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平成３１年度予算編成の基本方針 

 

国の平成３１年度の経済見通しでは、１０月に消費税率の引上げが予定される

中、「新しい経済政策パッケージ」など各種施策の効果もあって、雇用・所得環

境の改善が続き、内需を中心とした堅調な景気回復が見込まれることから、平成

３１年度の国内総生産の実質成長率は、１．３パーセント、名目成長率は２．４

パーセント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３１年度一般会計予算案は、当初予算とし

ては初めて１００兆円を超える総額１０１兆４，５７１億円となっています。 

全世代型の社会保障制度への転換に向け、消費税増収分を活用した幼児教育の無

償化や社会保障の充実を図るとともに消費税引上げによる経済への影響の平準

化を図る施策を行う一方、税収の増加に伴い、国債発行額の７年連続縮減や、プ

ライマリーバランスの改善などが行われています。  

また、地方財政対策では、地方税が増収となる中で、地方交付税については、

前年度を上回る１６．２兆円を確保するとともに、臨時財政対策債を前年度から

０．７兆円抑制するなど地方財政の健全化に向けた予算案となっています。 

加えて、幼児教育無償化の円滑な実施のための財源確保や防災・減災、国土強

靭化のための３か年緊急対策の推進などが掲げられております。その結果、前年

度を上回る６２．７兆円の一般財源総額を確保する内容となっています。 

 



- 2 - 

 

このような中、本市の平成３１年度当初予算は、福井市財政再建計画の確実な

実行を基本に、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」の実現を目指す予算であります。 

予算編成に当たっては、少子高齢化の進展による人口減少社会を迎える中で、

中核市に求められる責務を十分に果たし、市民サービスの更なる向上に取り組む

とともに、連携中枢都市圏を形成し、圏域の一体的な発展を図ることとしました。 

さらに、４年後に迫る北陸新幹線福井開業を見据えて、まちづくりや観光、産

業など、あらゆる分野において取組を着実に進めていきます。 

これらを踏まえつつ、将来にわたり持続可能な行財政運営を行っていくため、

財政再建計画に掲げた、事業費や総人件費の縮減、歳入の確保など具体的方策に

ついて確実に取り組み、収支均衡した財政構造の確立を図りながら、基金に頼ら

ない予算編成を行うこととしました。 



（単位　千円，％）

会 計 別 31年度予算額 構 成 比 30年度予算額 構 成 比

一 般 会 計 105,921,000 51.4 105,290,000 51.3 　 631,000 　 0.6

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 23,078,000 11.2 23,092,000 11.3 △ 14,000 △ 0.1

国民健康保険診療所特別会計 3,000 0.0 3,200 0.0 △ 200 △ 6.3

後期高齢者医療特別会計 3,670,000 1.8 3,567,000 1.7 　 103,000 　 2.9

介 護 保 険 特 別 会 計 25,716,000 12.5 24,608,000 12.0 　 1,108,000 　 4.5

母子父子寡婦福祉資金貸付
特 別 会 計

6,400 0.0 0 0.0 　 6,400 皆増

競 輪 特 別 会 計 14,192,000 6.9 12,931,000 6.3 　 1,261,000 　 9.8

簡 易 水 道 特 別 会 計 0 0.0 419,000 0.2 △ 419,000 皆減

宅 地 造 成 特 別 会 計 1,034,000 0.5 3,058,000 1.5 △ 2,024,000 △ 66.2

中 央 卸 売 市 場 特 別 会 計 774,000 0.4 770,000 0.4 　 4,000 　 0.5

駐 車 場 特 別 会 計 56,000 0.0 134,000 0.1 △ 78,000 △ 58.2

集 落 排 水 特 別 会 計 817,600 0.4 851,800 0.4 △ 34,200 △ 4.0

地 域 生 活 排 水 特 別 会 計 191,000 0.1 192,000 0.1 △ 1,000 △ 0.5

福井駅周辺整備特別会計 443,000 0.2 719,000 0.3 △ 276,000 △ 38.4

特 別 会 計 合 計 69,981,000 34.0 70,345,000 34.3 △ 364,000 △ 0.5

下 水 道 事 業 会 計 18,366,000 8.9 18,250,000 8.9 　 116,000 　 0.6

ガ ス 事 業 会 計 3,735,000 1.8 3,618,000 1.8 　 117,000 　 3.2

水 道 事 業 会 計 7,460,000 3.6 7,700,000 3.7 △ 240,000 △ 3.1

簡 易 水 道 事 業 会 計 582,000 0.3 0 0.0 　 582,000 　 皆増

企 業 会 計 合 計 30,143,000 14.6 29,568,000 14.4 　 575,000 　 1.9

総 額 206,045,000 100.0 205,203,000 100.0 　 842,000 　 0.4

平成 31 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，％）

31年度予算額 構 成 比 30年度予算額 構 成 比

1 市　税 45,228,000 42.7 44,627,000 42.4 　 601,000 　 1.3

2 地方譲与税 877,000 0.8 900,000 0.9 △ 23,000 △ 2.6

3 利子割交付金 100,000 0.1 90,000 0.1 　 10,000 　 11.1

4 配当割交付金 200,000 0.2 130,000 0.1 　 70,000 　 53.8

5 株式等譲渡所得割交付金 135,000 0.1 140,000 0.1 △ 5,000 △ 3.6

6 地方消費税交付金 5,350,000 5.1 5,240,000 5.0 　 110,000 　 2.1

7 ゴルフ場利用税交付金 25,000 0.0 34,000 0.0 △ 9,000 △ 26.5

8 自動車取得税交付金 150,000 0.1 350,000 0.3 △ 200,000 △ 57.1

9 環境性能割交付金 40,000 0.0 0 0.0 　 40,000 　 皆増

10 地方特例交付金 200,000 0.2 185,000 0.2 　 15,000 　 8.1

11 地方交付税 10,533,000 9.9 8,996,000 8.5 　 1,537,000 　 17.1

12 交通安全対策特別交付金 38,000 0.0 44,000 0.0 △ 6,000 △ 13.6

13 分担金及び負担金 228,378 0.2 289,910 0.3 △ 61,532 △ 21.2

14 使用料及び手数料 1,638,169 1.6 1,588,863 1.5 　 49,306 　 3.1

15 国庫支出金 15,979,558 15.1 14,182,580 13.5 　 1,796,978 　 12.7

16 県支出金 9,503,180 9.0 9,390,286 8.9 　 112,894 　 1.2

17 財産収入 111,050 0.1 82,676 0.1 　 28,374 　 34.3

18 寄附金 163,404 0.2 58,001 0.1 　 105,403 　 181.7

19 繰入金 297,598 0.3 1,905,748 1.8 △ 1,608,150 △ 84.4

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

21 諸収入 3,559,163 3.4 2,917,236 2.8 　 641,927 　 22.0

22 市　債 11,464,500 10.8 14,038,700 13.3 △ 2,574,200 △ 18.3

105,921,000 100.0 105,290,000 100.0  631,000  0.6歳 入 合 計

平成 31 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，％）

31年度予算額 構 成 比 30年度予算額 構 成 比

1 議会費 689,711 0.6 685,545 0.6 　 4,166 　 0.6

2 総務費 8,166,197 7.7 8,090,200 7.7 　 75,997 　 0.9

3 民生費 43,010,227 40.6 40,985,981 38.9 　 2,024,246 　 4.9

4 衛生費 6,003,334 5.7 5,449,005 5.2 　 554,329 　 10.2

5 労働費 438,251 0.4 489,947 0.5 △ 51,696 △ 10.6

6 農林水産業費 3,249,125 3.1 3,477,380 3.3 △ 228,255 △ 6.6

7 商工費 2,403,496 2.3 2,196,595 2.1 　 206,901 　 9.4

8 土木費 13,675,405 12.9 12,617,036 12.0 　 1,058,369 　 8.4

9 消防費 3,464,030 3.3 3,714,688 3.5 △ 250,658 △ 6.7

10 教育費 8,895,609 8.4 10,743,873 10.2 △ 1,848,264 △ 17.2

11 災害復旧費 17,400 0.0 7,500 0.0 　 9,900 　 132.0

12 公債費 15,808,215 14.9 16,732,250 15.9 △ 924,035 △ 5.5

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

105,921,000 100.0 105,290,000 100.0  631,000  0.6

款 別 比 較 増 減 額 増 減 率

歳 出 合 計
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（単位　千円，％）

31年度予算額 構 成 比 30年度予算額 構 成 比

1 人件費 18,187,048 17.2 18,295,639 17.4 △ 108,591 △ 0.6

2 物件費 14,929,628 14.1 13,796,124 13.1  1,133,504  8.2

3 維持補修費 560,985 0.5 702,851 0.7 △ 141,866 △ 20.2

4 扶助費 26,961,906 25.5 25,492,518 24.2  1,469,388  5.8

5 補助費等 9,020,417 8.5 10,140,168 9.6 △ 1,119,751 △ 11.0

6 普通建設事業費 8,723,637 8.2 7,838,284 7.5  885,353  11.3

1 補助 5,000,262 4.7 3,359,548 3.2  1,640,714  48.8

2 単独 3,723,375 3.5 4,478,736 4.3 △ 755,361 △ 16.9

7 災害復旧事業費 17,400 0.0 7,500 0.0  9,900  132.0

2 単独 17,400 0.0 7,500 0.0  9,900  132.0

9 公債費 15,808,215 14.9 16,732,250 15.9 △ 924,035 △ 5.5

10 積立金 6,513 0.0 13,062 0.0 △ 6,549 △ 50.1

12 貸付金 1,333,360 1.3 1,408,896 1.3 △ 75,536 △ 5.4

13 繰出金 10,271,891 9.7 10,762,708 10.2 △ 490,817 △ 4.6

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

105,921,000 100.0 105,290,000 100.0  631,000  0.6合 計

平成 31 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 28件 

 拡充事業 16件 

 〈  〉継続費設定 

《  》債務負担行為設定 

 

Ⅰ 快適に暮らすまち  
                               

政策１ まちなかの充実した都市機能により多様な人が集まるまちをつくる 

○拡    １ 市街地再開発事業等支援事業 ２,７１１,６１９ 

○拡    ２ 北陸新幹線建設整備事業 ５９２,７０１ 

   ３ 並行在来線開業準備事業 ９４１ 

○新    ４ 福井城址周辺整備事業 １０,５４２ 

○拡      ５ 足羽山魅力向上事業 ３９,４１０ 

６ 西開発周辺道路整備事業 １８８,４４０ 

７ まちなか賑わい創出事業 ５,８５０ 

 

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  

     ８ 未来につなぐ ふくい魅える化プロジェクト ２３,５００ 

○新      ９ テレワーク推進事業 １,７５０ 

○拡   １０ 福井でかなえる快適ライフ応援プロジェクト ２２,３６１ 

  １１ 居住推進支援事業 ３３,９６６ 

１２  里地・里山活性化事業 ２,０６０ 

○拡   １３ 地域コミュニティバス運行支援事業 ３５,２８３ 

 

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  

１４ 道路整備事業 １,２７５,１２０ 

１５ 河川・水路整備事業 ２１７,３５０ 

１６ 木造住宅耐震化促進事業 １６,０００ 

１７ 東安居団地整備事業 ２０２,４６３ 

 <４８０,０００> 

１８ 下水道整備事業 ３,７２８,３２１ 

○新   １９ 加茂河原ポンプ場更新事業 １,３４５,１００ 

 <９,６９１,８００> 

２０ 上水道整備事業 １,７８６,７８２ 

２１ 簡易水道整備事業 １３８,３００ 

２２ 都市ガス整備事業 ４３３,１９８ 
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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  

○新   ２３ 地域の未来づくり推進事業 ５８,３３４ 

○拡   ２４ 集落支援員事業 ３,２００ 

２５ 輝く女性の未来予想図事業 １,５００ 

 ２６ 国際化推進事業 １９,３２１ 

２７ ボランティア活動支援事業 ２,５２５ 

 ２８ 市民協働推進事業 ７,１７８ 

 

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 

○新   ２９ プレミアム付商品券事業 ３５９,８０１ 

 ３０ 子ども・子育て支援事業 ７,８３１,９３４ 

３１ 私立教育・保育施設等整備補助事業 ２８０,３９０ 

 ３２ 子ども医療費助成事業 ８１９,８９３ 

○拡   ３３ 子どもの居場所づくり・学習支援事業 ３,８３７ 

○新   ３４ ひとり親家庭就業・自立支援センター事業 ２,５８１ 

○新   ３５ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 ６,４００ 

○拡   ３６ 放課後児童健全育成事業 ５５３,５２７ 

３７ 障がい福祉サービス事業 ５,８００,０００ 

○新   ３８ 児童発達支援センター機能強化事業 １２,０００ 

○拡   ３９ 障がい者コミュニケーション支援事業 １２,９１８ 

○新   ４０ 養護老人ホーム施設整備補助事業 ５００,０００ 

○新   ４１ 軽費老人ホーム事務費補助事業 ２１１,８６６ 

  ４２ 介護予防・生活支援サービス事業 ７７５,６５６ 

○新    ４３ 休日急患センター（小児科）整備事業 ７,３９２ 

○拡    ４４ 風しん予防接種事業 ４３,３３６ 

○新    ４５ ふくっこ（妊娠・子育て）支援事業 ３,６６０ 

○新    ４６ 保健所運営事業 ３１５,７６３ 

 

政策６ 環境にやさしい持続可能なまちをつくる 

○拡   ４７ ごみ処理施設整備事業 １９３,４７３ 

○新    ４８ 廃棄物対策事業 １３,８２６ 

○新   ４９ 大気環境等保全事業 ２９,５３７ 

５０ クールチョイスふくい推進事業 １０,０２５ 
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政策７ 災害・事故に強い安全・安心なまちをつくる 

 ５１ 消防庁舎建設事業 ６２,３９４ 

○新   ５２ 防災センター展示・体験施設環境整備事業 ８,０００ 

５３ 消防車両整備事業 ８５,２１９ 

   ５４ 災害時マンホールトイレ整備事業 １１,４２０ 

○拡   ５５ 空き家対策事業 ６,９７８ 

○新   ５６ 大規模盛土造成地調査事業 ４,０００ 

 ５７ 除雪対策事業 ５８７,９４４ 

 

 

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 

 ５８ 園芸総合振興事業 ２２,４８０ 

○新   ５９ 農林水産物「ふくいブランド」構築事業 １８,０００ 

○新   ６０ 未来へつなぐ ふくいの農業・水産業活性化プロジェクト １８,３１０ 

６１ 新規就農者支援事業 ２９,９００ 

６２ 有害鳥獣対策事業 ３５,５８９ 

○新   ６３ 森林環境譲与税関連事業 ３６,６２１ 

６４ つくり育てる漁業推進事業 ２,７１５ 

○新   ６５ ミズダコ特産化支援事業 １,０００ 

 ６６ 施設園芸普及拡大事業 ６,９３２ 

 

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 

６７ テキスタイルマテリアル・グローアッププロジェクト ２０,０８１ 

  ６８ マーケット開発支援事業 ２２,６４７ 

６９ 企業立地支援事業 ５３５,１１０ 

 ７０ おいしいふくい推進事業 ７,３００ 

 ７１ 起業家支援事業 ８,９２１ 

○新   ７２ ふくい企業若手人財育成事業 ６４０ 

 ７３ Ｕ・Ｉターン就職推進事業 ５,２２１ 

７４ 就職支援事業 ２,５８８ 

○新   ７５ 働き方改革推進事業 １,４８７ 

 

政策 10 観光資源を磨き上げおもてなしの心があふれる観光のまちをつくる 

○新   ７６ 福井市観光振興計画改訂事業 ５,８７０ 

 ７７ 福井・永平寺周遊滞在型観光推進事業 ５,６１４ 
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○拡   ７８ インバウンド推進事業 ４,６４０ 

 ７９ 一乗谷ブランドイメージ向上事業 １４,１７４ 

８０ まちなか滞在推進事業 ４４,２９７ 

 ８１ 越前海岸体験・体感観光推進事業 ８,４７７ 

○新   ８２ 「宇宙技術および科学の国際シンポジウム」開催事業 ７,５７７ 

○拡   ８３ 福井観光コンベンションビューロー助成事業 ４５,０００ 

８４ 観光おもてなし推進事業 １,３００ 

 

 

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 

 ８５ 舞台調光装置整備事業 ９９,０００ 

 ８６ 名勝養浩館庭園魅力向上事業 １,８０９ 

 ８７ 大安寺建造物修理事業 １５,０００ 

８８ 美術館企画展事業 ２１,０００ 

８９ 歴史博物館企画展事業 １４,２５０ 

９０ 自然史博物館企画展事業 １,４９６ 

 

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 

 ９１ 英語活動推進事業 ４２,９３３ 

 ９２ 地域に生きる学校づくり推進事業 ２２,５２４ 

９３ 順化小学校･順化公民館複合化事業 ５５０,２００ 

   ９４ 社北小学校大規模改修事業 １１,８５０ 

〈４２８,７５０〉 

９５ 足羽中学校校庭整備事業 １２２,０００ 

○拡   ９６ 単独調理校給食調理等業務委託事業 １２６,３７３ 

９７ 学校給食施設整備事業 １６,５４５ 

９８ ジビエ普及促進事業 ２５０ 

９９ いきいきサポーター配置事業 １０４,１１８ 

 

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 

１００ 公民館建設事業 ５５０,７００ 

１０１ 生涯スポーツ推進事業 １,１４６ 
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総合計画を推進するために   

○新  １０２ 総合行政情報システム事業（第３期） １１,２６７ 

《３,５５０,４２９》 

○新  １０３ 施設マネジメント推進事業 ２８,５４７ 

１０４ ふるさと納税推進事業 ５３,２４４ 

○拡  １０５ コンビニ交付システム整備事業 ７,６５２ 

○新  １０６ 包括外部監査事業 １２,９９２ 
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主 要 事 業 の 説 明 
 

Ⅰ 快適に暮らすまち 

 

政策１ まちなかの充実した都市機能により多様な人が集まるまちをつくる 

 

○拡  １ 市街地再開発事業等支援事業 (都市整備室) ２,７１１,６１９千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

1,355,000 655,000 588,500  113,119 

 

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

口の増加やまちなかの賑わい創出を図ります。 

【事業概要】 

（１）中央 1 丁目 10 番地地区優良建築物等整備事業 

〔事業区域〕 中央 1 丁目地係 

〔事業年度〕 平成 27 年度～32 年度 

〔事業内容〕 調査設計計画費（建築設計費）、 

共同施設整備費（工事費）に対する補助 

（２）駅前電車通り北地区Ａ街区市街地再開発事業 

〔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（建築設計費、地盤調査費、権利変換計画作成費用）、

土地整備費（補償費）に対する補助 

○新（３）駅前電車通り北地区Ｂ街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 31 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）に対する補助 

（４）駅前南通り地区市街地再開発事業 

〔事業区域〕 中央 1 丁目地係 

〔事業内容〕 基本計画等作成に対する補助 

 

 

○拡  ２ 北陸新幹線建設整備事業 (新幹線推進室) ５９２,７０１千円 

財源

内訳 

 県 市債 その他 一般財源 

 38,000 463,900  21,901 68,900 

 

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を行います。 

  【事業概要】 

（１）北陸新幹線建設整備負担金 

〔事業主体〕 （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

〔事業期間〕 平成 24 年度～36 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 
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（九頭竜川橋りょう、森田・中藤島・啓蒙・旭・木田・六条・文殊地区 

高架橋等） 

（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、中藤地区 

〔事業内容〕 道路改良、用排水路改修、集会施設新築 

（３）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、付替工事を実施 

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

 

 

３ 並行在来線開業準備事業 (新幹線推進室) ９４１千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    941 

 

平成 34 年度末の並行在来線開業に向けた経営計画の策定にあたり、利用促進策を検討します。 

    【事業概要】 

      〔事業内容〕 先進地視察、利用促進策の研究 

 

 

○新  ４ 福井城址周辺整備事業 (都市整備室) １０,５４２千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

5,120 2,560 2,300  562 

 

市民や来街者が福井城址周辺の散策を楽しめるよう、お堀周辺の歩行者空間を整備します。 

【事業概要】 

〔対象路線〕 お堀端の御本丸緑地 延長約 350ｍ、市道中央 1-361 号線 延長約 70ｍ 

〔事業内容〕 測量、詳細設計等 

 

 

○拡  ５ 足羽山魅力向上事業 (足羽山公園事務所) ３９,４１０千円 

財源

内訳 

国  市債 その他 一般財源 

16,800  15,800 980 5,830 

                                

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

足羽山の魅力向上を図ります。 

【事業概要】 

     （１）足羽山公園整備       36,210 千円 

         園路整備（130ｍ）         

遊園地遊具更新（3 基）           

公園樹木植栽および誘導サイン整備      

（２）シャトルバス運行事業     3,200 千円 

   運行期間  4 月上旬 ～ 5 月、9 月中旬～11 月中旬 

   運行ルート 給水管理事務所 ～ 足羽山公園遊園地 

 

 

６ 西開発周辺道路整備事業 (駅周辺整備課) １８８,４４０千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

78,375  96,000  14,065 

 

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

     〔施行区間〕 都市計画道路 志比口開発線 

〔延  長〕 810ｍ 

〔施行期間〕 平成 27 年度～32 年度 

 

 

   ７ まちなか賑わい創出事業 (商工振興課) ５,８５０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    5,850 

     

まちなかの賑わいの創出と集客力の向上を図るため、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       
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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 

 

８ 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) ２３,５００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

11,750    11,750 

 

    都市部から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、新たな創造を生み出すことができる環境を創出します。また、これ

らの取組を全国に発信し、本市への持続的な人の流れを作ります。 

    【事業概要】 

（１）福井のものづくり技術とデザインとの融合によるイノベーションを創出 

・本市の技術に都市部のデザイナーやクリエイターの創造力を掛け合わせ、新事業

創造を促進 

・地元中小企業の企業経営者や若手人材の参画により、企業の人材育成と新規事業

展開を支援 

     （２）本市の魅力の発信による認知度、知名度の向上 

        ・メディアの発信力やＳＮＳを活かしたプロモーション 

 

 

○新  ９ テレワーク推進事業 (まち未来創造室) １,７５０千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

500   500 750 

 

越廼地区のテレワーク拠点を活用して都市部から地方への人や仕事の新しい流れを創出し、

地域活性化や産業振興につなげます。 

    【事業概要】 

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

     〔事業内容〕 

      （１）越廼サテライトオフィスの利活用促進   

        ・都市部の企業や個人ワーカーの誘致に向けたＰＲの実施 

        ・越前海岸エリアの観光資源を活かした受入メニューの開発 

（２）空き家を活用した体験居住拠点づくり  

・越廼地区の空き家を活用して居住拠点を設け、トライアルステイの実施等による

交流や移住定住を促進 

 

 

○拡  １０ 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)  ２２,３６１千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 15,000   7,361 

  

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

て本市への関心を高めるとともに、東京圏からの移住を促進するための支援メニューを新たに

設け、Ｕ・Ｉターンを促進します。 

    【事業概要】 

○新（１）移住支援金支給事業   

〔事業内容〕 東京圏からの移住者に対して移住支援金を支給      

     〔補助対象者〕以下の要件を全て満たす者 

①連続して直近 5 年以上、東京 23 区に在住または東京圏在住で 

23 区に通勤する者 
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②本市に移住して対象中小企業に就業した者 

       〔支給額〕  １世帯あたり 100 万円 

（２）若年女性への移職住サポート事業    

   〔事業内容〕 県外からの移住や本市での就業を目指す女性に対する助成 

  〔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 歳以下の女性（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 

○拡（３）福井の住みよさＰＲ強化事業    

  〔事業内容〕 連携中枢都市圏の圏域市町と連携して福井の住みよさを広くＰＲし、

交流・移住を促進 

①移住交流イベントへの共同出展等 

②東京事務所を活用した情報発信 

③圏域連絡会議の設置 

 

 

１１ 居住推進支援事業 (住宅政策課) ３３,９６６千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

15,292 4,835   13,839 

 

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

空き家の利活用に関する取組に対し支援します。 

    【事業概要】 

（１） 移住・定住サポート事業       

〔事業内容〕                          （単位：千円） 

補助対象 

区分 

補助の内容 
補助額（限度額） 

補助要件 対象区域 

建設 

取得 

多世帯同居 
居住環境 

再構築区域 

１戸当たり 50 万円 

（Ｕ・Ｉターン 10 万円加算） 

多世帯近居 居住誘導区域 1 戸当たり 30 万円 

上記以外 
居住環境 

再構築区域 

1 戸当たり 50 万円 

（Ｕ・Ｉターン世帯のみ） 

リフォーム 多世帯同居 

居住環境 

再構築区域 
1 戸当たり 80 万円 

補助対象経費の

1/3 以内 
上記以外 1 戸当たり 50 万円 

家賃 

若
年
・
子
育

て
世
帯
の
み 

特定公共 

賃貸住宅への

入居 

福団地Ｂ棟、

新田塚団地Ｃ

棟 

月額 2 万 5 千円 

（県外からのＵ・Ｉターン 1 万円加

算） 
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     （２）空き家循環利用促進事業       

〔事業内容〕 

補助対象 

区分 
補助の内容 補助額（限度額） 

取得 
県外からの U・I ターン世帯や若年夫婦・ 

子育て世帯の空き家購入への補助 

50 万円 

（再構築区域の場合は

10 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 

（市内世帯） 

１戸当たり 50 万円 

（Ｕ・Ｉターン世帯 

子育て世帯） 

上記のうち再構築区域

の場合は 10 万円加算 

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 

 

     （３）その他パンフレット作成費等           

 

 

１２ 里地・里山活性化事業 (農政企画室) ２,０６０千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 1,016   1,044 

 

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

【事業概要】  

（１）殿下地区（平成 28 年度～継続）             

（事業実施主体：うららの殿下委員会） 

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 

（２）美山芦見地区（平成 29 年度～継続）      

（事業実施主体：里山自然塾芦見企業組合） 

        耕作放棄地を活用した霊芝・原木まいたけの農園を整備 

（３）鷹巣地区高須町（新規）           

（事業実施主体：高須町中山間集落協定） 

        耕作放棄地を活用したそば・ゆずの農園を整備 

（４）美山地区蔵作町（新規）               

（事業実施主体：蔵作農業振興会） 

        耕作放棄地を活用したしょうが農園を整備 

（５）清水地区大森町（新規）           

（事業実施主体：大森睦月ファーム）                         

 地域内で廃棄されている農産物の有効活用のため無人直売所を整備 

（６）棗地区白方町（新規）            

（事業実施主体：三里浜オリーブ生産組合）                         

 耕作放棄地を活用したヤギの放牧を行い、交流型体験農園として開放 
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○拡  １３ 地域コミュニティバス運行支援事業 (地域交通課) ３５,２８３千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    35,283 

 

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

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

    【事業概要】 

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

〔試行運行地域〕   森田（平成 30 年度から運行） 

東郷（平成 31 年度から運行予定） 
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政策３ 強靭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 

 

１４ 道路整備事業 (道路課) １,２７５,１２０千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

190,960  983,600  100,560 

 

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            509,100 千円 

①道路補修事業                    

老朽化した舗装や側溝等の補修 

②側溝改修事業 

経年変化により劣化した側溝の更新 

③避難道路整備事業            

 津波発生時の避難用道路の整備 

④橋りょう補修事業               

老朽化した橋りょうの補修                                （単位：千円） 

区分 路線名 事業費 

補助 

 

桜橋線（桜橋） 

87,500 

西部 1-379 号線（西部 1-379-和布） 

南部 2-326 号線（南部 2-326-栃泉） 

東部 2-190 号線（東部 2-190-殿下） 

西部 1-131 号線（西部 1-131-両橋屋） 

中央 1-120 号線（中央 1-120-照手 1） 

中央 2-289 号線（中央 2-289-文京 3） 

南部 1-783 号線（南部 1-783-森行） 

西部 1-107 号線（西部 1-107-布施田） 

市道 206 号線（市道 206-杉谷） 

西部 2-104 号線（西部 2-104-武周） 

大谷南野津又-野波線（大谷南野津又-野波） 2,000 

単独 橋りょう台帳修正 1,000 

計 90,500 

              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） 76,000 

 

（２）道路舗装事業                429,000 千円 

舗装新設、舗装復旧等 

（３）歩道整備（バリアフリー）事業         89,800 千円 

   既設歩道のバリアフリー化、幅員の狭い歩道の拡幅 
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                          （単位：千円） 

区分 路線名 事業費 

補助 

高木市場線 

89,800 
豊島木田線 

環状西線（社南） 

福井駅北通線 

計 89,800 

 

（４）道路橋りょう改築事業                  246,020 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） 

95,400 

川西国道線 

西部 1-13 号線ほか 1 路線 

福井川西線（雪寒） 

環状西線（変則交差点） 

東部 1-293 号線ほか 1 路線 

環状西線（雪寒） 

単独 南部 2-220 号線ほか 55,000 

計 150,400 

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（道路） 5,400 

八ツ俣線 （道路） 85,400 

  ③道路橋りょう改築負担金 

河川改修に伴う橋りょうなどの整備の負担         （単位：千円） 

区分 路線名 事業費 

補助 西部 1-196 号線（大橋） 4,820 

 

     （５）地下道冠水対策事業                     1,200 千円 

         地下道排水設備等の更新 

               

 

１５ 河川・水路整備事業 (河川課) ２１７,３５０千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

15,000 15,000 152,300  35,050 

 

    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              172,150 千円 

     （２）馬渡川整備事業               45,200 千円 

        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〕 護岸工外 



- 21 - 
 

１６ 木造住宅耐震化促進事業 (建築指導課) １６,０００千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

8,000 4,000   4,000 

 

    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 5 月 31 日以前に建築された一戸建て木造住宅 

〔補 助 額〕 （１）耐震診断補助 

            耐震診断および補強プラン作成に関する費用の一部を補助 

       （２）耐震改修補助 

全体改修：耐震改修工事に要する費用の 80％（上限 100 万円） 

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

 

 

１７ 東安居団地整備事業 (市営住宅課) ２０２,４６３千円 

〈４８０,０００千円〉 

財源

内訳 

国  市債 その他  

90,882  105,600 5,981  

                               

    安全で快適な住環境を提供するため、耐震性が低い東安居団地の建て替えを進めます。 

    【事業概要】 

 〔建 設 地〕 豊岡 2 丁目地係 

 〔構造規模〕 鉄筋コンクリート造 5 階建て一部 3 階 

 〔戸   数〕 23 戸 

        （平成 31 年度～32 年度の継続費設定）〈480,000 千円〉 

 

 

１８ 下水道整備事業 (下水管理課) ３,７２８,３２１千円 

財源

内訳 

国 
 

企業債 その他 
 

762,350 
 

2,484,900 481,071 
 

 

    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  96.4％    

     （２）処理人口      230,732 人    

     （３）年間処理水量   62,050,000 ㎥    

     （４）一日平均処理水量  170,000 ㎥    

     〔事業内容〕 

①下水道未普及地区の管渠整備 

②側溝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 
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○新  １９ 加茂河原ポンプ場更新事業 (下水施設課) １,３４５,１００千円 

〈９,６９１,８００千円〉 

財源

内訳 

国 
 

企業債 その他 
 

667,300 
 

664,800 13,000 
 

 

 

    排水区域内の浸水被害の軽減を図るため、老朽化した加茂河原ポンプ場の全面的な更新を行

います。 

    【事業概要】 

     〔所 在 地〕 明里町地係 

     〔事業期間〕 平成 31 年度～36 年度 

           （平成 31 年度～35 年度の継続費設定）〈9,691,800 千円〉 

     〔建物概要〕 構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上 2 階 地下 1 階 

     〔設備概要〕 ポンプ能力 汚水  0.967 ㎥/秒 

 雨水 12.962 ㎥/秒 

     〔事業内容〕 31 年度：土木工事、燃料タンク仮設工事等 

            32～36 年度：土木工事、建築工事、電気機械設備工事、排水樋管工事等 

 

 

２０ 上水道整備事業 (企業局) １,７８６,７８２千円 

財源

内訳 

国  企業債 その他 自己財源 

72,000  800,000 85,180 829,602 

 

    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、水道施設の更新・耐震化を進めます。 

    【事業概要】 

 （１）給水栓数     105,794 栓  

 （２）年間配水量  33,218,000 ㎥  

 （３）１日平均配水量   90,760 ㎥  

〔事業内容〕 

   ① 水道施設の更新・耐震化 

   ② 老朽管布設替の促進 

   ③ 公共事業関連の配水管整備の促進 

 

 

２１ 簡易水道整備事業 (簡易水道課) １３８,３００千円 

財源

内訳 

  企業債 その他 一般財源 

  130,300 1,748 6,252 

 

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

を効率的に管理するため、施設の統合を進めます。 

    【事業概要】 

 （１）給水栓数     1,906 栓  

 （２）年間配水量   698,000 ㎥  

 （３）１日平均配水量  1,907 ㎥  

〔事業内容〕 

   ① 簡易水道施設の統合 

   ② 簡易水道施設の整備・改良 

   ③ 簡易水道施設の更新 
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２２ 都市ガス整備事業 (企業局) ４３３,１９８千円 

財源

内訳 

   その他 自己財源 

   155 433,043 

 

    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 22,011 戸  

 （２）年間供給量 17,284,000 ㎥  

（３）１日平均供給量  47,224 ㎥  
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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 
 

○新  ２３ 地域の未来づくり推進事業 (まち未来創造室） ５８,３３４千円 

 

 

 

    住民自らが地域の未来を考え、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します。 

    【事業概要】 

（１）地域の未来づくり推進事業補助金           

コース 対 象 内  容 助 成 額 

地域 

づくり 

まちづくり組織 

（1 地区 1 組織） 

・地域の魅力を高めるまちづく

り事業 

・市外まちづくり団体･地域住民

との交流、情報発信事業 

補助対象経費の 65/100 以内 

地区指定ふるさと納税を上乗せ 

ビジョン有：上限 1,200 千円 

ビジョン無：上限 800 千円 

ビジョン策定 

・地区の現状や課題、将来に向

けた取組計画の策定事業 

補助対象経費の 10/10 

上限 100 千円 

課題解決 

・ビジョンに基づき、新たに地

区の課題を解決していく事業 

補助対象経費の 10/10 

上限 200 千円 

若手 

育成 

概ね 16歳～40歳

代を中心とした

まちづくり活動

グループ 

まちづくりの新たな担い手であ

る若者が事業実施主体となり、

地域を活性化させる事業 

補助対象経費の 65/100 

１組織につき上限 250 千円 

各団体が集めた事業指定ふるさ

と納税を上乗せ 

地域 

連携 

2地区以上で構成

される連携組織 

統一テーマのもとに地区間で連

携し、広域的に取り組むことで

効果や継続性が見込まれるまち

づくり事業 

補助対象経費の 65/100 以内 

1 組織につき 

上限 180 千円×地区数 

(1,000 千円を上限とする) 

 

     （２）まちづくりお助け隊事業           

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

        登録し、要望に応じて依頼団体に派遣する。 

 

 

○拡  ２４ 集落支援員事業 (まち未来創造室） ３,２００千円 

 

 

 

    住民減少・高齢化により、コミュニティの維持が難しくなっている集落等に集落支援員を配

置し、地域コミュニティの維持を図ります。 

    【事業概要】 

     ①地域集落支援員      

     〔配置〕美山 芦見地区、上味見地区 

     〔活動内容〕中山間地の活性化 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 2,600  55,443 291 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 1,600   1,600 
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   ○新  ②特定集落支援員    

     〔配置基準〕中山間地等の集落単位 

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

     〔活動内容〕集落の維持、自治会運営のサポート 

      

 

２５ 輝く女性の未来予想図事業 (女性活躍促進課) １,５００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

750    750 

 

「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「ライフデザインカード（仮称）」を使用した出前講座の開催 

②女性のキャリア意欲向上研修会の開催 

    （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市内企業へのコンサルタント等の派遣 

③女性が輝く職場をつくる研究会「福女 Lab」の開催 

 

 

２６ 国際化推進事業 (おもてなし観光推進室) １９,３２１千円 

財源

内訳 

   その他  

   19,321  

   

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）姉妹友好都市等派遣・受入                      

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

（保育園、幼稚園等での国際理解教育、情報発信) 

 

 

２７ ボランティア活動支援事業 (市民協働・ボランティア推進課） ２,５２５千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   580 1,945 

 

     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             
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２８ 市民協働推進事業 (市民協働・ボランティア推進課） ７,１７８千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

      6,333 845 

 

     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         

     （４）ＮＰＯ基盤強化セミナー             

     （５）「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 

 

○新  ２９ プレミアム付商品券事業   

 (地域福祉課、子ども福祉課、商工振興課)  ３５９,８０１千円 

財源

内訳 

国     

359,801     

 

    消費税・地方消費税率引上げによる低所得者・子育て世帯の負担を緩和するとともに、消費

を喚起するため、低所得者・子育て世帯に対しプレミアム付商品券を発行します。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 プレミアム付商品券に係る事業費 

〔対象者〕 （１）平成 31 年度住民税非課税者   

〔対象者〕 （２）3 歳未満の子が属する世帯の世帯主 

〔制度概要〕  購入限度額 

①住民税非課税者 券面額 2.5 万円分（販売額 2 万円） 

②3 歳未満世帯主 券面額 2.5 万円分（販売額 2 万円）×3 歳未満の子の数 

 

 

  ３０ 子ども・子育て支援事業 (子育て支援室) ７,８３１,９３４千円 

財源

内訳 

国 県 負担金 その他 一般財源 

2,788,459 1,878,353 161,555 23,089 2,980,478 

 

    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           829,000 千円 

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

          ※広域入所分（連携中枢都市圏事業）  

〔事業対象〕私立保育園 

     （２）私立教育・保育施設給付事業     6,390,000 千円 

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

して運営費を給付 

  ※広域入所分（連携中枢都市圏事業） 

      〔事業対象〕私立認定こども園 

私立幼稚園 

     （３）私立教育・保育施設運営費補助事業   376,056 千円 

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

充実に要する経費を補助 

      〔事業対象〕私立保育園 

私立認定こども園 

私立幼稚園     

     （４）一時預かり事業             190,000 千円 

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

預かりを実施 

     （５）すみずみ子育てサポート事業       46,878 千円 

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

を行うことが困難な保護者を支援 

  〔事業内容〕一時的保育、保育園等への送迎、家事代行などの支援 

      〔事 業 所〕一時預かり 10 事業所、家庭援助 3 事業所 
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３１ 私立教育・保育施設等整備補助事業 (子育て支援室) ２８０,３９０千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

219,631 19,119 33,300  8,340 

                            

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。また、安全性に問題のあるブロック塀等の撤去、再

設置、改修にかかる工事費に対して補助を行います。 

    【事業概要】 

     （１）施設整備 

      〔対象施設〕私立幼稚園型認定こども園  1 園 

私立幼保連携型認定こども園 1 園 

（２）ブロック塀整備 

      〔対象施設〕私立認定こども園 2 園 

 

 

３２ 子ども医療費助成事業 (子ども福祉課) ８１９,８９３千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 294,794  2,026 523,073 

 

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

費を助成します。 

    【事業概要】 

（１）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 

 

 

○拡  ３３ 子どもの居場所づくり・学習支援事業 (子ども福祉課) ３,８３７千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

1,743   350 1,744 

 

    子どもの貧困対策の観点から、貧困の連鎖を防止するため、学習支援や居場所づくりの支

援を行います。 

    【事業概要】 

  （１）子どものまなび支援事業         

        子どもの基本的な生活習慣の習得や学習支援、家庭への巡回による養育支援 

〔対象者〕 

生活困窮世帯（生活保護世帯含む）、就学援助受給世帯および児童扶養手当受

給世帯の小中学生 

     （２）地域子どもの居場所づくり支援事業    

         寄附金により教材や図書、学用品等を購入し、民間団体が実施する子どもの居

場所づくりに関連する取組に対し支援 

      〔対象者〕子ども食堂や学習支援事業など、子どもの居場所づくりに取り組む民間団体 
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○新  ３４ ひとり親家庭就業・自立支援センター事業 (子ども福祉課) ２,５８１千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

1,278    1,303 

 

    ひとり親家庭における生活の安定と児童福祉の増進を図るため、養育費や就労相談などの支

援を総合的に行います。 

    【事業概要】 

     〔対 象 者〕ひとり親家庭の父および母ならびにその児童 

     〔事業内容〕 

（１）養育費等支援事業                

ひとり親家庭の親への養育費確保のための支援 

      （２）広報啓発・公聴事業 

         ひとり親家庭の親へ支援施策の周知                

      （３）女性相談および母子・父子自立支援プログラム策定事業   

         離婚やＤＶなど女性が抱える悩みについて相談および自立促進のための支援 

         

 

○新  ３５ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 (子ども福祉課) ６,４００千円 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  1,675 3,799 926 

 

    ひとり親家庭等の経済的自立の助成と児童の健やかな育成を支援するため、各種資金の貸

付けを行います。 

    【事業概要】 

〔対象者〕 

        ひとり親家庭の母および父で児童を扶養している者 

        寡婦 

        その他（母子父子福祉団体など） 

     〔貸付の種類〕 

        ①事業開始資金 ②事業継続資金 ③修学資金 ④修業資金 ⑤就学支度資金 

⑥技能習得資金 ⑦医療介護資金 ⑧生活資金 ⑨住宅資金 ⑩転宅資金 

⑪就職支度資金 ⑫結婚資金 

 

 

○拡  ３６ 放課後児童健全育成事業 (学校教育課) ５５３,５２７千円 

財源

内訳 

国 県 市債 その他 一般財源 

178,676 178,676 5,900 1 190,274 

 

    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設置・運営を行います。 

    【事業概要】 

     （１）放課後児童クラブ設置事業 

〔事業内容〕 受入児童数の増加が見込まれる児童クラブの拡充 

〔整備箇所〕 2 カ所 和田地区（和田小学校内） 

円山地区（円山小学校内） 

  （２）放課後児童会および放課後児童クラブ運営事業 

     〔事業内容〕 ①放課後児童会、児童クラブの運営委託料     

            ②事務諸経費等（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 
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     〔運 営 数〕 ①放課後児童会 29 カ所、②放課後児童クラブ 53 カ所 

 

 

３７ 障がい福祉サービス事業 (障がい福祉課) ５,８００,０００千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

2,900,000 1,450,000   1,450,000 

 

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

法に基づく障がい福祉サービスを提供します。 

    【事業概要】 

     〔対 象 者〕身体、知的、精神に障がいをもつ者 

     〔年間利用延べ人数〕 50,000 人（平成 31 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：障害児を対象とした通所等のサービス 

（５）相談支援サービス：障害福祉サービス利用等に対する相談支援サービス 

 

 

○新  ３８ 児童発達支援センター機能強化事業 (障がい福祉課) １２,０００千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

6,000 3,000   3,000 

 

    障がい児支援の拠点である児童発達支援センターの機能について、児童や保護者への対応を

強化することで、障がい児支援の拡充を図ります。 

    【事業概要】 

〔主な強化事業〕 

（１）相談しやすく、柔軟に対応が可能な相談窓口の開設 

（２）早期発見・早期支援 

（３）不登校児等への支援 

（４）地域の事業所への支援 

 

 

○拡  ３９ 障がい者コミュニケーション支援事業 

  (障がい福祉課、広報課、議会事務局) １２,９１８千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

4,260 2,129   6,529 

 

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

が言語であることへの理解の促進およびコミュニケーション手段の普及を図ります。 

    【事業概要】 

〔主な事業〕 

（１）多様なコミュニケーション手段での情報発信・情報提供 

① 本会議等手話通訳事業  

定例会一般質問のインターネット配信映像に手話通訳映像をワイプ挿入 

② 市長記者会見手話通訳事業     

市長記者会見のインターネット配信映像に手話通訳映像をワイプ挿入 

  ③ 声の広報等発行（市政広報・市議会だより）    
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（２）手話が言語であることへの理解促進、多様なコミュニケーション手段の普及 

① 条例普及啓発事業（市民向けセミナーの開催） 

② 手話普及促進テレビＣＭ放映（ケーブルテレビ） 

（３）多様なコミュニケーション手段を利用しやすい環境づくり 

① 手話通訳者等派遣事業      

② 遠隔手話通訳事業 

（４）多様なコミュニケーション手段の支援者の確保・養成 

① 手話奉仕員養成研修             

（５）市内教育機関の児童生徒等を対象とした障がい理解促進 

 

 

○新  ４０ 養護老人ホーム施設整備補助事業 (地域包括ケア推進課） ５００,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  400,000  100,000 

 

ふれ愛園民間移譲計画に基づき、養護老人ホームの改築を支援します。 

【事業概要】 

養護老人ホーム整備補助金     500,000 千円 

    民間移譲した社会福祉法人に対し、施設の改築整備費を補助 

   〔補助割合〕 補助対象経費の 3/4 から県補助金額を差し引いた額（上限 500,000 千円） 

   

 

○新  ４１ 軽費老人ホーム事務費補助事業 (地域包括ケア推進課） ２１１,８６６千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    211,866 

 

中核市移行に伴い、市内に所在する軽費老人ホームの運営にかかる経費に対して補助します。 

【事業概要】 

国が定めた基準に基づき、軽費老人ホームの規模に応じた事務費基準額と、運営法人が入居

者から徴収する利用料金との差額を補助 

〔対象施設〕 市内の軽費老人ホーム 9 施設 

 

 

４２ 介護予防・生活支援サービス事業 (地域包括ケア推進課) ７７５,６５６千円 

財源

内訳 

国 県 支払基金 介護保険料 一般財源 

227,633 96,957 209,426 144,683 96,957 

 

    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 

 

    



- 32 - 

 

○新  ４３ 休日急患センター（小児科）整備事業 (健康管理課) ７,３９２千円 

財源

内訳 

 県    

 7,392    

 

    休日急患センター内の小児科（福井県こども急患センター）を 2 階へ移転し、十分な広さの

診察室や待合室を確保することで、利用者の利便性向上を図ります。 

    【事業概要】 

〔事業内容〕  

休日急患センター2 階改修工事およびエレベーター設置に係る設計業務委託 

 

 

○拡  ４４ 風しん予防接種事業 (健康管理課)  ４３,３３６千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

14,401    28,935 

 

    風しんの感染拡大を防ぐため、抗体保有率の低い 39～56 歳男性を対象に、抗体検査と抗体陰

性者への予防接種を無料で実施します。 

    【事業概要】 

〔対象者〕 

  昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日までに生まれた男性（約 32,000 人） 

〔実施時期〕 

  平成 31 年度から 3 年間 

 

 

○新  ４５ ふくっこ（妊娠・子育て）支援事業 (健康管理課) ３,６６０千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

1,415 814   1,431 

 

    保健センター内に母子保健の拠点として、妊娠・子育てサポートセンター「ふくっこ」を開

設し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を充実させます。 

【事業概要】 

〔事業内容〕 

（１）母子専用相談窓口の設置  

（２）妊産婦等の支援プラン策定  

（３）妊娠・出産・子育て相談の充実  

（４）育児教室などの充実   

（５）産後ケア事業の実施   

 

 

○新  ４６ 保健所運営事業 (保健所準備課) ３１５,７６３千円 

財源

内訳 

国 県  その他 一般財源 

85,529 13,985  23,294 192,955 

 

    地域保健の拠点となる市保健所を開設し、継続的に保健衛生サービスを提供します。 

    【事業概要】 

（１）保健所総務事業               29,245 千円 

      〔主な事業〕 

① 保健所業務運営事業      

保健所の維持管理等（施設賃借料、施設維持管理費ほか） 
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② 医事薬事事業             

医療機関、薬局等における許可・届出等、監視指導等 

（２）予防事業                  64,094 千円 

〔主な事業〕 

① 感染症対策事業          

感染症患者移送車およびアイソレータ購入、エイズ対策、風しん抗体検査等 

② 検査事業             

保健所の衛生検査業務（感染症、食品衛生等）に係る県衛生環境研究センターへの

業務委託 

③ 肝炎対策事業           

④ 結核対策事業           

（３）保健支援事業                186,631 千円 

〔主な事業〕 

① 小児慢性特定疾病児童支援事業   

小児慢性特定疾病児童およびその家族に対する相談・指導の実施、医療費助成 

② 不妊治療支援事業         

 特定不妊治療費用の一部助成 

③ 難病支援事業            

 難病患者およびその家族に対する相談 

（４）生活衛生事業                35,793 千円 

〔主な事業〕 

① 食品衛生事業           

 食中毒の予防および対応、食品関連事業に係る営業許可、監視指導等 

② 動物愛護推進事業         

 県動物管理指導センターへの動物愛護管理業務の委託、猫の不妊手術費助成等 

③ 狂犬病予防事業           

 犬の登録および狂犬病予防注射接種 
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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 

 

○拡  ４７ ごみ処理施設整備事業 (清掃清美課） １９３,４７３千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

45,093  49,200  99,180 

 

     新たなごみ処理施設の整備に向けて、環境影響評価の現地調査や施設の基本設計などを実

施するとともに、周辺環境整備を行います。 

     【事業概要】 

      （１）環境影響評価手続  

      （２）都市計画素案作成支援事業 

      （３）新ごみ処理施設整備基本設計業務 

      （４）新ごみ処理施設整備に係る造成基本設計業務  

      （５）新ごみ処理施設整備に係る建設候補地測量業務 

      （６）新ごみ処理施設整備に係る地質調査業務 

      （７）新ごみ処理施設周辺整備事業     

 

 

○新  ４８ 廃棄物対策事業 (清掃清美課) １３,８２６千円 

財源

内訳 

   手数料 一般財源 

   2,671 11,155 

 

     中核市移行に伴い、産業廃棄物等に係る許可や事業者への指導、不法投棄監視などの業務

を実施します。 

     【事業概要】 

      （１）最終処分場水質検査業務            

      （２）ＰＣＢ廃棄物処理推進事業           

      （３）不法投棄監視カメラ設置              

         連携中枢都市圏域内の市境や河川敷等に監視カメラを設置する。 

      （４）不法投棄監視カメラ移設業務           

 

 

○新  ４９ 大気環境等保全事業 (環境課） ２９,５３７千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    29,537 

 

     中核市移行に伴い、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境測定、

および排出事業者の監視指導を実施します。 

    【事業概要】 

     （１）大気環境の常時監視 

・有害大気汚染物質の監視 

（２）ばい煙等発生施設への立入調査    

・ばい煙発生施設に係る排ガス調査 

・水銀発生施設に係る排ガス調査 

・揮発性有機化合物排出施設に係る調査 

・特定粉じん排出作業に係るアスベスト濃度調査 

（３）ダイオキシン類に係る常時監視      

・大気、水質（河川、底質、地下水）、土壌のダイオキシン類調査 
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（４）ダイオキシン類排出施設への立入調査    

・ダイオキシン類排出施設に係る排ガス検査 

 

 

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              

・ラッピングバスや商業施設でのＰＲ動画放映、実践ガイドブック等を活用した

啓発広報 

 （２）第 2 回高校生クールチョイス選手権の実施   

・市内高校生がクールチョイスに関するアイデアを競う大会 

（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 
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政策７ 災害・事故に強い安全・安心なまちをつくる 

 

５１ 消防庁舎建設事業 (消防総務課) ６２,３９４千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  59,300  3,094 

 

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 1,159 ㎡ 

                    構造    鉄骨造 2 階建 建築面積  250 ㎡ 

     〔事業期間〕 平成 29 年度～33 年度 

     〔事業内容〕 （仮称）Ｂ分署 実施設計・造成設計業務委託、造成工事等 

            （仮称）Ｄ分署 用地購入等 

      

 

○新  ５２ 防災センター展示・体験施設環境整備事業 (予防課) ８,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    8,000 

 

    防災センターを嶺北圏域における防火・防災に関する学習の場として位置付け、既存の展示・

体験施設を改修します。 

    【事業概要】 

     〔事業内訳〕 ①防災マジックビジョンの改修 

            ②防火・防災Ｑ＆Ａシステムの改修 

            ③防災映像シアター（現 津波映像システム）の改修 

        

 

５３ 消防車両整備事業 (救急救助課) ８５,２１９千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 81,000 3,600  619 

 

    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〕 ①消防ポンプ車      1 台 

            ②水槽付消防ポンプ車   1 台 

 

 

５４ 災害時マンホールトイレ整備事業 (危機管理室) １１,４２０千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  8,900  2,520 

 

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

下水道型マンホールトイレを整備します。 

【事業概要】 

災害時マンホールトイレの設置   2 地区  
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○拡  ５５ 空き家対策事業 (住宅政策課） ６,９７８千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

3,400 1,416   2,162 

 

    福井市空き家等対策計画に基づき、管理不全状態の空き家等の調査や、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や、新たに居住環境再構築区域内の耐震性

に懸念がある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 空き家等対策協議会の開催         

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    

補助対象 補助額 

特定空き家等 

延べ床面積×5,000 円または 

除却工事費の 1/2 のいずれか低い額 

（上限 50 万円） 

不良住宅等 

居住環境再構築区域内

の耐震性に懸念のある

空き家等 

         

 

 

○新  ５６ 大規模盛土造成地調査事業 (都市計画課) ４,０００千円 

財源

内訳 

国   その他  

2,000   2,000  

 

    市民の地震防災への意識高揚のため、大規模盛土造成地マップを作成し、公表します。 

【事業概要】 

〔事業内容〕 ①大規模盛土造成地の位置と規模の把握 

       ②大規模盛土造成地のマップ作成、公表 

 

 

５７ 除雪対策事業 (道路課) ５８７,９４４千円 

財源

内訳 

国 県 市債 その他 一般財源 

77,712 2,000 1,300 683 506,249 

 

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

す。 

   【事業概要】 

（１）道路除雪費                        544,000 千円 

冬期間の道路幅員の確保により雪に強い安全で快適な生活環境を提供 

（２）除排雪機械整備費補助事業           30,000 千円 

       除雪協力企業の除雪機械整備を支援 
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（３）小型除雪機購入補助事業              4,000 千円 

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

（４）消融雪設備改修事業                1,500 千円 

        老朽化し能力が低下した消雪ポンプ等の更新 

（５）自治会等協力路線支援事業            8,204 千円 

道路幅員が狭小で市の機械による除雪が困難な市が管理する道路において、 

地域住民の協力による除雪作業に対し協力金を交付  

（６）市民雪置き場支援事業               240 千円 

狭小幅員の市道降雪において、空き地を雪置き場として提供する地主に対し、 

当該土地に課される税額の一部を補助 

 

除雪対策費                  （単位：千円） 

区分 事 業 名 事業費 

補助 
道路除雪費 544,000 

小型除雪機購入補助事業 4,000 

単独 

除排雪機械整備費補助事業 30,000 

消融雪設備改修事業 1,500 

自治会等協力路線支援事業 8,204 

市民雪置き場支援事業 240 

計 587,944 
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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 

 

５８ 園芸総合振興事業 (農政企画室） ２２,４８０千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 19,550   2,930 

 

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

す。 

    【事業概要】 

（１）水田農業園芸導入事業              

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

施設や農業用機械等の整備に対し支援 

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

     （２）新規園芸産地育成事業                      

園芸の産地化を図るため、認定新規就農者が整備する施設等に対し支援 

〔補助割合〕 市 1/10 以内、県 1/3 以内     

 

 

○新  ５９ 農林水産物「ふくいブランド」構築事業 (農政企画室） １８,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    18,000 

         

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

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

【事業概要】 

（１）フードフェス開催                        

          圏域内の農林水産物・加工品や食文化をＰＲする交流体験型イベント「フードフ

ェス」を実施 

（２）地産地消ミールキットの創作・販売                  

      圏域内の旬な農林水産物を使用した地産地消ミールキットの創作・販売を実施 

（３）福福館等ＰＲ販売イベントの開催                   

   圏域内農林水産物・加工品を題材とした、福井市観光物産館「福福館」等での情

報発信や店舗販売強化、昼食メニューの考案・提供を実施 

（４）越前フェアの開催                         

    メディア等と連携し、首都圏飲食店での圏域内農林水産物・加工品を使用したメ

ニュー提供企画や生産者と都内飲食店のマッチングを実施 

（５）バイヤー・メディア取材等費用への支援                 

首都圏のバイヤー・メディア等が圏域内農林水産物・加工品の生産現場を視察・

取材する経費の一部を支援 

（６）えちぜん ご縁通信の発行                   

圏域内の農林水産物・加工品に関する生産者の声やレシピ、取引方法などを掲載

した冊子を制作し、首都圏の飲食店等に送付 

（７）沖縄大交易会への出展                       

香港や台湾、シンガポール、タイなど東アジアを中心とする海外バイヤーが参加

する日本最大級の個別商談会「沖縄大交易会」への出展支援 
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○新  ６０ 未来へつなぐ ふくいの農業・水産業活性化プロジェクト 

(農政企画室、林業水産課、園芸センター） １８,３１０千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

9,155    9,155 

 

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

活性化や稼ぐ力の創出を目指します。 

【事業概要】 

（１）プレーヤーの（担い手）発掘・育成            

①イベント出展および滞在型の体験・見学ツアーの開催    

首都圏等で開催される農業漁業の就業希望者向けイベント出展や、滞在型の体

験・見学ツアーの実施 

②新規就農者の市場リサーチ、首都圏での販路拡大      

都市圏の大規模市場や百貨店、イベントの見学等の実施 

③新規就農者向け研修会実施                     

栽培技術、経営のノウハウに関する研修や新たなアイディアに結びつく多様な研

修の開催 

④園芸生産推奨品目の生産拡大支援                 

市園芸生産推奨品目の生産拡大に取り組む農業者に対する種苗費の支援 

⑤小中学生向け農業体験の実施                   

小中学生の親子を対象とした、農業体験の実施 

（２）ブランド力の向上およびネクストブランドの創出・拡大 

①ブランドのブラッシュアップ                  

金福・銀福すいか、カーボロネロのＰＲ事業、きゃろふくや鷹巣梅の生産拡大事

業、オリーブの普及促進事業、バフンウニの閉鎖循環型養殖の実施 

     ②ふくい食材のブランド化                    

     リーフレット、ショップカードの作成および物産展等の開催 

③技術指導力の向上                      

         研修や視察を通して広い視野と先進的な技術を持つ職員の育成 

     ④スマートアグリ普及事業                     

スマートアグリの普及に向けた基礎データの作成 

（３）観光分野との連携                        

     ①マーケティング調査等の実施   

         学生による本市農林水産品のマーケティング調査を実施  

（４）売れる、儲かる仕組みづくり             

生産者と市場をつなぎ、マーケティングや販路開拓を担う「地域商社」の設立 

       ①地域商社設立に係る事務局の設置 

         本市に適した商社の考察や関係機関等の全体調整、資料作成、議事録作成、財務

モニタリング等の実施 

       ②地域商社設立に係る検討会の実施 

         設立に向けての勉強会を開催するとともに、先進地視察等の実施 

       ③地域商社のリーダーの招聘準備                

         優れた経営感覚（企画力、売り込む力、巻き込む力）を持つ適切な人材の確保に

向けた準備 

 

 

６１ 新規就農者支援事業 (農政企画室) ２９,９００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 25,725   4,175 
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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就農者に対し支援します。 

【事業概要】 

（１）農業次世代人材投資事業 

人・農地プランに位置付けられた青年就農者（45 歳未満の認定新規就農者）に対

し、年間最大 150 万円を最長 5 年間給付（夫婦で就農する場合は年間最大 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 歳未満の認定新規就農者に対し出身区分（農家、非農家）と就農期

間に応じて奨励金を給付 

［補助割合］ 市 1/2、県 1/2 

②住宅確保助成金 

県外出身の 45 歳以上 60 歳未満の認定新規就農者に対し、家賃の一部を助成 

［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支援 

     （３）市単独奨励金  

福井市外から市内へ転入した者で、市内で就農した場合または市内で就農するこ

とを目的として県内の研修施設等で研修の受講を始めた場合、300 千円/年（最長 2

年間）を給付。ただし、就農時または就農予定時の年齢が 60 歳未満の者。 

 

 

  ６２ 有害鳥獣対策事業 (有害鳥獣対策室） ３５,５８９千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 15,240   20,349 

 

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    

         市鳥獣害対策協議会への補助 

（２）捕獲有害獣処理対策事業  

         捕獲隊員による捕獲および捕獲獣の埋設に対する支援 

（３）有害鳥獣駆除対策事業    

         八幡山を中心としたカラスの捕獲等 

 

 

○新  ６３ 森林環境譲与税関連事業 (林業水産課） ３６,６２１千円 

財源

内訳 

 
 

  一般財源 

 
 

  36,621 

 

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

    【事業概要】 

（１）森林経営管理事業        
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① 森林所有者意向調査       

適切に管理されていない森林の所有者に対し意向調査等を実施 

② ふくいの森林整備             

  （ア）森林経営に適している森林において、森林経営体が間伐等の森林整備を実施する

ことに対し助成 

  （イ）森林経営に適さない森林において、市が間伐等の森林整備を実施 

（２）林業経営体ステップアップ事業     

① 林業労働安全衛生推進         

労働安全に資する装備、機械および器具の整備に対し助成 

② 林業技術研修資格取得促進       

質の高い担い手を育成するため、必要な資格を取得する費用に対し助成 

③ 高性能林業機械リース支援       

林業経営体が高性能林業機械を借り受ける経費に対し助成 

④ ふくい型作業道整備推進     

壊れにくく繰り返し使用できる作業道の整備に対し助成 

⑤ 林道維持地域活動支援      

集落が林道の維持管理に関する活動に対し助成 

（３）木材産業競争力強化対策事業   

      ① ふくいの森の有効利用拡大推進協議会の運営   

森林組合、家具建具協同組合、林業者、流通業者等で構成する協議会の運営費 

      ② 新規ＪＡＳ認定取得支援           

ＪＡＳ制度の普及や認定手続に係る経費を助成 

      ③ 「子どもの居場所」木質空間整備促進     

木をふんだんに使った遊び場への改修に伴う経費を助成 

 

 

６４ つくり育てる漁業推進事業 (林業水産課） ２,７１５千円 

財源

内訳 

 
 

  一般財源 

 
 

  2,715 

 

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

殖事業の研究・実践に対し支援します。 

    【事業概要】 

     （１）稚魚放流事業   

      〔事業主体〕 福井市漁業協同組合、越廼漁業協同組合 

      〔事業内容〕 マダイ、キジハタの稚魚放流に係る経費を補助 

      〔補助割合〕 1/2 以内 

     （２）栽培漁業推進事業    

      〔事業主体〕 福井市漁業協同組合、越廼漁業協同組合 

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

      〔補助割合〕 1/2 以内 

     （３）養殖技術研究事業    

      〔事業内容〕 海藻「アカモク」の養殖試験を実施 

 

 

○新  ６５ ミズダコ特産化支援事業 (林業水産課） １,０００千円 

財源

内訳 

 
 

  一般財源 

 
 

  1,000 
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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）ミズダコパンフレットの作成 

 （２）ミズダコ漁具の改良、６次産業化への支援 

 （３）ミズダコを使った料理教室の開催     

 

 

６６ 施設園芸普及拡大事業 (園芸センター） ６,９３２千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   2,001 4,931 

     

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

等を実施します。 

【事業概要】 

     （１）金福・銀福すいか普及拡大    

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

培技術指導を強化 

         ①研究体制の整備 

         ②優良苗生産供給 

         ③巡回指導の強化 

     （２）越前水仙栽培拡大       

         越前水仙の水仙ブランドを維持し、出荷拡大を図るため、意欲ある担い手への栽

培普及と産地活性化への支援 

         ①栽培技術の確立      

         ②担い手確保のための圃場整備支援  

           〔補助割合〕 1/2 以内 

     （３）農産物の販路開拓       

         金福・銀福すいかやきゃろふく等の出荷量拡大を図るため、首都圏での販路開拓

および販売継続の働きかけを実施 
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政策９ 活力と魅力あふれる商工業が発展しつづけるまちをつくる 

 

６７ 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）  ２０,０８１千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

10,040    10,041 

         

    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、新製品の開発支援 

     （２）海外展開支援事業                 

         日本貿易振興機構と連携し、輸出に向けた実務やマッチング、市場調査、展示会

出展に対し支援 

（３）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、税理士や中小企業診断士

等を対象にしたセミナーを開催 

 

 

６８ マーケット開発支援事業 (商工振興課) ２２,６４７千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   18,000 4,647 

        

    連携中枢都市圏内の中小企業者等が行う新技術・新製品の開発や新たな販路の開拓、企業の

成長を支える人材の育成等に対して支援します。 

    【事業概要】 

      （１）新製品開発支援事業 

市内企業が圏域内の企業と連携して行う新技術・新製品の開発などに対する支援 

       〔対象者〕 圏域中小企業者による連携体 

      （２）新事業創出支援事業（継続分を含む） 

市内の中小企業者等が圏域内の中小企業者等と連携して行う圏域産業への波及 

効果が見られる新たな事業に対する支援 

       〔対象者〕 圏域中小企業者による連携体 

     （３）中小企業団体人材育成支援事業 

         経営管理や語学力、技能などの向上を目的とした研修等を開催する中小企業団体

に対する支援 

       〔要 件〕 参加企業のうち 1/2 以上または 10 社以上が市内企業であること 

     （４）中小企業団体販路開拓支援事業 

         県外の展示会への出展または県外で独自に展示会を開催する中小企業団体に対す

る支援 

       〔要 件〕 出展企業のうち 1/2 以上または 10 社以上が市内企業であること 

 

 

  ６９ 企業立地支援事業 (商工振興課) ５３５,１１０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    535,110 
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本市産業を高度化し、雇用機会を拡大するため、企業立地に対して支援します。 

    【事業概要】 

（１）企業立地助成金          8 社 

（２）雇用奨励助成金          2 社 

（３）研究開発施設立地助成金      1 社 

（４）研究員雇用助成金         1 社 

（５）空き工場等活用助成金         5 社 

（６）中心市街地オフィス立地助成金   4 社 

 

 

  ７０ おいしいふくい推進事業 (商工振興課) ７,３００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

3,489    3,811 

       

    「ふくいの恵み」認定商品をはじめとした連携中枢都市圏内の食について、販路開拓を支援

するため物産展を開催します。 

    【事業概要】 

物産展の開催 

 

 

  ７１ 起業家支援事業 (商工振興課） ８,９２１千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    8,921 

 

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

の発掘や新規創業の支援を行います。 

    【事業概要】 

（１）ビジネスプランコンテスト開催事業 

地域活性化、経済活性化につながる新事業の創出や起業の促進を目的に、ビジネ

スプランコンテストの開催を支援 

（２）熱意ある創業支援事業       

         新たな需要の創出が期待できる事業、地域課題の解決につながる事業、高い発展

性が見込まれる事業の創業に係る初期投資費を助成 

       〔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最終選考プランの事業者 

        ・ふくいＵ・Ｉターンサマーキャンプ等で公表されたプランの事業者 

        ・福井市創業支援等事業計画で定める特定創業支援を受けた者 

〔審査方法〕 書面審査およびプレゼンの実施により採択事業を決定 

（３）起業女子支援事業             

         起業を考えている女性や起業間もない女性を対象としたセミナーの開催 

（４）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（Ｕ・Ｉターンによる起業の場合）に対する助成 

新規認定は平成 29 年度末で終了、既認定分の補助およびフォローアップの実施 

 

 

○新  ７２ ふくい企業若手人財育成事業 (商工振興課） ６４０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    640 
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    企業の若手人材の育成と企業間や大学とのネットワークの形成を目指し、圏域内の大学の研

究者や学生と中小企業の若手人材を対象とした懇談会を開催します。 

    【事業概要】 

     ・製造業を対象とした懇談会の開催  

     ・全業種を対象とした懇談会の開催  

 

 

  ７３ Ｕ・Ｉターン就職推進事業 (しごと支援課) ５,２２１千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 150  3,500 571 

             

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 

      〔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 

             ②企業訪問ツアー 

              ・業種が異なる市内企業への訪問 

              ・市内企業経営者や若手社員との座談会 

（２）社会人Ｕ・Ｉターン就職推進事業                

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

〔事業内容〕 ・参加者の個別具体的ニーズに応じた市内企業の紹介・見学 

・教育・福祉施設の見学や本市への移住に関する情報提供等 

     （３）Ｕ・Ｉターン就職者正規雇用促進事業 

      〔対  象〕 市内の雇用保険適用事業所の事業主 

      〔事業内容〕 Ｕ・Ｉターン者を正規雇用した市内中小企業に奨励金を交付 

 

 

  ７４ 就職支援事業 (しごと支援課) ２,５８８千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   140 2,448 

                             

    対象者を圏域内住民に拡大し、女性や若者等の就労促進に圏域市町と連携して取り組みます。 

また、地元企業への就職を促すため、大学生等の子を持つ保護者を対象に、就職活動のサポ

ート方法等について相談会を開催します。 

【事業概要】 

      （１）就職支援セミナー事業                   

      〔事業内容〕 子育てママおよび障がい者を対象とした就職支援 

（２）就職支援関連事業の相互ＰＲ事業                  

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

（３）若年者出張相談事業                    

      〔事業内容〕 若年者およびその家族を対象とした出張相談会の開催 

○新（４）人手不足対策事業                     

①お仕事カフェｉｎキャンパス事業 

      〔事業内容〕 企業経営者や若手社員が、大学のキャンパス内に設けたオープンカフェ
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で、圏内大学に通う学生に対し福井で働く魅力を伝える。 

②高齢者雇用啓発事業 

 〔事業内容〕 高齢者雇用に関する取組などを紹介するセミナーの実施 

     （５）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 

 

 

○新  ７５ 働き方改革推進事業 (しごと支援課) １,４８７千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,487 

        

    男性の育児休業等の取得促進、介護離職の防止等、企業におけるワーク・ライフ・バランス

推進のための取組を支援します。また、労働環境の改善に積極的に取り組む中小企業に対し、

奨励金を交付します。 

    【事業概要】 

（１）育児・介護休業等取得推進企業応援事業  

      〔対象企業〕 市内に本社を置く中小企業 

      〔対象事業〕 ①育児応援企業養成事業 

              ・育児短時間勤務制度等利用促進事業 

              ・育児休業代替要員確保支援事業   

             ②目指せ介護離職０（ゼロ）推進事業 

              ・介護休業・介護短時間勤務制度等利用促進事業 

              ・介護休業代替員確保支援事業          

○新（２）働き方改革取組等推進企業応援奨励金事業           

      〔対象企業〕・「働き方改革関連法」の実施期限を前倒しして取り組んだ市内中小企業 

・法に定める努力義務の事業に取り組んだ市内中小企業 

      〔対象事業〕 長時間労働の是正や、公正な待遇の確保を実現するための事業 
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政策 10 観光資源を磨き上げおもてなしの心があふれる観光のまちをつくる 

 

○新  ７６ 福井市観光振興計画改訂事業 (おもてなし観光推進室) ５,８７０千円 

財源

内訳 

   
 

一般財源 

    5,870 

                            

    北陸新幹線福井開業を万全の体制で迎えるため、福井市観光振興計画を 1 年前倒しで改訂

します。また、観光消費マーケティング調査を基にプロモーション実施戦略を策定し、計画

に反映します。 

    【事業概要】 

     （１）首都圏および北関東圏における観光消費マーケティング調査    

     （２）観光振興計画策定委員会の開催                 

 

 

  ７７ 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室) ５,６１４千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    5,614 

             

    福井・永平寺周遊滞在型観光推進計画に基づき、永平寺町と連携し、観光地の魅力向上や二

次交通の充実を図ります。 

    【事業概要】 

（１）酒蔵周遊「御酒飲帳」事業    

         嶺北エリアの酒蔵や周辺観光地を紹介するガイドブック「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 

       （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 

     （３）一乗谷・東郷魅力体感事業   

         一乗・東郷・永平寺地区における「まち歩き」を実施 

     （４）朝倉特急バス運行委託事業   

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

の運行 

          

 

○拡  ７８ インバウンド推進事業 (おもてなし観光推進室) ４,６４０千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   150 4,490 

                            

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

入環境整備を行うことで、外国人観光客の増加を図ります。 

    【事業概要】 

     （１）台湾向けインバウンド事業           

         福井県台湾商談会への参加、台北国際旅行博でのＰＲ、旅行会社への営業活動 

     （２）台湾向け情報発信事業             

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

報発信を行うとともに、現地路面点「MiChi cafe」にてキャンペーンを実施 

（３）外国語表記支援事業              

         観光関連施設の看板・商品メニュー・パンフレットの外国語表記に対する補助 

    ○新 （４）観光集客施設等無線ＬＡＮ設置支援事業       

         観光関連施設の無線ＬＡＮ整備に係る初期経費の補助 



- 49 - 
 

  ７９ 一乗谷ブランドイメージ向上事業 (おもてなし観光推進室) １４,１７４千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   327 13,847 

                       

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

を活用した観光プロモーションを強化し、一乗谷のイメージ向上を図ります。 

    【事業概要】 

○新（１）一乗谷朝倉氏遺跡サマーイベント誘客          

    戦国宝探し、熱気球係留バルーン搭乗体験、ヨガなどの新たなイベントの開催 

（２）一乗谷朝倉氏遺跡無料定時ガイド            

     時代衣装を着用したガイドによる観光案内の実施 

 

 

  ８０ まちなか滞在推進事業 (おもてなし観光推進室、文化振興課) ４４,２９７千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   5,162 39,135 

           

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

い創出を図ります。 

    【事業概要】 

     （１）ふくい桜まつり開催事業   

     （２）愛宕坂にぎわい事業     

         愛宕坂のライトアップ、ミニコンサート実施、抹茶提供等 

 

 

  ８１ 越前海岸体験・体感観光推進事業 (おもてなし観光推進室) ８,４７７千円 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  2,000 1,000 5,477 

                         

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

活かした体験・交流型観光を推進します。 

    【事業概要】 

      （１）越前海岸観光まちづくり組織への支援       

      （２）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たプロ

モーション動画を活用し、地域の魅力を情報発信 

・福井農林高校生徒と連携し、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     

 

 

○新  ８２ 「宇宙技術および科学の国際シンポジウム」開催事業 (商工振興課) ７,５７７千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    7,577 

  

    「第 32 回宇宙技術および科学の国際シンポジウム（ＩＳＴＳ）｣の開催に向けて、市民への

周知・広報、開催機運の醸成を図るとともに、大会期間中は県や関係団体と連携し、市民も参

加できるイベント等を開催します。 

    【事業概要】      

〔開催日程〕   平成 31 年 6 月 15 日～21 日 

〔開催場所〕   アオッサ（学術・ポスターセッション、国際宇宙展示会など） 
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ハピリン（オープニング、基調講演、ステージイベントなど） 

グランユアーズフクイ（歓迎レセプション） 

〔地元主催事業〕 宇宙飛行士講演会、ジュニアＩＳＴＳ、ステージイベントなど 

 

 

○拡  ８３ 福井観光コンベンションビューロー助成事業  

 (おもてなし観光推進室) ４５,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    45,000 

 

（公財）福井観光コンベンションビューローの事業を支援し、観光客誘致などによる観光振

興とコンベンション誘致による交流人口の増加を図ります。 

    【事業概要】 

     （１）コンベンションおよび観光振興にかかる事業への支援 

①コンベンション振興事業補助     

       ②観光振興事業            

     （２）コンベンション開催等助成 

 

 

  ８４ 観光おもてなし推進事業 (おもてなし観光推進室) 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】 

     （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の開催 

     （３）観光おもてなし体験だよりの募集 
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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 

 

８５ 舞台調光装置整備事業 (文化振興課） ９９,０００千円  

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  94,000  5,000 

                

    老朽化した文化会館の舞台照明の調光装置を整備します。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕舞台照明調光装置の主幹盤および調光器盤の整備 

 

 

８６ 名勝養浩館庭園魅力向上事業 (文化振興課） １,８０９千円  

財源

内訳 

国  
 

その他 一般財源 

492  
 

705 612 

          

    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を開催 

     （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 

 

 

８７ 大安寺建造物修理事業 (文化財保護課） １５,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    15,000 

 

    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、大安寺が実施する保存修理事業

を支援します。 

    【事業概要】 

     〔所 在 地〕 田ノ谷町地係 

     〔事業対象〕 国指定重要文化財（建造物）大安寺 

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

     〔事業内容〕 修理工事  

 

 

８８ 美術館企画展事業 (美術館) ２１,０００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   20,170 830 

 

    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「北大路魯山人展」 

〔会  期〕 平成 31 年 6 月 ～ 7 月 

（２）企画展「魔法の美術館」展 

〔会  期〕 平成 31 年 7 月 ～ 8 月 
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（３）企画展「ウォーリーをさがせ！展」 

〔会  期〕 平成 31 年 9 月 ～ 11 月 

（４）企画展「芳年 激動の時代を生きた鬼才浮世絵師展」 

〔会  期〕 平成 32 年 2 月 ～ 3 月 

 

 

８９ 歴史博物館企画展事業 (郷土歴史博物館） １４,２５０千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   12,652 1,598 

 

    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「大安禅寺の名宝」 

〔会  期〕 平成 31 年 3 月 ～ 5 月 

（２）夏季特別陳列「東京オリンピック 1964」「ありがとう平成 －福井市の明治から平成－」 

〔会  期〕 平成 31 年 7 月 ～ 8 月 

（３）秋季特別展「将軍家茂と皇女和宮 －行列が彩った二人の幕末－」 

〔会  期〕 平成 31 年 10 月 ～ 11 月 

（４）春季特別展「明智光秀と越前 ～雌伏のとき～」 

〔会  期〕 平成 32 年 3 月 ～ 5 月 

 

 

９０ 自然史博物館企画展事業 (自然史博物館) １,４９６千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   80 1,416 

                            

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

す。 

【事業概要】 

     （１）企画展「色彩の自然史」 

      〔会  期〕 平成 31 年 3 月 ～ 6 月 

     （２）企画展「美しき鳥の羽」 

      〔会  期〕 平成 31 年 7 月 ～ 9 月 

     （３）企画展「鉱石・鉱物展」（仮） 

      〔会  期〕 平成 32 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 

 

９１ 英語活動推進事業 (学校教育課） ４２,９３３千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    42,933 

 

    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 

5・6 年生 1 学級 24 回／年 

 

 

９２ 地域に生きる学校づくり推進事業 (学校教育課） ２２,５２４千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 600 1,400  20,524 

                          

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

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

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 学校や地域の実情に応じた特色ある教育活動の推進 

     〔主な取組〕 ①体験活動の充実 

            ②地域の人材・資源の活用の充実 

③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 

 

 

９３ 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) ５５０,２００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

85,419  418,200  46,581 

 

老朽化が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〕 北校舎および西渡り廊下棟の大規模改修工事 

〔整備概要〕 鉄筋コンクリート造 3 階建 

小学校部分              

主に 2・3 階部分 約 1,612 ㎡ 

公民館部分              

主に 1 階部分 約 525 ㎡ 

〔全体計画〕 平成 30 年度 実施設計業務 

平成 30～31 年度 南校舎・管理棟大規模改修工事 

平成 31 年度 北校舎・西渡り廊下棟大規模改修工事 
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９４ 社北小学校大規模改修事業 (教育総務課） １１,８５０千円 

〈４２８,７５０千円〉 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

482  8,600  2,768 

 

老朽化が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〕 南校舎の大規模改修工事 

〔整備概要〕 南校舎 鉄筋コンクリート造 3 階建 2,501 ㎡ 

〔全体計画〕 平成 30 年度 実施設計業務 

平成 31～32 年度 大規模改修工事 

（平成 31～32 年度 継続費設定） 〈428,750 千円〉 

 

 

９５ 足羽中学校校庭整備事業 (教育総務課） １２２,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

20,198  96,700  5,102 

 

水はけが悪く不整地となっている足羽中学校の校庭を改修し、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】 

〔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 

 

 

○拡  ９６ 単独調理校給食調理等業務委託事業 (保健給食課） １２６,３７３千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    126,373 

 

    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    

      ②木田小学校    

      ③東安居・湊小学校 

      ④社南小学校    

    ○新  ⑤森田小学校    

 

 

９７ 学校給食施設整備事業 (保健給食課) １６,５４５千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    16,545 

 

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） 基本計画の策定 

（２） 民間活力導入可能性調査の実施 

    



- 55 - 
 

９８ ジビエ普及促進事業 (有害鳥獣対策室） ２５０千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 125   125 

 

ジビエの消費拡大を図るため、学校給食でジビエを提供します。 

 【事業概要】 

（１）ジビエ試食会の開催                 

ジビエの試食会にあわせて、獣害の現状と今後の利活用に対する説明会を実施 

 （２）ジビエ給食の実施                 

  ジビエ試食会を開催した翌年に、対象となる学校の給食にジビエを提供 

 

 

９９ いきいきサポーター配置事業 (学校教育課） １０４,１１８千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    104,118 

 

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

にいきいきサポーターを配置します。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 発達障がいや不登校傾向にある児童生徒の支援 

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

 

１００ 公民館建設事業 (教育総務課、生涯学習室） ５５０,７００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

85,419  418,600  46,681 

                

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）一乗公民館移転転用事業                    500 千円 

一乗ふるさと交流館を一乗公民館に転用するために必要な整備を実施 

〔所 在 地〕 東新町地係 

〔事業内容〕 実施設計業務、構造計算業務委託 

（２）順化小学校･順化公民館複合化事業（再掲 p.53） 550,200 千円 

 

 

１０１ 生涯スポーツ推進事業 (スポーツ課） １,１４６千円 

財源

内訳 

   その他  

   1,146  

 

    幼児から高齢者までのスポーツプログラムを作成し、市民が手軽に取り組めるスポーツ行事

を行うことにより、生涯スポーツの振興を図ります。 

    【事業概要】 

（１）ファミリーミニマラソン大会 

  対象者：5 歳から小学生以下の子とその保護者 

  開催日：平成 31 年 11 月 3 日（日・祝） 

（２）スポーツ教室 

  対象者：一般 

  開催期間：5 月～7 月・9 月～11 月 
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総合計画を推進するために 

 

○新  １０２ 総合行政情報システム事業（第３期） (情報統計室） １１,２６７千円 

《３,５５０,４２９千円》 

財源

内訳 

    一般財源 

    11,267 

 

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、事務の効率化およびコスト

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構築・運用業務委託 

         （平成 32 年度～36 年度 債務負担行為設定） 《3,550,429 千円》 

     〔更改内容〕 現行システムの運行形態の継続利用による安定稼動の確保と費用縮減 

 

 

○新  １０３ 施設マネジメント推進事業 (施設活用推進室) ２８,５４７千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  5,600  22,947 

 

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

【事業概要】  

（１）連携中枢都市圏事業（公共施設のあり方研究）  

① 施設マネジメントに関する連携市町合同研修会の開催 

② 利用料金、施設の共同利用等に関する研究 

     （２）施設再編事業     

              ①庁舎機能の移転に伴う工事  

       ②再編対象施設の調査等  

 

 

１０４ ふるさと納税推進事業 (まち未来創造室) ５３,２４４千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    53,244 

    

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

さと納税を推進します。 

    【事業概要】 

（１）ふるさと納税ＰＲの強化 

・ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」での情報発信の強化 

・インターネット広告の活用 

・東京事務所等と連携したＰＲ活動（福井市応援隊など）  

・ふるさと納税パンフレット制作 

      （２）魅力あふれる返礼品ラインナップの充実 

      （３）地区版ふるさと納税の推進 
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○拡  １０５ コンビニ交付システム整備事業 (市民課) ７,６５２千円 

財源

内訳 

   その他  

   7,652  

                               

システム機器更新に併せ、戸籍証明をコンビニエンスストアで発行できるようにします。 

【事業概要】 

（１）コンビニ交付システム更改業務      

     （２）改元対応業務（現システム対応分）    

 

 

○新  １０６ 包括外部監査事業 (監査事務局) １２,９９２千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    12,992 

 

中核市移行に伴い、外部の専門家（外部監査人）による包括外部監査を実施します。 

【目的】 

  監査機能の専門性・独立性の強化を図り、監査機能に対する市民の信頼を高める。 



自主財源 

51,325,762 

48.5% 

依存財源 

54,595,238 

51.5% 

市税 

45,228,000 

42.7% 

諸収入 

3,559,163 

3.4% 

分担金及び負担金 

228,378 

0.2% 使用料及び手数料 

1,638,169 

1.6% 

その他 

672,052 

0.6% 

市債 

11,464,500 

10.8% 

地方交付税 

10,533,000 

9.9% 

国庫支出金 

15,979,558 

15.1% 

県支出金 

9,503,180 

9.0% 

地方消費税交付金 

5,350,000 

5.1% 

地方譲与税 

877,000 

0.8% 

地方特例交付金 

200,000 

0.2% 
その他交付金 

688,000 

0.6% 

   歳 入 
  １,０５９億 
  ２,１００万円 

平成31年度 一般会計予算の内訳 

 

歳  入 

 （単位：千円） 
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議会費 

689,711 

0.6% 

総務費 

8,166,197 

7.7% 

民生費 

43,010,227 

40.6% 

衛生費 

6,003,334 

5.7% 

労働費 

438,251 

0.4% 

農林水産業費 

3,249,125 

3.1% 

商工費 

2,403,496 

2.3% 

土木費 

13,675,405 

12.9% 
消防費 

3,464,030 

3.3% 

教育費 

8,895,609 

8.4% 

災害復旧費 

17,400 

0.0% 
公債費 

15,808,215 

14.9% 

予備費 

100,000 

0.1% 

   歳 出 
  １,０５９億 
  ２,１００万円  

 

      歳  出（目的別） 

 （単位：千円） 
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義務的経費 

60,957,169 

57.6% 

投資的経費 

8,741,037 

8.2% 

その他の 

経費 

36,222,794 

34.2% 

人件費 

18,187,048 

17.2% 

扶助費 

26,961,906 

25.5% 

公債費 

15,808,215 

14.9% 

普通建設事業費 

8,723,637 

8.2% 

災害復旧事業費 

17,400 

0.0% 

物件費 

14,929,628 

14.1% 

補助費等 

9,020,417 

8.5% 

繰出金 

10,271,891 

9.7% 

貸付金 

1,333,360 

1.3% 

維持補修費 

560,985 

0.5% 

その他 

106,513 

0.1% 

   歳 出 
  １,０５９億 
  ２,１００万円  

 

      歳  出（性質別） 

 （単位：千円） 
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市税収入の推移

442  
440  

447  

452  

446  

452  

441  
438  439  

445  446  

250

300

350

400

450

500

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

億円 

予算 

決算 

（決算見込み） 
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