

障スポ 

アーチェリー 

福井市スポーツ公園サッカー場

（兼ラグビー場） 

調整中 
障スポ 

ボウリング 
スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 

オープン競技 

卓球バレー 
福井県社会福祉センター 

 

（２）国体・障スポに向けた準備等     

・市実行委員会総会、常任委員会、専門委員会の開催 

・各競技の組合せ抽選会等 

・国体ボランティア事業、応援のぼり旗事業、花いっぱい運動等の推進 

・カウントダウンイベント、炬火イベント、交流広場イベントの開催 

・各種広告媒体を活用した国体・障スポのＰＲ 

・国体ホームページ、ＳＮＳによる情報発信 

・大会報告書の作成･配付 

・学校観戦、スタンプラリーの実施による観戦促進 

 

 

○新  １０９ 東京オリンピック事前キャンプ誘致事業 (スポーツ課） ５,４２２千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 1,427   3,995 

        

    2020 年東京オリンピック競技大会の事前キャンプ誘致に向けて、体育施設および宿泊施

設の視察のため、スロベニア共和国の競技関係者を福井に招へいするなど、事前キャンプ

地として選ばれるよう積極的な誘致活動を行います。 

    【事業概要】 

      東京オリンピック事前キャンプ誘致事業  

       ①スロベニア共和国競技団体視察受入 

       ②事前キャンプ覚書締結 
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総合計画を推進するために 
 

 

○拡  １１０ 福井市情報システム最適化検討事業 (情報統計室） １０,５７８千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    10,578 

 

本市の各種情報システムについて、さらなる業務効率化とコストダウンを目指し、 適

なシステムの調達・構築を行います。 

【事業概要】 

 〔事業内容〕   IT コンサルティング事業者の支援のもと、次期システムの調達・

構築を実施 

 〔重点検討事項〕 ・民間クラウドサービスの利用によるトータルコストの圧縮 

・多様化するサイバー攻撃に対する高度なセキュリティ対策の導 

 入 

・調達・契約方法の見直しによる、競争性の確保とコストダウン 

の実現 

 

 

○新  １１１ 総合窓口サービス向上事業 (市民サービス推進課、市民課) １６,５０７千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   150 16,357 

 

総合窓口のサービス向上を図るため、相談体制の強化やワンストップサービスの拡充を

行います。また、窓口のレイアウトを改修し、市民が分かりやすく、利便性の高い窓口に

します。 

【事業概要】 

     （１）窓口体制の強化          

         多様な相談業務や審査等に正職員が集中して従事する窓口体制を整えるとと

もに、さらなるワンストップサービス拡充のため、非常勤職員を増員する。 

     （２）窓口レイアウトの改修  

        ・視覚的に分かりやすい案内サインの設置 

        ・利用者の動線に合わせた配置変更 

        ・待合スペースの拡大 

        ・高齢者や障がい者にもやさしいローカウンターへの変更 

     （３）電光掲示板および発券機の導入 

        ・待ち状況の分かる電光掲示板および発券機の導入 

 

 



自主財源

51,569,434

49.1%
依存財源

53,720,566

50.9%

市税

44,627,000

42.4%

諸収入

2,917,236

2.8%

分担金及び負担金

289,910

0.3%使用料及び手数料

1,588,863

1.5%

その他

2,146,425

2.1%

市債

14,038,700

13.3%

地方交付税

8,996,000

8.5%

国庫支出金

14,182,580

13.5%

県支出金

9,390,286

8.9%

地方消費税交付金

5,240,000

5.0%

地方譲与税

900,000

0.9%

地方特例交付金

185,000

0.2%
その他交付金

788,000

0.6%

歳 入
１,０５２億
９,０００万円

平成30年度 一般会計予算の内訳

歳 入

（単位：千円）
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議会費

685,545

0.6%

総務費

8,090,200

7.7%

民生費

40,985,981

38.9%

衛生費

5,449,005

5.2%

労働費

489,947

0.5%

農林水産業費

3,477,380

3.3%

商工費

2,196,595

2.1%

土木費

12,617,036

12.0%
消防費

3,714,688

3.5%

教育費

10,743,873

10.2%

災害復旧費

7,500

0.0%
公債費

16,732,250

15.9%

予備費

100,000

0.1%

歳 出
１,０５２億
９,０００万円

歳 出（目的別）

（単位：千円）
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義務的経費

60,520,407

57.5%

投資的経費

7,845,784

7.5%

その他の

経費

36,923,809

35.0%

人件費

18,295,639

17.4%

扶助費

25,492,518

24.2%

公債費

16,732,250

15.9%

普通建設事業費

7,838,284

7.5%

災害復旧事業費

7,500

0.0%

物件費

13,796,124

13.1%

補助費等

10,140,168

9.6%

繰出金

10,762,708

10.2%

貸付金

1,408,896

1.3%

維持補修費

702,851

0.7%

その他

113,062

0.1%

歳 出
１,０５２億
９,０００万円

歳 出（性質別）

（単位：千円）
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市税収入の推移
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予算

決算

（決算見込み）
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