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令和３年度予算編成の基本方針 

 

国の令和３年度の経済見通しでは、新型コロナウイルス感染症が内外経済を下

振れさせるリスクや金融資本市場の変動等の影響に注視する必要性を指摘しつ

つも、「総合経済対策」を円滑かつ着実に実施すること等により、令和３年度の

国内総生産の実質成長率は４．０％、名目成長率は４．４％程度と見込まれてい

ます。このことにより、年度中には経済の水準がコロナ禍前の水準に戻る見通し

としています。 

このような状況を踏まえ、国の令和３年度一般会計予算案は、 

１０６兆６，０９７億円と、３年連続で１００兆円を超え、９年連続で過去最大

となっています。「骨太方針」で定めた歳出改革の取組を継続し、社会保障関係

費の実質的な伸びを高齢化による増加分におさめるという方針を達成しつつ、令

和２年度第３次補正予算と合わせ、感染拡大防止に万全を期しています。また、

デジタル社会・グリーン社会の実現、活力ある地方創り、少子化対策など全世代

型社会保障制度の構築などの中長期的な課題にも対応した予算としています。 

一方、地方財政計画では、地方税等が大幅な減収となり一般財源総額が前年度

を３，０００億円下回る６３兆１千億円となる中で、地方交付税については前年

度を９千億円上回る１７兆４千億円を確保しています。加えて、地域社会のデジ

タル化を集中的に推進するため、新たに「地域デジタル社会推進費」を計上する

ほか、頻発する自然災害に対応する防災・減災、国土強靭化を推進させるため、
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各事業期間の延長や地方財政措置の拡充などが掲げられています。 

このような中、本市の令和３年度当初予算は、福井市財政再建計画に掲げる取

組を確実に実行することを基本に、第七次福井市総合計画の最終年度にあたるこ

とから、目指すべき将来都市像「みんなが輝く 全国に誇れる ふくい」の実現

に向け、事業の着実な推進を図る予算であります。 

予算編成に当たっては、感染症の影響により、先行きが不透明な状況にあって

も、感染拡大防止と社会活動の両立を図りながら、「健康・子育て」、「文化・教

育」、「仕事・産業」、「インフラ整備」など、あらゆる分野において新たな日常に

おける市民の暮らしを支える取組を進めてまいります。  

さらに、北陸新幹線福井開業を見据えて、「まちなかの賑わい」や「プロモー

ション」、「観光誘客」、「地域の盛り上げ」など、多方面に渡ってまちの魅力向上

に取り組むこととしました。 

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６つの具体的方針に沿って、各事業を遂行し、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 3年度予算額 構 成 比 2年度予算額 構 成 比

一 般 会 計 116,747,000 52.7 114,808,000 52.1 　 1,939,000 　 1.7

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 22,005,000 9.9 22,195,000 10.1 △ 190,000 △ 0.9

国民健康保険診療所特別会計 2,900 0.0 2,900 0.0 　 0 　 0.0

後期高齢者医療特別会計 4,012,000 1.8 3,775,000 1.7 　 237,000 　 6.3

介 護 保 険 特 別 会 計 26,798,000 12.1 26,527,000 12.0 　 271,000 　 1.0

母子父子寡婦福祉資金貸付
特 別 会 計

4,100 0.0 4,100 0.0 　 0 　 0.0

競 輪 特 別 会 計 19,899,000 9.0 13,975,000 6.4 　 5,924,000 　 42.4

宅 地 造 成 特 別 会 計 184,000 0.1 757,000 0.4 △ 573,000 △ 75.7

中 央 卸 売 市 場 特 別 会 計 770,000 0.3 741,000 0.3 　 29,000 　 3.9

駐 車 場 特 別 会 計 60,000 0.0 73,000 0.0 △ 13,000 △ 17.8

集 落 排 水 特 別 会 計 833,000 0.4 835,000 0.4 △ 2,000 △ 0.2

地 域 生 活 排 水 特 別 会 計 181,000 0.1 193,000 0.1 △ 12,000 △ 6.2

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

特 別 会 計 合 計 74,749,000 33.7 77,516,000 35.2 △ 2,767,000 △ 3.6

水 道 事 業 会 計 7,960,000 3.6 7,640,000 3.4 　 320,000 　 4.2

簡 易 水 道 事 業 会 計 632,000 0.3 613,000 0.3 　 19,000 　 3.1

下 水 道 事 業 会 計 21,430,000 9.7 19,817,000 9.0 　 1,613,000 　 8.1

企 業 会 計 合 計 30,022,000 13.6 28,070,000 12.7 　 1,952,000 　 7.0

総 額 221,518,000 100.0 220,394,000 100.0 　 1,124,000 　 0.5

令和 3 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，％）

3年度予 算額 構 成 比 2年度予 算額 構 成 比

1 市　税 41,939,000 35.9 44,528,000 38.8 △ 2,589,000 △ 5.8

2 地方譲与税 905,000 0.8 1,016,000 0.9 △ 111,000 △ 10.9

3 利子割交付金 45,000 0.0 28,000 0.0 　 17,000 　 60.7

4 配当割交付金 181,000 0.2 158,000 0.1 　 23,000 　 14.6

5 株式等譲渡所得割交付金 135,000 0.1 74,000 0.1 　 61,000 　 82.4

6 法人事業税交付金 401,000 0.3 237,000 0.2 　 164,000 　 69.2

7 地方消費税交付金 5,790,000 5.0 5,860,000 5.1 △ 70,000 △ 1.2

8 ゴルフ場利用税交付金 30,000 0.0 31,000 0.0 △ 1,000 △ 3.2

9 環境性能割交付金 67,000 0.1 94,000 0.1 △ 27,000 △ 28.7

10 地方特例交付金 1,331,000 1.1 230,000 0.2 　 1,101,000 　 478.7

11 地方交付税 10,400,000 8.9 10,356,000 9.0 　 44,000 　 0.4

12 交通安全対策特別交付金 36,000 0.0 36,000 0.0 　 0 　 0.0

13 分担金及び負担金 173,452 0.1 220,516 0.2 △ 47,064 △ 21.3

14 使用料及び手数料 1,255,629 1.1 1,292,104 1.1 △ 36,475 △ 2.8

15 国庫支出金 21,478,173 18.4 18,167,976 15.8 　 3,310,197 　 18.2

16 県支出金 10,693,686 9.2 9,782,178 8.5 　 911,508 　 9.3

17 財産収入 107,553 0.1 1,238,146 1.1 △ 1,130,593 △ 91.3

18 寄附金 689,659 0.6 425,090 0.4 　 264,569 　 62.2

19 繰入金 960,177 0.8 4,512,033 4.0 △ 3,551,856 △ 78.7

20 繰越金 300,000 0.3 100,000 0.1 　 200,000 　 200.0

21 諸収入 3,618,071 3.1 3,670,357 3.2 △ 52,286 △ 1.4

22 市　債 16,210,600 13.9 12,751,600 11.1 　 3,459,000 　 27.1

116,747,000 100.0 114,808,000 100.0  1,939,000  1.7歳 入 合 計

令和 3 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，％）

3年度予 算額 構 成 比 2年度予 算額 構 成 比

1 議会費 684,664 0.6 691,972 0.6 △ 7,308 △ 1.1

2 総務費 8,319,102 7.1 12,648,689 11.0 △ 4,329,587 △ 34.2

3 民生費 45,641,315 39.1 43,368,032 37.8 　 2,273,283 　 5.2

4 衛生費 8,051,332 6.9 6,048,058 5.3 　 2,003,274 　 33.1

5 労働費 523,612 0.4 445,934 0.4 　 77,678 　 17.4

6 農林水産業費 3,569,898 3.1 3,385,863 2.9 　 184,035 　 5.4

7 商工費 2,785,448 2.4 2,733,477 2.4 　 51,971 　 1.9

8 土木費 16,431,126 14.1 15,868,872 13.8 　 562,254 　 3.5

9 消防費 3,524,784 3.0 3,687,758 3.2 △ 162,974 △ 4.4

10 教育費 9,373,467 8.0 9,481,366 8.3 △ 107,899 △ 1.1

11 災害復旧費 30,750 0.0 36,950 0.0 △ 6,200 △ 16.8

12 公債費 17,511,502 15.0 16,311,029 14.2 　 1,200,473 　 7.4

14 予備費 300,000 0.3 100,000 0.1 　 200,000 　 200.0

116,747,000 100.0 114,808,000 100.0  1,939,000  1.7歳 出 合 計

款 別 比 較 増 減 額 増 減 率
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（単位　千円，％）

3年度予算額 構 成 比 2年度予算額 構 成 比

1 人件費 19,757,273 16.9 20,261,918 17.7 △ 504,645 △ 2.5

2 物件費 15,060,384 12.9 13,822,158 12.0  1,238,226  9.0

3 維持補修費 563,580 0.5 573,319 0.5 △ 9,739 △ 1.7

4 扶助費 28,981,687 24.8 27,902,727 24.3  1,078,960  3.9

5 補助費等 10,315,196 8.8 9,517,618 8.3  797,578  8.4

6 普通建設事業費 12,953,575 11.1 10,518,686 9.2  2,434,889  23.1

1 補助 7,941,551 6.8 6,515,321 5.7  1,426,230  21.9

2 単独 5,012,024 4.3 4,003,365 3.5  1,008,659  25.2

7 災害復旧事業費 30,750 0.0 36,950 0.0 △ 6,200 △ 16.8

2 単独 30,750 0.0 36,950 0.0 △ 6,200 △ 16.8

9 公債費 17,511,502 15.0 16,311,029 14.2  1,200,473  7.4

10 積立金 4,596 0.0 4,055,232 3.5 △ 4,050,636 △ 99.9

12 貸付金 1,289,717 1.1 1,415,805 1.2 △ 126,088 △ 8.9

13 繰出金 9,978,740 8.6 10,292,558 9.0 △ 313,818 △ 3.0

14 予備費 300,000 0.3 100,000 0.1  200,000  200.0

116,747,000 100.0 114,808,000 100.0  1,939,000  1.7合 計

令和 3 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 29件 

 拡充事業  9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 

１ 市街地再開発事業等支援事業 ３,７３５,０４７ 

○拡    ２ ハピリンステップアップ事業 ２,９０１ 

○拡○チ  ３ まちなかウォーカブル推進事業 ４１,７３６ 

４ 北陸新幹線建設整備事業 ７４６,９２７ 

５ 北陸新幹線福井駅（東口）拡張施設整備事業 ６０９,０００ 

○拡○チ  ６ 中心市街地賑わいづくり事業 ２７,３３０ 

 

政策２ 地域の特色を活かし魅力的で活力のあるまちをつくる  

○新○チ  ７ 地域の拠点づくり事業 ９３０ 

８ 福井市都市交通戦略策定事業 ３,８７４ 

○新    ９ 公共交通ネットワーク構築事業 ４,１５４ 

○新○チ１０ 東京オリ・パラ応援！ラッピング電車事業 ５,０００ 

１１ 福井とつながる対流拡大事業 １６,０００ 

１２ ワーケーション推進事業 １,３４３ 

１３ 福井でかなえる快適ライフ応援事業 １０,１００ 

１４ 居住推進支援事業 １８,１２９ 

 

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  

１５ 道路整備事業 １,７４０,７１７ 

１６ 河川・水路整備事業 １９７,６５０ 

１７ 東安居団地整備事業 ６３０,３００ 

〈１,４７０,０００〉 

１８ 上水道整備事業 ２,５５７,６５０ 

１９ 簡易水道整備事業 ２１５,７８９ 

２０ 下水道整備事業 ７,７８１,３６０ 

○新○チ２１ 企業局チャレンジみらい事業 ３,１５０ 
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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  
２２ 地域の未来づくり推進事業 ６９,２７８ 

２３ “地域の夢を叶える”未来づくり創造ファンド ７,８５８ 

２４ 女性活躍応援事業 １,１６９ 

２５ 市民協働推進事業・ボランティア活動支援事業 ８,０４２ 

２６ 国際化推進事業 ２２,４９５ 

 

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 

２７ 障がい福祉サービス事業 ６,９００,０００ 

２８ 地域介護福祉空間整備等補助事業 ３１９,０１０ 

○新   ２９ 福祉サービス等提供体制継続支援事業 １０,８２６ 

○拡   ３０ ひとり親家庭就業・自立支援センター事業 ４,４６０ 

○新   ３１ 支援対象児童等見守り強化事業 ９,７２３ 

３２ 子ども・子育て支援事業 ９,１５５,８５４ 

３３ 私立教育・保育施設等整備補助事業 １,０７０,０００ 

３４ 放課後児童健全育成事業 ６５３,８７２ 

○新○チ３５ ＩＣＴを活用した地域自殺対策事業 ９１３ 

○新   ３６ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 １,６５４,３２９ 

○拡   ３７ 感染症対策事業 １５５,８５９ 

○拡   ３８ 不妊治療支援事業 １８３,５１０ 

 

政策６ 環境にやさしい持続可能なまちをつくる 

３９ ごみ処理施設整備事業 ２４１,７６２ 

〈２,２０７,６００〉 

４０ 廃棄物対策事業 ８,１０２ 

○新   ４１ ゼロカーボンシティ推進事業 １０,４２７ 

○新   ４２ 木質バイオマスエネルギー事業 ９,９８６ 

○新   ４３ 福井市体育館メインアリーナ照明ＬＥＤ化事業 ５９,４００ 

○新   ４４ 桜木図書館照明ＬＥＤ化事業 １８,０００ 
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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 

４５ 災害時マンホールトイレ整備事業 ８,６６０ 

４６ 防犯カメラ設置補助事業 １,２００ 

４７ 除雪対策事業 ６３３,８７５ 

４８ 空き家対策事業 ７,９９６ 

４９ 危険ブロック塀除却事業 １,１１５ 

５０ 消防庁舎建設事業 ３０４,９４０ 

５１ 消防車両整備事業 ８７,６９０ 

○新   ５２ 大規模災害対応通信機能強化事業 １３,０００ 

 

 

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 

○新   ５３ スマート農業普及推進事業 １６９,０００ 

５４ 未来へつなぐ ふくいの農業・水産業活性化プロジェクトⅡ ２６,２８２ 

５５ 有害鳥獣対策事業 ５０,４１８ 

○新○チ５６ 森林の魅力コンテンツ広域発信支援事業 ２,０００ 

○新○チ５７ 福井市産越前がにを食べて福いいネ！キャンペーン事業 ５００ 

○新○チ５８ あさくら水の駅ピカピカ×ワクワク体験プロジェクト １４,０００ 

○新○チ５９ さんりはまベジフルブラッシュアップ事業 ５,０００ 

 

政策９ 活力と魅力あふれる商工業が発展しつづけるまちをつくる 

○新   ６０ インバウンド消費拡大支援事業 ３,０２１ 

６１ 企業立地支援事業 ５２７,３１０ 

○拡   ６２ テキスタイルイノベーションプロジェクト １６,０７９ 

６３ おいしいふくい推進事業 ９,４２５ 

○新○チ６４ 福いいネ！お土産品開発プロジェクト ４,０００ 

６５ Ｕ・Ｉターン就職促進事業 ３,４９４ 

 

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 

６６ ふくいプロモーション事業 ５５,１２８ 

○チ   ６７ 観光誘客事業 ３８,６７３ 

６８ 一乗谷ブランドイメージ向上事業 ８,６６１ 

○拡   ６９ まちなか滞在推進事業 ６１,６７７ 

７０ 越前海岸体験・体感観光推進事業 ７,４７７ 
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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 

○新○チ７１ バーチャル文化芸術祭事業 １,０００ 

７２ 自然史博物館企画展事業 １,８５２ 

７３ 美術館企画展事業 ３０,８６０ 

７４ 歴史博物館企画展事業 １４,６１０ 

７５ 重要文化的景観「越前海岸の水仙畑」保存活用事業 ２,１２０ 

 

政策 12 健やかで自立心をもった感性豊かな子どもを育むまちをつくる 

○新   ７６ 福井市北部地域学校規模適正化事業 １７,７９１ 

○拡   ７７ ＧＩＧＡスクールサポーター配置事業 ６,２９３ 

７８ 地域に生きる学校づくり推進事業 ２５,４５５ 

○新   ７９ 教職員等勤務状況デジタル化事業 ３２,０００ 

８０ 新学校給食センター整備運営事業 ８６,７２０ 

《１４,９１２,０００》 

 

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 

８１ 公民館交付金 １０９,０８４ 

○新○チ８２ １７歳の秋キャンプ事業 ７２０ 

○新○チ８３ とびだせ！公民館事業 ２８７ 

○新○チ８４ 壁面広告ＷＩＮ ＷＩＮ事業 最大収入額１,０２０ 

○新○チ８５ 「スポーツ」っていいネ！サポート事業 １,３６４ 

８６ フルマラソン大会開催準備事業 １４,０９２ 

８７ 市立図書館リニューアル事業 ７０,５７３ 

 

総合計画を推進するために   

８８ 電子自治体推進事業 ６,０６１ 

８９ 総合計画策定事業 ２,１４７ 

９０ ふるさと納税推進事業 ２４６,０５８ 

○新○チ９１ Ｇｏ ｔｏ フリーアドレス事業 ５２７ 

○新   ９２ 研修センター機能移転事業 １７１,６３０ 
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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 
 

 

 

   １ 市街地再開発事業等支援事業 (都市整備課) ３,７３５,０４７千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

1,859,452 933,426 846,600  95,569 

 

     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）福井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 29 年度～令和 6 年度 

〔事業内容〕 調査設計計画費（地盤調査費、建築設計費）、 

土地整備費（補償費、解体工事）、 

共同施設整備費（工事費）に対する補助 

      （２）福井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〕 令和元年度～6 年度 

〔事業内容〕 調査設計計画費（建築設計費、権利変換計画作成費）、 

土地整備費（補償費）に対する補助 

      （３）福井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 

〔事業年度〕 平成 30 年度～令和 6 年度 

〔事業内容〕 調査設計計画費（地盤調査費）に対する補助 

 

 

 

○拡   ２ ハピリンステップアップ事業 (都市整備課) ２,９０１千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    2,901 

   

     まちなかへの誘客と活性化につなげるため、ハピリンの開業 5 周年を記念し、賑わい創出

に向けたイベントを展開するとともに、ハピリンのプロモーションを継続して行います。 

     【事業概要】 

      （１）ハピリン 5 周年記念イベント 

（２）ハピリン全体のプロモーション 
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○拡   ３ まちなかウォーカブル推進事業 (都市整備課) ４１,７３６千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

16,000 10,000 10,500  5,236 

  

     歴史資源をつなぐ回廊を形成するとともに、養浩館庭園へとつながる福井城址周辺道路を

整備します。また、福井駅周辺において、観光客等の増加に備え高架下トイレ改修などの整

備を進めるとともに、再開発事業への関心を高めるため、ＰＲイベントを開催します。 

 

     【事業概要】 

      （１）福井城址周辺整備事業 

       〔事業区域〕 御本丸緑地（順化小学校～県庁北側） Ｌ＝60ｍ 

              市道中央 1-361 号線 L＝70ｍ 

〔事業内容〕 歩道整備、車道整備（消雪散水管）等 

（２）まちなか回遊整備事業 

  ①ＪＲ福井駅高架下トイレ改修事業 

       〔事業内容〕 実施設計等 

②福井駅および駅周辺の案内表示整備 

〔事業内容〕 案内表示のデザイン検討 

（３）市街地再開発事業に伴うＰＲイベント 

○チ（４）福井城址回遊プロジェクト 

       〔事業区域〕 福井城址周辺 

       〔事業内容〕 城址一帯の回遊性向上につながるカフェイベントの開催 

 

 

 

   ４ 北陸新幹線建設整備事業 (新幹線整備課) ７４６,９２７千円 

財源

内訳 

国 県 市債 その他 一般財源 

542 83,913 454,400 140,289 67,783 

 

     本市の観光、経済、地域の活性化に大きな効果をもたらす北陸新幹線の整備事業費の一部

を負担するとともに、新幹線沿線地域の環境整備を行います。 

     【事業概要】 

      （１）北陸新幹線建設整備負担金 

〔事業主体〕 （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

〔事業期間〕 平成 24 年度～令和 6 年度 

       〔負担割合〕 国 ：建設費の 2/3 負担（貸付料除く） 

              地方：建設費の 1/3 負担（貸付料除く） 

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

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

      （２）北陸新幹線関連公共施設等整備事業 

〔対象地区〕 木田地区ほか 

〔事業内容〕 市道改良、農道拡幅、駐車場整備等 

      （３）北陸新幹線付替道路等整備事業 

          〔対象地区〕 木田地区ほか 

          〔事業内容〕 市道上に橋脚等が整備されるため、付替工事等を実施 
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   ５ 北陸新幹線福井駅（東口）拡張施設整備事業 (新幹線整備課) ６０９,０００千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

304,500 152,250 137,000  15,250 

 

     公共交通利用者や福井駅周辺を訪れた方の利便性、快適性の向上および県都の玄関口にふ

さわしい駅となるよう、新幹線駅東側に拡張施設（観光交流センター）の整備を行います。 

     【事業概要】 

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

〔主な施設〕 1 階：観光案内所、待合・休憩スペース、レンタサイクル、階段広場 

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

        屋上：広場 

〔事業期間〕 平成 29 年度～令和 4 年度 

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

〔事業内容〕 令和 3～4 年度：拡張施設建設工事 

 

 

○拡   ６ 中心市街地賑わいづくり事業 (商工振興課、都市整備課) ２７,３３０千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

6,810 4,000   16,520 

         

     北陸新幹線福井開業に向け、再開発事業区域やその周辺エリアを活用したソフト事業の充

実により、まちなかにさらなる賑わいを創出します。 

 

     【事業概要】 

     ○新（１）中心市街地賑わい創出支援事業 

多くの集客につながる回遊イベントの定期的な開催と、各店舗の売上拡大につ

ながる取組を支援 

    ○新○チ（２）まちなか de ラン・ウォーク事業 

近年の健康志向の高まりと、「衣」「食」といった身近なテーマを掛け合わせ、何

度でも来て楽しめる仕掛けづくりを実施 

       （３）まちなかイベントプラットフォーム構築事業 

まちなかでイベントを希望するプレイヤー（人・団体）の成功体験を増やし、イ

ベントの定着と賑わい創出を図るため、広報アドバイスや周辺店舗との連携など、

集客力・収益力を高めるためのサポートを行う相談窓口を設置 

（４）リノベーションまちづくり推進事業 

リノベーションにより個性的で魅力溢れるまちをつくるため、実践型のワーク

ショップの取組を支援し、都市部からの関係人口創出を推進 

（５）まちなか活性化交流イベント支援事業 

まちなかの魅力向上を図るためイベントを開催し、賑わいを創出する団体の活

動を支援 

（６）アートストリート事業 

再開発工事の仮囲いを活用したアート展示やワークショップなど定期的なアー

ト活動を実施 

     （７）冬のまちなか賑わい創出事業 

          まちなかを話題性のある光のオブジェや体験型イルミネーションで演出すると

ともに、商店街や市民団体と連携したイベントを実施 

       （８）福井駅周辺での宝探しイベント 

          連携中枢都市圏事業として連携市町に関する謎を解き、駅周辺に設置した宝箱

を探すゲームを実施  
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政策２ 地域の特色を活かし魅力的で活力のあるまちをつくる 
 

 

○新○チ７ 地域の拠点づくり事業 (都市計画課) ９３０千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 
  900  30 

 

     日常生活を支える機能の維持が困難となっている地域において、将来にわたっても住民が

暮らし続けられるよう、住民と協働して拠点づくりを進めます。 

     【事業概要】 

      （１）対象 地域拠点 13 カ所のうち「越廼総合支所周辺」および「美山駅周辺」 

（２）内容 ・福井大学研究室との共同研究による公共交通実験を組み合わせたワーク 

ショップの開催 

        ・専門会議による取組、施策の提案 

 

 

   ８ 福井市都市交通戦略策定事業 (都市整備課・地域交通課) ３,８７４千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

1,200    2,674 

 

     まちなかを快適に回遊できる環境を構築するため、福井駅周辺の都市再生緊急整備地域を

対象として、「福井駅周辺地区交通戦略」を策定します。 

     【事業概要】 

学識経験者やまちなかの商業関係者等が参画する検討部会を組織し、施策の検討など

の議論を重ねて地区交通戦略を年度内に策定 

 

 

○新   ９ 公共交通ネットワーク構築事業 (地域交通課) ４,１５４千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    4,154 

 

     公共交通やタクシー、自転車など移動の利便性向上を目的とした日常型ＭａａＳ（マース）

システムの導入に向け、ふくい嶺北連携中枢都市圏の市町や交通事業者との勉強会を実施し

ます。 

     【事業概要】 

      ＭａａＳシステム導入勉強会の実施（6 回） 

      〔システム導入までの年度スケジュール〕 

     令和 3 年度 システム導入のための勉強会の開催、実証実験準備、協議会設立準備 

令和 4 年度 福井嶺北版ＭaaS 協議会の設立、実証実験 

令和 5 年度 本格導入、利用状況等の追跡、分析等の実施、改良点等の協議 

      〔勉強会出席者〕 

       ふくい嶺北連携中枢都市圏市町、公共交通事業者 

 

ＭａａＳとは・・・ＭａａＳ（モビリティ・アズ・ア・サービス）は、地域住民や 

旅行者一人一人の移動ニーズに対応して、複数の公共交通や移動 

サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行う 

サービス 
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○新○チ１０ 東京オリ・パラ応援！ラッピング電車事業 (地域交通課) ５,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 
    5,000 

 

     東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に併せ、福井鉄道の車両に福井ゆかり

のアスリートを全面に装飾したラッピングを整備するとともに、車内および主要駅において

選手紹介ポスターや応援メッセージを掲示します。 

     【事業概要】 

      〔事業期間〕  令和 3 年 6～11 月末予定 （オリ・パラ期間：7/23～9/5） 

 

 

 

  １１ 福井とつながる対流拡大事業 (まち未来創造課) １６,０００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

8,000    8,000 

 

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

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

拡大を進めます。 

     【事業概要】  

（１）地元人材・組織を母体とした推進体制の構築 

・地元企業や若者等による官民連携のプラットフォームを構築し、都市部から本市

に持続的に人の流れを誘引する環境を創出 

（２）関係人口の裾野拡大のための取組 

・多様なテーマのセミナーや地元企業とともに事業化アイデアの創造を目指すワー

クショップ等をオンラインツールも活用しながら実施 

（３）本市の魅力の発信による認知度、知名度の向上 

        ・メディアの発信力やＳＮＳを活かしたプロモーションを実施 

 

 

 

  １２ ワーケーション推進事業 (まち未来創造課) １,３４３千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

475   700 168 

 

     越前海岸エリアを中心に地域資源を活用した福井型ワーケーションを推進し、都市部から

地方への人と仕事の流れを創出します。 

     【事業概要】 

      （１）福井型ワーケーションによる関係人口創出                

        ・地域交流、暮らし体験等を軸としたワーケーションモニタープログラムの実施 

        （２）越廼サテライトオフィスの利用促進   

        ・ワーケーション自治体協議会等のイベントへの参加 

        ・個人ワーカーや企業等への各種情報発信 
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  １３ 福井でかなえる快適ライフ応援事業(移住定住推進室) １０,１００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 6,250   3,850 

  

     東京圏をはじめ全国からの移住を促進するため、本市へのＵ・Ｉターンを支援します。 

 

     【事業概要】 

      （１）福井市ＵＩターン移住就職等促進支援金（東京圏型）給付事業 

〔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〕 

         本市に移住した者のうち、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 区に通勤していた者 

       〔支給額〕 

         単身以外の世帯 100 万円  単身世帯    60 万円 

 

      （２）福井市ＵＩターン移住就職等支援金（全国型）給付事業 

〔事業内容〕 

         福井県外からの移住者に対して移住支援金を支給      

   〔補助対象者〕 

本市に移住した者で、以下の要件を全て満たす者 

①連続して直近 3 年以上、福井県外に在住している者 

②18 歳以上 50 歳未満の者 

③本市に移住し正規雇用で就業、起業した者（テレワークを含む。） 

       〔支給額〕 

         18 歳以上 40 歳以下の女性 15 万円  左記以外の単身者 10 万円 

         若年夫婦世帯、子育て世帯 30 万円  左記以外の世帯 20 万円 

 

      （３）福井市ＵＩターン者採用試験交通費補助 

   〔事業内容〕 

         県外からの移住により本市での就業を目指す女性や若年夫婦世帯に対する助成 

  〔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 40 歳以下の女性、若年夫婦世帯、子育て世帯の親のいずれか 

  〔補助内容〕 

就職面接に係る交通費支援 
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  １４ 居住推進支援事業 (住宅政策課) １８,１２９千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

8,109 3,707   6,313 

 

     定住人口の確保や地域コミュニティの維持を図るため、建替住宅取得や多世帯型住宅のリ

フォームに加え、空き家の利活用に関する取組を支援します。 

     【事業概要】 

      （１）移住・定住サポート事業 

      〔事業内容〕 

補助対象 

区分 

補助の内容 
補助額（限度額） 

補助要件 対象区域 

建替住宅 

取得 

子育て・

新婚・ 

U･I ター

ン世帯 

居住環境 

再構築区域 
１戸当たり 30 万円 

居住誘導区域 １戸当たり 20 万円 

中古住宅 

取得 

多世帯 

近居 
市内全域 1 戸当たり 20 万円 

リフォーム 
多世帯 

同居 

居住環境 

再構築区域 
1 戸当たり 60 万円 対象経

費の 1/3 
上記以外 1 戸当たり 50 万円 

家

賃 

若
年
・
子

育
て
世
帯 

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） 

      （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） 

補助要件 対象区域 

空き家 

取得 

子育て・新婚・ 

U･I ターン世帯 

居住環境 

再構築区域 
１戸当たり 60 万円 

上記以外 １戸当たり 30 万円 

空き家 

リフォーム 

子育て・新婚・ 

U･I ターン世帯、 

賃貸空き家所有者  

居住環境 

再構築区域 

１戸当たり

60 万円 
対象

経費

の

1/5 上記以外 
１戸当たり

30 万円 

空き家 

居住家賃 

子育て・新婚・ 

U･I ターン世帯 
市内全域 

月額家賃の１/3 

2 万 5 千円/月を限度 

流通アドバ

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 

空き家 

診断 

空き家の売買・賃貸を検討する市内

の所有者および購入希望者に対する

空き家診断費用への補助 

診断費用の 2/3 

3 万 5 千円/回を限度 
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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 
 

  １５ 道路整備事業 (監理課、道路課) １,７４０,７１７千円 

財源

内訳 

国  市債 その他 一般財源 

399,544  1,102,600 61,146 177,427 

 

     幹線道路のネットワークを強化し安全で快適な交通環境を確保するため、道路の整備を行

います。また、歩道の段差や傾斜などの解消を行い、全ての人が安心して移動できる歩行者

空間を確保します。 

     【事業概要】 

      （１）道路橋りょう改修事業 

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側溝改修事業（浸水対策） 

 大雨時の浸水対策を目的とした側溝改修等 

④橋りょう補修事業 

老朽化した橋りょうの補修 

（２）道路舗装事業 

舗装新設、舗装復旧等 

（３）歩道整備（バリアフリー）事業 

   既設歩道のバリアフリー化、幅員の狭い歩道の拡幅等 

（４）道路橋りょう改築事業 

   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 

②過疎対策事業 

越廼・美山地区における道路および消雪施設の整備 

   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 

        ④道路交通量調査費 

         市内の主要道路の交通量の調査 

（５）地下道冠水対策事業 

         地下道排水設備等の更新 

（６）道路台帳整備事業 

         道路の新設・改良に伴う道路台帳等の調製 

 

 

  １６ 河川・水路整備事業 (河川課) １９７,６５０千円 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  161,600 6,112 29,938 

 

     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 

        ①河川整備事業   

②水路整備事業   

③河川水路浚渫事業 

④河川管理施設整備事業 
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  １７ 東安居団地整備事業 (市営住宅課) ６３０,３００千円 

   〈１,４７０,０００千円〉 

財源

内訳 

国  市債 その他  

314,626  294,300 21,374  

 

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

     【事業概要】 

  〔建 設 地〕 豊岡 2 丁目地係 

  〔構造規模〕 鉄筋コンクリート造 6 階建て 

  〔戸  数〕 54 戸 

         （令和 3 年度～5 年度の継続費設定）〈1,470,000 千円〉 

 

 

  １８ 上水道整備事業 (企業局) ２,５５７,６５０千円 

財源

内訳 

国  企業債 その他 自己財源 

45,000  900,000 228,593 1,384,057 

 

     福井市水道事業ビジョン２０２０の基本理念「信頼に応える水づくり」に基づき、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     108,010 栓  

 （２）年間配水量  33,419,000 ㎥  

      （３）1 日平均配水量   91,559 ㎥  

       〔事業内容〕 

        ①水道施設の更新および耐震化 

        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 

 

 

  １９ 簡易水道整備事業 (企業局) ２１５,７８９千円 

財源

内訳 

  企業債  自己財源 

  199,900  15,889 

 

     老朽化した水道管や設備の更新を行い、安定した飲料水を供給するとともに、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     1,871 栓  

  （２）年間配水量   608,000 ㎥  

  （３）1 日平均配水量   1,666 ㎥  

       〔事業内容〕 

        ①簡易水道施設の統合 

        ②簡易水道施設の更新 
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  ２０ 下水道整備事業 (企業局) ７,７８１,３６０千円 

財源

内訳 

国 県 企業債 その他 自己財源 

2,465,104 9,500 4,364,300 184,462 757,994 

 

     生活環境の改善および公共用水域の水質を保全するため、公共下水道の普及拡大を進めま

す。また、安全・安心な下水道サービスを提供するため、老朽化した施設の改築・更新を行

います。 

     【事業概要】 

      （１）公共下水道人口普及率  97.4％    

      （２）処理人口      231,413 人    

      （３）年間処理水量   54,410,000 ㎥    

      （４）一日平均処理水量  149,068 ㎥    

       〔事業内容〕 

①下水道未普及地区の管渠整備 

②管渠・ポンプ場等の改築・更新工事 

③浸水対策事業（浸水軽減対策工事、排水ポンプ車等） 

④美山浄化センターの増設工事 

 

 

○新○チ２１ 企業局チャレンジみらい事業 (企業局) ３,１５０千円 

財源

内訳 

    自己財源 

    3,150 

 

     上下水道体験型ＤＶＤの製作やマンホールカードを活用し、上下水道事業の広報、啓発を

実施するほか、水源の周辺整備を行うことにより簡易水道事業の水源保全に努めます。 

また、工事の立会いをリモートで行うことにより事務効率化・省力化を図ります。 

     【事業概要】 

（１） 見て見て知って！上下水道体験型ＤＶＤ製作事業 

コロナ禍で施設見学ができない状況でも疑似体験ができるよう、上下水道施設の

中を撮影したＤＶＤを製作し、小学校への貸し出しや出前講座等で活用 

（２） 水の源を守ろうプロジェクト      

         水道水源保全の適切な管理を行うため、地域住民や関係機関等の協力を得ながら、

水源の水量、水質のモニタリングや周辺整備を行い、安全で安心な水道水の供給の

維持を目指す。 

（３） 「丸い・落ちない・スベらない」合格まんほ～るカード事業 

         受験生を応援するとともに、中高生やその家族に下水道へ関心を持ってもらうき

っかけづくりを目的に、「丸い・落ちない・滑らない」特徴を持つマンホールのカー

ドをお守りとして配布 

（４） 遠くても心は現場に！リモート工事立会事業 

工事現場での立会い等をリモートで行うことで、移動時間の削減や立会いの省力

化を図り、受発注者双方の生産性向上につなげるための環境を整備  
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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 

 

 

  ２２ 地域の未来づくり推進事業 (まち未来創造課） ６９,２７８千円 

 

 

 

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

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

住民が主体となり取り組む地域活動に対して支援します。 

     【事業概要】 

（１）地域の未来づくり推進事業補助金 

コース 対 象 内  容 助 成 額 

地域 

づくり 

まちづくり 

組織 

（1 地区 

1 組織） 

・地域の魅力を高めるまちづ

くり事業 

・市外まちづくり団体･地域住

民との交流、情報発信事業 

補助対象経費の 65/100 以内 

地区指定ふるさと納税を上乗

せ 

ビジョン有：上限 1,200 千円 

ビジョン無：上限 800 千円 

ビジョン策定 

・地区の現状や課題、将来に向

けた取組計画の策定事業 

補助対象経費の 10/10 

上限 100 千円 

課題解決 

・ビジョンに基づき、地区の課

題を解決していく事業 

補助対象経費の 10/10 

上限 200 千円 

若手 

育成 

概ね 16 歳

～ 40 歳代

を中心とし

たまちづく

り活動グル

ープ 

まちづくりの新たな担い手で

ある若者が事業実施主体とな

り、地域を活性化させる事業 

補助対象経費の 65/100 

１組織につき上限 250 千円 

各団体が集めた事業指定ふる

さと納税を上乗せ 

地域 

連携 

2 地区以上

で構成され

る連携組織 

統一テーマのもとに地区間で

連携し、広域的に取り組むこと

で効果や継続性が見込まれる

まちづくり事業 

補助対象経費の 65/100 以内 

1 組織につき 

上限 180 千円×地区数 

(1,000 千円を上限とする) 

各団体が集めた事業指定ふる

さと納税を上乗せ 

      （２）まちづくりお助け隊事業 

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

登録し、要望に応じて依頼団体に派遣 

 

 

  ２３ “地域の夢を叶える”未来づくり創造ファンド (まち未来創造課） ７,８５８千円 

 

 

 

     まちづくり組織等が行う地域の課題解決の取組や新型コロナウイルス感染症への対応に向

けた取組経費の資金を調達するため、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングを行

います。 

財源

内訳 

 県 市債 その他 一般財源 

 2,200 2,000 65,030 48 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 929  6,000 929 
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     【事業概要】 

      （１）事業実施主体 

         各地区まちづくり組織など 

      （２）対象事業 

         地区まちづくり組織等が行う、事業費 500 千円以上の事業 

         ①地区ビジョンに掲げた地域の課題を解決する事業 

         ②新型コロナウイルス感染症の感染対策や新しい生活様式の推進に向け、地域が

取り組む新しい事業 

（３）交付額 

         クラウドファンディングによる調達額 

         ただし、クラウドファンディングに係る手数料分（22%）を市が負担 

 

 

  ２４ 女性活躍応援事業 (女性活躍促進課) １,１６９千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

584    585 

 

     職業生活における女性の活躍を促進するため、多様な働き方の推進や女性のキャリアアッ

プに向けた意欲向上を図り、男女がともに活躍できる職場環境を整備します。 

     【事業概要】 

    （１）組織診断クラウド「Ｆｕｋｕｒｅａ（フクリエ）」運用 

    （２）「根っから福女」×「あとから福女」交流会の開催 

    （３）「家事・育児シェア」見える化シート活用講座、ラク家事コンテスト等の開催  

 

 

  ２５ 市民協働推進事業・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） 

 ８,０４２千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   5,948 2,094 

 

     市民と市民活動団体、行政が連携し、お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。また、市民のボランティア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啓発や活動を支援します。 

     【事業概要】 

      （１）市民協働推進事業 
        ①市民協働推進職員研修 
        ②ボランティア活動を契機とした協働のまちづくり担い手育成事業 
        ③ＮＰＯ基盤強化セミナー 
      （２）市民活動促進事業 
        ①非営利公益市民活動促進助成事業 
        ②子どもボランティアコーディネート支援校事業  

③寄附募集事業 
  （３）ボランティア活動支援事業 

        ①ボランティアアカデミー事業 
        ②市民ボランティア活動促進事業 
        ③ＧＷ特別イベント おいでよ福井総合ボランティアセンター事業 

（４）ボランティアコーディネート支援事業 
        ①コーディネーター育成事業 
        ②ボランティア受入れスキルアップ事業 
        ③福井市ボランティア総合情報提供システム事業 
      （５）災害ボランティア支援事業 
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  ２６ 国際化推進事業 (国際室) ２２,４９５千円 

財源

内訳 

   その他  

   22,495  

 

     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・受入れ（海外姉妹友好都市） 

派遣：米国フラトン市 受入れ：中国杭州市 

      （２）姉妹友好都市等派遣・受入れ 

中国杭州市、米国フラトン市との姉妹友好都市交流（派遣・受入れ） 

       （３）福井市国際文化交流大使活用事業 

保育園、幼稚園等での国際理解教育、情報発信、インバウンド事業等 
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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 
 

  ２７ 障がい福祉サービス事業 (障がい福祉課) ６,９００,０００千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

3,450,000 1,725,000   1,725,000 

 

     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〕 54,100 人（令和 3 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 

 

 

  ２８ 地域介護福祉空間整備等補助事業 (地域包括ケア推進課) ３１９,０１０千円 

財源

内訳 

 県    

 319,010    

 

     介護サービス供給体制の充実のため、地域密着型サービス事業所等の施設整備および介護

予防拠点の整備等の経費を助成します。 

     【事業概要】 

      （１）地域密着型サービス事業所等整備事業 

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）介護予防拠点整備事業  

介護予防拠点施設の整備・改修 

 

 

○新  ２９ 福祉サービス等提供体制継続支援事業 (障がい福祉課、地域包括ケア推進課)  

１０,８２６千円 

財源

内訳 

国     

10,826     

 

     新型コロナウイルス感染症が発生した障がい福祉・介護サービス事業所に対し、サービス

継続に必要な衛生物資等の支援を行います。 

     【事業概要】 

      （１）サービス継続支援事業補助金  

         感染者または濃厚接触者が発生した市内の障がい福祉・介護サービス事業所に対

して、消毒経費等のかかり増し経費を補助する。 

（２）備蓄衛生物資調達等の体制整備  

         感染症が発生した市内の障がい福祉・介護サービス事業所に対し、サービス継続

に必要な物資の提供等の支援を行えるよう、調達・備蓄体制を整備する。 
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○拡  ３０ ひとり親家庭就業・自立支援センター事業 (子ども福祉課) ４,４６０千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

2,227    2,233 

 

     ひとり親家庭等の自立促進を図るため、就労に関することやＤＶ、離婚等の相談に応じる

とともに、離婚に伴う養育費確保のための支援を行います。 

     【事業概要】 

      〔主な事業〕 

      （１）養育費等支援事業 

         ひとり親家庭の養育費確保のための弁護士相談に要する費用の補助 

      （２）養育費に関する公正証書等作成支援事業 

         ひとり親家庭の養育費の取り決めに関する公正証書作成等に要する費用の補助 

      （３）ひとり親家庭等相談事業および女性相談事業  

         母子・父子自立支援員によるひとり親家庭等の自立に向けた就労等の相談支援や、

女性相談員による離婚・ＤＶ等の女性からの相談に対する支援 

 

 

○新  ３１ 支援対象児童等見守り強化事業 (子ども福祉課) ９,７２３千円 

財源

内訳 

国     

9,723     

 

     子どもの見守り体制を強化し虐待予防を図るため、見守りが必要な子ども等の状況を定期

的に確認するとともに、食事の提供や生活指導などを実施する民間団体に対して運営費を補

助します。 

     【事業概要】 

〔対 象 者〕次の事業を実施するＮＰＯ法人、社会福祉法人など 

       （１）子ども等の状況把握 

       （２）配達等を含む食事の提供 

       （３）基本的な生活習慣の習得支援や生活指導 

       （４）学習習慣の定着等の学習支援 

 

 

 

  ３２ 子ども・子育て支援事業 (子育て支援課、学校教育課) ９,１５５,８５４千円 

財源

内訳 

国 県 負担金 その他 一般財源 

4,300,084 2,107,865 55,693 7,537 2,684,675 

 

     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などを実施し

ます。 

     【事業概要】 

      （１）私立保育所委託事業 

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

         ※広域入所分を含む。（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 

         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 

         ※広域入所分を含む。（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 
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      （３）私立教育・保育施設運営費補助事業 

         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 

         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 

         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〕一時預かり、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 8 事業所、家事援助 2 事業所 

      （６）施設等利用給付事業 

         無償化の要件を満たした子どもが預かり保育や認可外保育施設等を利用した際の

利用料を給付 

        〔事業内容〕対象者の預かり保育や認可外保育施設の利用料を無償化 

        〔事業対象〕幼稚園や認定こども園（1 号）に在園し、保育の必要がある子ども 

             在園せず認可外保育施設等のみを利用している保育の必要がある子ども

（0～2 歳児は住民税非課税世帯のみ） 

      （７）在宅育児応援手当支給事業 

         第 2 子以降の 0～2 歳児を在宅で育児する低所得世帯を対象に手当を支給 

        〔事業対象〕①対象児童 

               ・福井市に住民登録があり、第 2 子以降（生後 8 週間を超え、満 3

歳に満たない子ども） 

               ・認可保育園、認定こども園、幼稚園のいずれにも在園していない

子ども 

              ②対象保護者 

               ・福井市に住民登録があり、児童手当の受給者であること 

               ・世帯年収が 360 万円相当未満であること 

               ・職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと 他 

        〔支 給 額〕対象児童 1 人当たり月額 1 万円（支給は年 3 回） 

      （８）幼児教育無償化事業 ※新制度未移行幼稚園分 

新制度未移行幼稚園の利用者が無償化の要件を満たす場合に、利用料の給付や副

食費の助成を実施 

①保育料の無償化  

                   〔事業対象〕3～5 歳および満 3 歳児※の全世帯（月上限 25,700 円） 

                ※満 3 歳児は当該年度に満 3 歳の誕生日を迎えた園児 

         ②預かり保育料の無償化  

                   〔事業対象〕3～5 歳児で保育の必要性がある場合（月上限 11,300 円） 

                ※満 3 歳児は住民税非課税世帯で保育の必要性がある場合 

                                 （月上限 16,300 円） 

         ③低所得世帯または第三子以降の副食費の助成   

〔事業対象〕低所得世帯または第三子以降（月上限 4,500 円） 
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  ３３ 私立教育・保育施設等整備補助事業 (子育て支援課) １,０７０,０００千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

788,122 94,253 147,800  39,825 

 

     園の新築や認定こども園への移行、老朽化に伴う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、感染症予防の観点から、トイ

レ・給食調理場の乾式化、間仕切りの設置等、衛生環境の改善に対して補助を行います。 

     【事業概要】 

      （１）施設整備 

       〔対象施設〕私立園 6 園 

       〔整備内容〕森田地区新設 3 園 

             森田地区定員拡充 1 園 

認定こども園移行に伴う定員拡充 1 園 

             老朽化施設の改築 1 園 

      （２）衛生環境改善のための整備 

       〔対象施設〕私立園 4 園 

       〔整備内容〕コロナ禍における感染症予防の観点から、衛生環境の改善に係る工事 

      （３）借入金利子補給 

       〔対象施設〕私立園 8 園 

       〔内  容〕保育定員の増員を伴う施設整備を行った私立園に対し、工事費の支払い

に係る借入金利子の補給 

 

 

  ３４ 放課後児童健全育成事業 (放課後児童育成室) ６５３,８７２千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

201,928 205,034 39,800  207,110 

 

     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

童会や放課後児童クラブの運営および学童保育利用料助成等を実施します。 

     【事業概要】 

      （１）児童クラブ等運営委託事業 

         放課後児童会等に対して学童保育事業を委託 

       〔事業内容〕 放課後児童会、児童クラブの運営委託料 

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

②放課後児童クラブ：社会福祉法人、地区運営委員会、ＮＰＯ法人等 

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

      （２）学童保育利用料助成事業 

         放課後児童会等を利用しているひとり親世帯や住民税非課税世帯等の経済的な負

担を軽減するため、利用料の一部を支援 

       〔事業内容〕 放課後児童会および児童クラブ利用料の半額を助成（上限 2,500円/月） 

〔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 

      （３）学童保育支援事業 

         放課後児童会等の職員の負担軽減と資質向上を図るため、学童保育巡回アドバイザ

ーの配置および職員対象の研修会を実施 

〔事業内容〕 ①学童保育巡回アドバイザー配置事業 

        ②学童保育研修事業 

     ○新（４）学童保育施設整備補助事業 

         児童クラブ施設の新設や老朽化に伴い学童保育環境の改善が必要な社会福祉法人

が実施する児童クラブの整備に対して支援 



- 29 - 
 

       〔対象施設〕 2 カ所 

〔整備内容〕 児童クラブの新設 1 カ所 

老朽化に伴う新設 1 カ所 

      （５）児童館機能移転事業                 

麻生津小学校内に児童館機能を移転するため児童クラブ室等を整備 

       〔事業場所〕 麻生津小学校北校舎 1 階 

      〔事業内容〕 ①内装改修、電気設備工事 

②電話回線、緊急通報装置移設等  

③備品購入 

 

 

 

○新○チ３５ ＩＣＴを活用した地域自殺対策事業 (保健支援室) ９１３千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 456   457 

 

     インターネットで自殺関連用語を検索した人に市の相談窓口への連動広告を出すことに

より、ピンポイントで支援情報を届け、自殺防止につなげます。   

     【事業概要】 

インターネットで自殺に関連する用語を検索した方に、相談を促す広告を掲載 

 

 

 

○新  ３６ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (健康管理センター)  

１,６５４,３２９千円 

財源

内訳 

国     

1,654,329     

 

     新型コロナウイルス感染症に対処するため、国が示す接種者の優先順位に基づき、速やか

にワクチン接種を行います。 

     【事業概要】 

〔事業内容〕 

      （１）接種券印刷・発送 

      （２）コールセンター運営 

      （３）広報・啓発 

      （４）ワクチン接種 

      （５）ワクチン接種データ入力 
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○拡  ３７ 感染症対策事業 (保健予防室) １５５,８５９千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

87,060    68,799 

 

     新型コロナウイルスをはじめとする感染症の予防と拡大防止を図るため、感染症に関する

各種検査や患者に対する医療の提供を行います。 

     【事業概要】 

（１）風しん抗体検査 

       〔事業内容〕妊娠を希望する女性およびその同居家族に対する風しん抗体検査費用を 

負担 

（２）感染症医療費公費負担 

  〔事業内容〕新型コロナウイルスおよび一類・二類感染症に感染した患者の入院医療

費を負担 

（３）感染症診査協議会運営費 

  〔事業内容〕感染症法に基づく就業制限、入院勧告、結核患者の入院医療費等を諮問 

（４）感染症予防対策 

  〔事業内容〕感染症に関する普及啓発のための研修会開催等 

（５）ＨＩＶ抗体検査およびエイズ検査 

  〔事業内容〕保健所においてＨＩＶ抗体検査やエイズ相談を実施 

（６）エイズ対策促進  

  〔事業内容〕エイズに関する正しい知識の普及啓発 

（７）感染症発生動向調査 

  〔事業内容〕新型コロナウイルスなどの感染症の行政検査を実施し、発生動向を調査 

 

 

○拡  ３８ 不妊治療支援事業 (保健支援室) １８３,５１０千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 
 89,442   94,068 

 

     高額な治療費がかかる特定不妊治療を受けた市民に対し、治療費の一部を助成します。 

     【事業概要】 

      〔助成制度〕 

令和 3 年 1 月から助成制度の拡充を実施（令和 4 年度からの不妊治療費の公的医療保

険の適用を見据えたもの） 

項目 新制度（拡充後） 旧制度 

所得制限 なし 夫婦合算の所得 730 万円未満 

助 成 額 

【特定不妊治療】 

1 回 30 万円 

または 1 回 10 万円 

【男性不妊治療】 

1 回 30 万円 

【特定不妊治療】 

1 回 15 万円（初回のみ 30 万円） 

または 1 回 7.5 万円 

【男性不妊治療】 

1 回 15 万円（初回のみ 30 万円） 

助成回数 
子ども一人につき 6 回まで 

（40 歳以上 43 歳未満は 3 回） 

生涯で通算 6 回まで 

（40 歳以上 43 歳未満は 3 回） 

対 象 者 法律婚および事実婚夫婦も対象 法律上の婚姻をしている夫婦 
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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 
 

 

  ３９ ごみ処理施設整備事業 (新クリーンセンター準備課） ２４１,７６２千円 

   〈２,２０７,６００千円〉 

財源

内訳 

国  市債 その他 一般財源 

11,575  133,500 75,925 20,762 

 

     新たなごみ処理施設の整備に向けて、用地の造成に着手するとともに、施設の整備・運営

事業者の選定を行います。 

     【事業概要】 

      （１）環境影響評価手続 

         福井県環境影響評価条例の規定に基づく環境影響評価手続 

      （２）環境影響評価事後調査業務    

         事業による影響が予測された動物および植物について、継続して調査を実施 

      （３）新ごみ処理施設整備・運営に係る事業者選定 

         新ごみ処理施設ＰＦＩ等選定委員会の開催 

      （４）新ごみ処理施設整備に係る敷地造成等工事 

         新ごみ処理施設に必要な敷地および調整池を整備 

            （令和 3 年度～5 年度の継続費設定）    〈2,207,600 千円〉 

      （５）新ごみ処理施設周辺整備事業 

 

 

 

  ４０ 廃棄物対策事業 (環境廃棄物対策課) ８,１０２千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   2,980 5,122 

 

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

     【事業概要】 

      （１）不法投棄パトロール業務 

         不法投棄の未然防止のため、ふくい嶺北連携中枢都市圏内のパトロールを実施 

      （２）ＰＣＢ廃棄物処理推進事業 

         市内事業所が有する全てのＰＣＢ廃棄物やＰＣＢ使用製品が処理期限までに適正 

処理されるように指導を継続実施 

      （３）最終処分場水質検査業務 

         最終処分場の放流水等の水質検査を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 32 - 

 

○新  ４１ ゼロカーボンシティ推進事業 (環境政策課） １０,４２７千円 

財源

内訳 

国  市債 その他 一般財源 

1,350  5,400 1,839 1,838 

 

     再生可能エネルギーや水素エネルギーなど、利用時に二酸化炭素を発生しないエネルギー

の利便性や安全性に関する市民への理解促進を図るとともに、地球温暖化対策につながる

「クールチョイス（かしこい選択）」の普及啓発を行います。 

     【事業概要】  

      （１）燃料電池自動車導入事業    

公用車として燃料電池自動車を導入し、市民に対し水素エネルギーの利便性や安

全性について普及啓発を進めるなど、ゼロカーボンシティを推進させる。 

（２）高校生クールチョイス選手権事業    

高校生を対象に地球温暖化防止につながるアイデアや研究成果を競い合う大会を

開催する。 

 

 

○新  ４２ 木質バイオマスエネルギー事業 (林業水産課) ９,９８６千円 

財源

内訳 

国     

9,986     

  

     地域の森林保全、林業振興、脱炭素化等を推進するため、市内の民間施設等に木質バイオ

マスエネルギー導入に向けた検討を行います。 

     【事業概要】 

  モデル事業の具体化やエネルギーサービス体制の構築に向けた検討 

 

 

○新  ４３ 福井市体育館メインアリーナ照明ＬＥＤ化事業 (スポーツ課) ５９,４００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  53,400  6,000 

 

     「福井市体育館メインアリーナ」の照明器具（水銀灯）を長寿命で省電力のＬＥＤ照明器

具に更新し、維持管理費と環境負荷の低減を図ります。 

     【事業概要】 

      〔所 在 地〕 松本 4 丁目地係 

〔面  積〕 5,719.44 ㎡（メインアリーナ延べ床面積） 

 

 

○新  ４４ 桜木図書館照明ＬＥＤ化事業 (桜木図書館） １８,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  16,200  1,800 

 

     「館内開架スペース」に使用している蛍光ランプを長寿命で省電力のＬＥＤ照明器具に更

新し、維持管理費と環境負荷の低減を図ります。 

     【事業概要】 

〔所 在 地〕 手寄１丁目地係（ＡＯＳＳＡ4 階） 

〔面  積〕 2,040 ㎡ 
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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 
 

 

  ４５ 災害時マンホールトイレ整備事業 (危機管理課) ８,６６０千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  7,100  1,560 

 

     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   １地区 

 

 

  ４６ 防犯カメラ設置補助事業 (危機管理課) １,２００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 600   600 

 

     通学路や子どもの遊び場など、街頭犯罪が発生する可能性がある場所に防犯カメラを設置

する自治会等に対し支援し、犯罪の起こりにくい安全で安心な地域社会づくりを推進します。 

     【事業概要】 

      防犯カメラの設置補助 

 

 

  ４７ 除雪対策事業 (道路課) ６３３,８７５千円 

財源

内訳 

国 県 市債 その他 一般財源 

74,160 2,000 25,300 1,672 530,743 

 

     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   

         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  

         除雪協力企業の除雪機械整備を支援 

      （３）小型除雪機購入補助事業  

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

（４）消融雪設備改修事業  

         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  

         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   

         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 
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  ４８ 空き家対策事業 (住宅政策課） ７,９９６千円 

財源

内訳 

国 県  その他 一般財源 

3,640 1,798  500 2,058 

 

     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およびその所有者等に助言・

指導等を行うとともに、老朽危険化した空き家等の除却を支援します。 

     【事業概要】 

〔事業内容〕 

① 協議会の開催  

② 空き家無料相談会の実施   

③ 老朽危険空き家等除却支援事業 

④ 所有者不明空き家等の対策   

 

 

  ４９ 危険ブロック塀除却事業 (建築指導課） １,１１５千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

550 275   290 

 

     市内の通学路に面して設置された、倒壊等の危険性があるブロック塀の除却および除却後

の塀の再設置に対して助成します。 

     【事業概要】 

      〔補助対象〕 

        福井市が設置する小・中学校の通学路に面したブロック塀で、以下のいずれかに該

当するもの 

        ・市で実施したブロック塀の安全点検で安全性を確認できなかったもの 

        ・道路に面する高さ 80 ㎝以上のブロック塀で、倒壊等の危険性があり、災害時の避 

難に支障をきたす恐れのあるもの 

      〔補 助 額〕 

        除却：危険ブロック塀の垂直投影面積（1㎡未満切捨）×3.5千円/㎡（上限 50千円） 

        再設置：再設置する塀の垂直投影面積（1 ㎡未満切捨）×7 千円/㎡（上限 100 千円） 

 

 

  ５０ 消防庁舎建設事業 (消防総務課) ３０４,９４０千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  213,700  91,240 

 

     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て分署を新築します。また、老朽化が著しく耐震性が劣る南消防署の新

築を進めます。 

     【事業概要】 

      〔施設概要〕 （仮称）川西分署 建設予定地 浄土寺町地係 

                      構造    鉄骨造 2 階建  

             南消防署     建設予定地 花堂中 1 丁目地係  

                      構造    ＲＣ造 3 階建  

      〔事業内容〕 ・（仮称）川西分署新築工事等 

             ・南消防署に係る用地購入、基本計画業務 

             ・北分署開署に伴う森田分遣所解体 

      〔事業期間〕 平成 29 年度～令和 8 年度 
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  ５１ 消防車両整備事業 (救急救助課) ８７,６９０千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 80,440 6,600  650 

 

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

防・救急活動を行うため、救急車等を配備します。 

     【事業概要】 

      〔整備内容〕①高規格救急車  2 台 

            ②指揮車     1 台 

 

 

○新  ５２ 大規模災害対応通信機能強化事業 (管制課) １３,０００千円 

財源

内訳 

  市債   

  13,000   

 

     大規模災害や自然災害発生時に迅速確実に命令および情報を伝達するため、消防救急デジ

タル無線とは別に、ＬＴＥ通信網を利用するＩＰ無線設備を整備し、通信機能強化を図りま

す。 

     【事業概要】 

〔事業内容〕 

        民間通信事業者のＬＴＥ通信網を利用するＩＰ無線設備 72 基を整備 

         指令台用無線装置 1 基 

         緊急車両用携帯  71 基 

         登録設定調整等一式 

  



- 36 - 

 

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 
 

   

○新  ５３ スマート農業普及推進事業  (農政企画課）    １６９,０００千円 

財源      

内訳 

国 県   一般財源 

112,500 32,500   24,000 

       

     本市の 3 大園芸産地の一つである「佐野町」において、園芸作物の生産量拡大や高品質化 

に取り組むため、キュウリの「養液栽培」など環境制御技術の導入に係る経費を補助します。 

【事業概要】 

     （１）スマート施設園芸拡大推進事業  

園芸作物の生産拡大、高品質化に向け高度複合環境制御栽培施設の導入に対し支援 

 〔補助割合〕 国 1/2 以内、県 1/10 以内、市 1/10 以内 

     （２）園芸産地育成支援事業  

        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等の導入に対し支援 

       〔補助割合〕 県 1/3 以内、市 1/20 以内 

 

 

  ５４ 未来へつなぐ ふくいの農業・水産業活性化プロジェクトⅡ 

(農政企画課、林業水産課、園芸センター） ２６,２８２千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

13,141    13,141 

 

     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）売れる、儲かる仕組みづくり  

        農水産品等を販売するＥＣサイトを運営し、県内外に向け販路拡大を支援するとと

もに、生産支援から販売までの一貫した支援体制を確立することで、生産者の所得向

上につなげ、「稼げる農林水産業」を目指す。 

     （２）プレーヤー（担い手）の発掘・育成     

       ①イベント出展      

        首都圏等で開催される農業漁業の就業希望者向けイベントへの出展 

       ②新規就農者向け研修会実施    

栽培技術、経営のノウハウに関する研修や新たなアイディアに結びつく多様な研修

の開催 

       ③生産推奨品目の生産拡大支援   

市園芸生産推奨品目の生産拡大に取り組む農業者に対する種苗費の支援 

       ④小中学生向け農業体験の実施    

        小中学生の親子を対象とした、農業体験の実施 

     （３）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、きゃろふくや鷹巣梅の生産拡大、三里浜

地区での果樹・オリーブの普及促進、バフンウニやアカモクの養殖を支援 

       ②スマートアグリのスタートアップおよび技術指導力の向上  

スマートアグリ普及用基礎データの作成および研修や視察を通して広い視野と先 

進的な技術を持つ職員の育成 
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        ③スマート漁業の支援   

         沖合いの漁場に流速や波高等を計測する機能を備えた観測ブイを設置し、漁業者

のスマートフォンに海況情報を発信するシステムを導入 

 

 

  ５５ 有害鳥獣対策事業 (有害鳥獣対策室） ５０,４１８千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 22,062  3 28,353 

 

     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 （捕獲機材の購入等） 

      （２）有害獣捕獲推進事業   

         罠の設置や管理など、有害獣を捕獲するための業務委託等 

        ①わなの管理や有害獣の捕獲出動、緊急出動を業務委託  

        ②サルの生息状況の調査等  

        ③イノシシ用捕獲檻購入補助 

 

（３）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    

（４）有害鳥獣駆除対策事業   

八幡山を中心としたカラスの捕獲やカラスの鳴き声を利用した追払い等 

 

 

○新○チ５６ 森林の魅力コンテンツ広域発信支援事業 (林業水産課） ２,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

500  1,000  500 

 

     移住者による山村の活性化と新規就業者の確保を目指すため、「人」と「森林空間」を活用

し、発信力のある人とトライアルツアーを開催します。 

     【事業概要】 

「人」と「森林空間」を活用したトライアルツアーの開催および動画コンテンツを利用

した新規就業イベントやＥＣサイトなどでのＰＲを実施   
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○新○チ５７ 福井市産越前がにを食べて福いいネ！キャンペーン事業 (林業水産課） ５００千円 

財源

内訳 

    一般財源 
    500 

     本市水産物の認知度向上を図るため、福井市産越前がにを使用したキャンペーン事業を展 

開し、リピーターの獲得やブランド化による消費拡大を目指します。 

     【事業概要】 

        福いいネ！タグのついた越前がにの写真をＳＮＳ等に投稿した人の中から抽選で、

本市水産物が当たるキャンペーン等を実施 

 

 

○新○チ５８ あさくら水の駅ピカピカ×ワクワク体験プロジェクト (農村整備課）１４,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    14,000 

 

     道の駅「一乗谷あさくら水の駅」で、ファミリー層や若年層向けに、水の駅のシンボル「三 

連水車」を活用したピカピカ×ワクワク体験を提供します。 

【事業概要】 

      （１）ピカピカ体験：ライトアップ事業    

         三連水車により発電した電気エネルギーで三連水車と足羽川用水をライトアップ

し、水の駅周辺の景観を演出。また、水力発電の仕組みを学習できる機会を提供 

      （２）ワクワク体験：収穫祭の開催   

         水車の力で動く粉ひき小屋を活用した体験イベントを開催し、水車の仕組みを学

習できる機会を提供 

 

 

○新○チ５９ さんりはまベジフルブラッシュアップ事業 (園芸センター） ５,０００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

2,500    2,500 

 

     三里浜砂丘地で栽培する野菜、果物の商品力の磨き上げや新商品の開発を行います。また、

「さんりはまベジフル」としてプロモーションを展開することで、本市の新たな特産品に仕

上げていきます。 

     【事業概要】 

      （１）商品力ブラッシュアップ  

        ①生産性・品質の向上   

        （ア）さんりはまＦＲＵＩＴ  

          砂丘地を活かした栽培方法の検討や新品目選定の実証試験および果実品質調査 

        （イ）新ブランドミディトマト 

          越のルビーに代わる新ブランドミディトマトの候補品種を生産農家へ栽培委託 

        ②食味・トレンドニーズ調査  

         シェフやソムリエ、市場関係者、小売業者等を対象とした検討会を開催 

        ③知名度向上（カーボロネロ）  

         消費者に馴染みやすいネーミングと権利の確保（商標出願） 

      （２）学生との共創  

        ①果樹の苗木づくり体験（オリーブ、ブルーベリー）   

         苗木育成から収穫までを学生に参加してもらい、将来の担い手育成につなげる。 

        ②さんりはまベジフルメニュー考案   

         学生考案による新メニュー開発 
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        ③デザイン作成   

         さんりはまベジフルやカーボロネロのＰＲポスター等作成 

      （３）プロモーション   

        ①さんりはまベジフルメニュー試食会  

         学生が考案したメニューの試食会および生産者による農産物のＰＲ販売 

        ②レシピ集作成    

         学生が考案したメニューのレシピ集作成 

        ③ＳＮＳプロモーション    

         インスタグラムを活用した情報発信（インフルエンサーを起用） 

        ④セールスプロモーション（県外）   

         東京・大阪で開催される商談会に参加 

        ⑤セールスプロモーション（県内）   

         県内の飲食店シェフや市場関係者、小売業者等を対象とした展示・商談会を開催  
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政策９ 活力と魅力あふれる商工業が発展しつづけるまちをつくる 
 

 

○新  ６０ インバウンド消費拡大支援事業 (商工振興課） ３,０２１千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    3,021 

         

     外国人観光客の増加が予想される北陸新幹線福井開業等を控え、福井の玄関口である中心

市街地を中心に、インバウンド消費拡大支援アプリを充実し外国人観光客の消費拡大を図り

ます。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕まちづくり福井株式会社が運用するインバウンド消費拡大支援アプリを活

用した取組に対する運営・保守費の補助 

      〔主な機能〕（１）多言語表記による商品・メニュー情報の表示等 

            （２）事前予約システム     （４）テイクアウト予約 

            （３）翻訳・通訳機能      （５）観光サポート機能 

 

 

  ６１ 企業立地支援事業 (企業立地推進室) ５２７,３１０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    527,310 

        

本市産業の発展に資するため、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 件 

（２）本社機能施設立地助成金      1 件  

（３）空き工場等活用助成金         9 件  

（４）中心市街地オフィス立地助成金   6 件    

 

 

○拡  ６２ テキスタイルイノベーションプロジェクト (商工振興課） １６,０７９千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

8,039    8,040 

         

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

分野において、新たな製品や技術を生み出すとともに国内外のマーケットに発信し、稼ぐ力 

の向上と地域経済の活性化を図ります。 

【事業概要】 

（１）サスティナビリティ×共創 テキスタイル開発支援  

        福井産地の技術で企業連携の共創により、サスティナビリティに対応する新しい製

品・技術を開発 

     （２）繊維事業者とアパレルメーカー等のマッチングのためのＥＣプラットフォーム運営  

        福井産地の繊維事業者が、効率的かつ継続的にアパレルメーカー等と商談できる環

境を提供 

（３）繊維産業の魅力発信   

北陸新幹線福井開業による国内外の交流人口増加の契機を見据え、繊維企業の工場

見学や地場産業体験を取り込んだ観光産業ツアーを作成、試行 

     （４）新たな推進体制の構築   

産学官金等で構成する事業推進機構として、それぞれの機能の相互補完により包括

的に事業支援を実施 
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  ６３ おいしいふくい推進事業 (商工振興課) ９,４２５千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

3,500    5,925 

        

     市内事業者が開発した加工食品「ふくいの恵み」認定商品をはじめ、連携中枢都市圏内の 

食の認知向上と販路拡大を支援するため物産展を開催します。 

     【事業概要】 

      （１）物産展等開催事業   

         「ふくいの恵み」認定商品等を市内・県外の物産展等に出展 

      （２）「春の新酒フェスタ」開催事業補助金   

         地酒の認知向上、販路拡大を支援 

      （３）ＥＡＳＴ ＪＡＰＡＮ ＳＡＫＥ ＦＥＳ（仮称）   

         東京オリンピック・パラリンピックにあわせて開催される地酒イベントに出展 

 

 

 

○新○チ６４ 福いいネ！お土産品開発プロジェクト (商工振興課) ４,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    4,000 

        

     北陸新幹線福井開業に向けたお土産品の開発のため、課題や需要把握のためのセミナーを 

はじめ、先進事例調査や開発支援、販売促進まで一貫した支援を行います。 

     【事業概要】 

（１）セミナー開催 

・現状商品の課題把握、求評 

・首都圏の需要や先進事例の動向など、お土産品として求められる要素の学習 

（２）先進事例調査 

・金沢等のお土産品売場やヒット商品製造者の視察、研究 

（３）新商品開発、リパッケージ支援 

・商品開発個別支援 4 社 

・テストマーケティングによる商品力の向上 

（４）商談支援 

・市内を中心とするお土産品取扱店や卸売店との商談会開催 
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  ６５ Ｕ・Ｉターン就職促進事業 (しごと支援課) ３,４９４千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

479   2,000 1,015 

 

     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行い、福井へ

のＵ・Ｉターン就職を促進します。 

     【事業概要】 

      （１）大学生Ｕ・Ｉターン就職推進事業    

       〔対  象〕 県内外の大学生 

       〔事業内容〕 

①ふくいＵ・Ｉターンサマーキャンプ 

・就職活動に向けたセミナー、市内企業や福井の生活に関する講演 

・市内企業訪問、アクションプランの作成 

・Ｕ・Ｉターン者や市内企業経営者との意見交換会 

        ②企業訪問ツアー 

        ・市内企業訪問 

・就職活動に向けた講座やセミナー 

      （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〕 

・企業訪問による希望する就職先とのマッチング 

・福井での就職や移住への支援に関する情報提供 

・福井市内における生活環境の確認を支援 
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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 
 

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

 ５５,１２８千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    55,128 

 

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

また、誘客拡大に向け、観光プロモーションを強化します。 

     【事業概要】 

      （１）福井イメージ戦略  

  イメージロゴ「福いいネ！」を活用したインパクトのある効果的なプロモーショ

ンの実施 

        ・ＰＲグッズの制作    

・イメージ動画の制作、放映  

・ＳＮＳによる情報発信   

（令和 3 年度～5 年度の債務負担行為設定）《151,430 千円》 

      （２）観光プロモーションの強化  

連携中枢都市圏域の観光情報や食、体験、ガイド、二次交通など、様々な情報を

集約するとともに、ＳＮＳ等を活用した観光情報の発信を強化 

        ・公式ポータルサイト、ＳＮＳサイトの運用  

（令和 3 年度～4 年度の債務負担行為設定）《16,000 千円》 

・観光ＰＲ動画の制作、Ｗｅｂ広告配信 

（令和 3 年度～4 年度の債務負担行為設定）《22,000 千円》 

      （３）福井ジェニック創出・ＰＲ 

若年層の旅行ニーズやＳＮＳの利用を喚起させる、福井ならではの写真映えする食の 

ＰＲを実施 

 

 

  ６７ 観光誘客事業 (おもてなし観光推進課) ３８,６７３千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    38,673 

 

新型コロナウイルス感染症の状況を見きわめながら、本市の観光ＰＲに取り組むなど、観

光誘客拡大を図ります。 

     【事業概要】 

      （１）観光ＰＲ事業  

         熊本市、高知市と連携した観光ＰＲ等 

      （２）イメージアップ促進事業  

         観光ポスターの制作・掲出等 

    ○チ  （３）観光誘客「チアダン×福いいネ！」事業 

         チアドリームプロジェクトと連携した誘客活動 

      （４）インバウンド推進事業   

         インバウンド受入環境の整備 
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  ６８ 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) ８,６６１千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   143 8,518 

 

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」を活用した事業を展開し、一乗谷のブランドイメージ向上を図ります。 

     【事業概要】 

      （１）ＳＮＳ映えスポット創出事業  

         和傘スカイを拡充した「写真映えスポット」の創出 

      （２）一乗谷朝倉氏遺跡内周遊事業   

         遺跡内を巡る「戦国宝探しｉｎ福井市」の実施 

      （３）一乗谷朝倉氏遺跡定時ガイド事業   

         観光客向けに遺跡を案内する定時ガイドの実施 

 

 

○拡  ６９ 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) ６１,６７７千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 2,500  51,081 8,096 

 

ふくい桜まつりの開催や、ライトアップ、プロジェクションマッピング等による夜間観光 

の促進により、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          

      （３）夜間観光促進事業    

         プロジェクションマッピング投影 

 

 

  ７０ 越前海岸体験・体感観光推進事業 (おもてなし観光推進課) ７,４７７千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  1,600  5,877 

 

     越前海岸ならではの景観や、水仙まつりなどの伝統行事の魅力を発信するとともに、ハマ

グリをはじめとする食を活用したイベントを開催するなど、豊富な地域資源を活かした体

験・交流型観光を推進します。 

     【事業概要】 

      （１）越前海岸観光まちづくり組織への支援     

      （２）水仙まつり開催支援等       
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Ⅳ 学び成長するまち 
 

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

 

○新○チ７１ バーチャル文化芸術祭事業 (文化振興課) １,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,000 

 

     文化芸術に関心を持つ市民等が、誰でも参加できる文化芸術の発表の場をウェブ上に設け

ることで、次代の担い手を育成し文化芸術活動を推進します。 

     【事業概要】 

〔概  要〕 テーマに沿った文化芸術（音楽、ダンス、演劇、美術、デザイン、伝統

文化、その他）の動画を募集し、インターネットサイトで公開して、入賞

作品を選考し表彰 

〔対 象 者〕 応募者：福井市民または通勤通学等で福井市と関わりのある個人、団体 

         鑑賞・投票者：投票期間に当該特設ページにアクセスすれば、誰でも鑑

賞および投票が可能 

 

 

  ７２ 自然史博物館企画展事業 (自然史博物館) １,８５２千円 

財源

内訳 

   諸収入 一般財源 

   60 1,792 

 

     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「足羽三山野鳥大百科」 

        〔会 期〕 令和 3 年 3 月～ 5 月 

      （２）企画展「カブクワ大行進～世界の、福井のカブトムシとクワガタムシ～」 

        〔会 期〕 令和 3 年 7 月～10 月 

      （３）企画展「しっとりモフモフ？魅惑の苔ワールド」 

        〔会 期〕 令和 4 年 3 月～ 5 月 

 

 

  ７３ 美術館企画展事業 (美術館) ３０,８６０千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   29,135 1,725 

 

     美術のそれぞれの分野における多彩な表現を紹介するため、魅力ある企画展を開催します。 

     【事業概要】 

      （１）企画展「描かれた女たち展」 

〔会 期〕 令和 3 年 6 月～ 7 月 

（２）企画展「藤城清治展」 

〔会 期〕 令和 3 年 7 月～ 9 月 

（３）企画展「誕生 65 周年記念 ミッフィー展」 

〔会 期〕 令和 3 年 9 月～11 月 

（４）企画展「日本のポスター展」 

〔会 期〕 令和 4 年 2 月～ 3 月 
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  ７４ 歴史博物館企画展事業 (郷土歴史博物館） １４,６１０千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   5,196 9,414 

 

     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）グリフィス来福 150 周年記念春季特別展「グリフィスが見た明治の福井」 

～Ｔｈｅ Ｍｉｋａｄｏ‘ｓ Ｅｍｐｉｒｅ～」 

〔会 期〕 令和 3 年 3 月～ 5 月 

      （２）高知市との交流事業 夏季特別展「坂本龍馬展(仮)」 

〔会 期〕 令和 3 年 7 月～ 8 月 

（３）秋季特別展「帰ってきた平家物語絵巻展(仮)」 

〔会 期〕 令和 3 年 10 月～11 月 

（４）春季特別陳列「館蔵名品展(仮)」 

〔会 期〕 令和 4 年 4 月～ 5 月 

 

 

  ７５ 重要文化的景観「越前海岸の水仙畑」保存活用事業 (文化財保護課） ２,１２０千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

1,007 271 800  42 

 

     重要文化的景観「越前海岸の水仙畑 下岬（しもみさき）の文化的景観」の景観保全と観

光・地域振興に資する活用事業を推進します。 

     【事業概要】 

      （１）水仙畑の眺望スポットに説明板を設置 

（２）越前水仙ガイドマップ作成 

（３）ローカルフォトプロジェクト事業 

         まちの撮り歩きをすることを通じ、越前海岸の水仙畑や地域の魅力を自主的に情

報発信していく人材を育成 

       〔対象区域〕 越廼地区（下岬地区）の居倉町・浜北山町・赤坂町・城有町 

八ツ俣町の各一部 
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政策１２ 健やかで自立心をもった感性豊かな子どもを育むまちをつくる 
 

 

○新  ７６ 福井市北部地域学校規模適正化事業 (教育総務課） １７,７９１千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  2,200  15,591 

 

     児童生徒数が急増している森田地区において、抜本的な対策を講じるための基本計画策定

業務等を実施するとともに、当面の教室不足に対応するための改修工事を行います。 

     【事業概要】  

      （１）福井市北部地域学校規模適正化基本計画策定業務  

児童生徒数が急増している森田地区を含む市北部地域を対象に、学校規模適正化

の具体案やスケジュール、概算費用等を取りまとめた基本計画を策定 

（２）その他教室改修等    

 

 

○拡  ７７ ＧＩＧＡスクールサポーター配置事業 (学校教育課）          ６,２９３千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

3,146    3,147 

 

     「ＧＩＧＡスクール構想の実現」に向け、一人一台端末の整備等、急速に進む学校ＩＣＴ

化を円滑にするため、タブレット端末の操作指導補助や修繕・設定等の対応を行うＩＣＴ技

術者を配置します。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 タブレット端末の操作指導補助、修繕や設定等の対応等 

      〔配置人数〕 4 人（R2 年度：2 人） 

      〔整備台数〕 小中学校 約 20,000 台（R2 年度：16,607 台） 

      〔配 置 先〕 4 地区に分割し、地区内小中学校に配置 

 

 

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

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 400 1,600  23,455 

 

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

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

     【事業概要】 

      〔事業内容〕学校や地域の実情に応じた特色ある教育活動の推進 

      〔主な取組〕 

①体験活動の充実 

         ②地域の人材・資源の活用の充実 

         ③園・小・中の交流 

④教育ウィーク（学校公開週間）の実施 

         ⑤家庭・地域・学校協議会の設置と運営 

         ⑥中学校区連絡会の運営 
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○新  ７９ 教職員等勤務状況デジタル化事業 (学校教育課） ３２,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    32,000 

 

     教職員の勤務状況を客観的に把握するためのシステムを導入し、長時間勤務の改善およ

び教職員の健康・福祉を確保することで、学校教育の水準の維持向上を図ります。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕出退勤システム・クラウド環境構築、システム用端末機器の整備 

〔対 象 校〕市内小中学校 

 

 

  ８０ 新学校給食センター整備運営事業 (保健給食課) ８６,７２０千円 

                                《１４,９１２,０００千円》 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  52,800  33,920 

 

     「福井市新学校給食センター等整備基本計画」に基づき、北部・南部学校給食センターに

代わる新学校給食センターを整備し、安全・安心でおいしい学校給食を提供します。新学校

給食センターの整備・運営については、ＰＦＩ手法により民間活力を活用します。 

     【事業概要】 

      （１）新学校給食センター整備運営業務（ＰＦＩ事業） 

（令和 4 年度～20 年度の債務負担行為設定）《14,912,000 千円》 

       〔事業用地〕 福井市下莇生田町地係 

       〔敷地面積〕 13,000 ㎡ 

       〔提供食数〕 13,000 食 

       〔対象学校〕 小学校 30 校（併設幼稚園含む）、中学校 15 校 

       〔事業方式〕 PFI（BTO）方式 

       〔事業期間〕 設計・建設期間    2 年 3 カ月（令和 4 年 1 月～6 年 3 月） 

              維持管理・運営期間  15 年（令和 6 年 4 月～21 年 3 月） 

      （２）新学校給食センター整備運営関連業務 

①ＰＦＩアドバイザリー業務  

②設計・建設モニタリング支援業務   

③金融機関との直接協定支援業務    

④新学校給食センター用地測量業務   

⑤下莇生田町敷地 土地購入費   
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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 

 

 

  ８１ 公民館交付金 (生涯学習課) １０９,０８４千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    109,084 

 

     公民館で社会教育事業を実施するための経費等を公民館に交付します。 

     【事業概要】 

      （１）教育事業交付金   

         目的に応じた教育事業を各公民館において実施          

        ①家庭教育事業 家庭教育の支援のための学習 

        ②少年教育事業 青少年の健全育成のための学習 

        ③青年教育事業 若者の地域参画や青年グループの活性化組織化を促すための学習 

        ④福井学事業  郷土の歴史や文化を再認識し、誇りや魅力発信につなげる学習 

        ⑤地域課題解決事業 健康長寿やＩＴ技術習得等地域の課題解決を目的とした学習 

      （２）運営費交付金   

（３）管理費交付金  

 

 

○新○チ８２ １７歳の秋キャンプ事業 (生涯学習課) ７２０千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

360    360 

       

     改正民法が施行されることで、令和 4 年に 18 歳成人の第一号となる 17 歳の高校生に対し

て「大人になること」や「大人になるために高校生でやっておくこと」を考えるきっかけを

つくり、成人することへの自覚を促します。 

     【事業概要】 

      〔事業費内訳〕 

        17 歳の秋キャンプ事業委託料   

        キャンプ場使用料  

 

 

○新○チ８３ とびだせ！公民館事業 (生涯学習課) ２８７千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    287 

 

     新しい生活様式のもとで、Ｚｏｏｍや動画配信を通して、自宅や身近な集会所で公民館事

業を広く展開し、地域住民のつながりを広げます。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 

        モバイルＷⅰ-Ｆⅰの導入、Ｚｏｏｍを利用した公民館事業の発信、自宅や近くの

集会場での公民館事業の受講 

      〔事業費内訳〕 

        モバイルＷⅰ-Ｆⅰ通信費 

        Ｚｏｏｍライセンス費用 

        支援員謝礼   
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○新○チ８４ 壁面広告ＷＩＮ ＷＩＮ事業 (スポーツ課) （最大収入額）１,０２０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    0 

 

     市体育館メインアリーナの南側壁面に企業広告看板を設置し広告収入を得ることで、 

スポーツ振興に寄与する事業の財源とします。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 メインアリーナ南側壁面に企業広告看板を設置 

（縦 2ｍ×横 3ｍ、最大 10 枠） 

      〔掲載期間〕 1 年間 

      〔広 告 料〕 1 枠 90～110 千円（年額） 

 

 

○新○チ８５ 「スポーツ」っていいネ！サポート事業 (スポーツ課) １,３６４千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,364 

 

     県内トップスポーツチームと連携し、応援団の結成や団員交流イベントを通じて、市民同

士がスポーツを応援することの楽しさを体感し、スポーツの応援文化を醸成します。 

     【事業概要】 

      （１）(仮称)福井市地元スポーツチーム応援団の結成 

        ①団員証の作成 

        ②団員が連携チームである福井ワイルドラプターズと福井ユナイテッドＦＣを 

応援する際の横断幕を作成 

      （２）応援デーイベントの開催  

        ①応援デーを設定し団員が観戦 

        ②団員以外も楽しめるチアダンスの発表会を実施する等イベントの開催 

      （３）サポーター予備軍の養成  

        ①連携チームのサポーター登録を支援 

 

 

  ８６ フルマラソン大会開催準備事業 (スポーツ課) １４,０９２千円 

財源

内訳 

    一般財源 
    14,092 

 

     北陸新幹線福井開業後に県と連携したフルマラソン大会を開催するため、関係機関との協

議を行い、準備を進めます。 

    【事業概要】 

      〔開催目的〕 福井の魅力を全国に発信、交流人口の拡大、地域経済の活発化、スポー

ツ文化の醸成 

      〔開催時期〕 北陸新幹線福井開業後の春季 

      〔競技種目〕 フルマラソン（42.195km）（日本陸連登録競技者の部、一般の部） 

      〔事業内容〕  

（１）実施計画書策定、準備委員会の設置  

         ①福井県および関係団体と構成する準備委員会を設置し、実施計画を策定 

（２）開催機運醸成・参加者裾野拡大  

①ランニング教室、ランニングイベントの開催 

  ②大会広報、広報制作物作成 

③大会告知イベントの開催準備 
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  ８７ 市立図書館リニューアル事業 (図書館） ７０,５７３千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

35,272  27,700  7,601 

 

     老朽化が進み耐震性が低い市立図書館の大規模改修に向けて、実施設計業務および工損調

査業務を行います。 

     【事業概要】 

      〔所 在 地〕 文京 2 丁目地係 

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

      〔全体計画〕 令和 2 年度～3 年度：基本・実施設計業務、工損調査業務 

      令和 4 年度～5 年度：改修工事 
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総合計画を推進するために 
 

 

  ８８ 電子自治体推進事業 （情報統計課） ６,０６１千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    6,061 

 

     デジタル技術を活用し、ＡＩチャットボットの運用による行政サービスの向上や、ＲＰＡ

による業務効率化および作業時間の短縮に取り組みます。 

【事業概要】 

〔事業内容〕 

（１）ＡＩチャットボット運用事業   

市民課業務に対する問い合わせに土日や夜間でも回答することができる、ＡＩ

を活用した問合せ自動応答サービス（ＡＩチャットボット）の運用 

（２）ＲＰＡ活用事業    

連携中枢都市圏を構成する他自治体と共同したＲＰＡの効果的な活用方法の研

究と調達 

 

 

  ８９ 総合計画策定事業 (総合政策課) ２,１４７千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    2,147 

 

     令和 4 年度以降の本市行政運営の基本方針を定める、第八次福井市総合計画を策定します。 

【事業概要】  

 〔事業内容〕 

（１）福井市総合計画審議会の開催 

（２）庁内会議による検討  

 

 

  ９０ ふるさと納税推進事業 (まち未来創造課) ２４６,０５８千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    246,058 

 

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

納税を推進します。 

     【事業概要】 

（１）ふるさと納税ＰＲの強化 

・東京事務所と連携した PR 活動 

・ふるさと納税パンフレット制作 

（２）返礼品ラインナップの充実 

        ・「体験型返礼品」の充実 

        ・返礼品事業者向けの勉強会を開催 

      （３）地区版ふるさと納税の推進 
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○新○チ９１ Ｇｏ ｔｏ フリーアドレス事業 (施設活用推進課) ５２７千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    527 

 

     災害時のＢＣＰ等を踏まえたテレワーク環境の推進や、他所属職員とのチームビルディン

グ等を図るため、「自席」での執務に捉われず、職員自ら選択できる執務空間を創出します。 

     【事業概要】 

      （１）フリーアドレス理解促進事業   

         導入自治体職員を招いた、「導入の効果」や「チームビルディングの効果的な進め

方」等に関する職員向けの研修会の実施 

      （２）新たな執務空間創出事業   

         会議室を活用した『庁内空間』、越廼サテライトオフィス等の『庁外空間』、中央

公園を活用した『屋外空間』において、フリーアドレスの執務空間を実験的に整備 

 

 

○新  ９２ 研修センター機能移転事業 (しごと支援課) １７１,６３０千円 

財源

内訳 

   市債 一般財源 

   149,400 22,230 

      

施設マネジメントアクションプランに基づき廃止した福井市研修センターを解体し、職

業訓練機能を移転します。 

     【事業概要】 

〔対象施設〕 敷地面積 ：4,254.39 ㎡ 

延べ床面積：1,850.53 ㎡  

      （内訳 研修棟 ：1355.24 ㎡ 実習棟：480 ㎡ 渡り廊下：15.29 ㎡） 

〔事業年度〕 令和 3 年度～4 年度 

〔事業内容〕 （１）解体工事    

（２）施設内部備品の運搬・廃棄    

（３）重油タンク洗浄および内容物撤去、廃棄  

（４）解体工事着工までの光熱水費等   

 

 

 



自主財源

49,043,541

42.0%

依存財源

67,703,459

58.0.%

市税

41,939,000

35.9%

諸収入

3,618,071

3.1%

分担金及び負担金

173,452

0.1%

使用料及び手数料

1,255,629

1.1%

その他

2,057,389

1.8%

市債

16,210,600

13.9%

地方交付税

10,400,000

8.9%

国庫支出金

21,478,173

18.4%

県支出金

10,693,686

9.2%

地方消費税交付金

5,790,000

5.0%

地方譲与税

905,000

0.8%

地方特例交付金

1,331,000

1.1%
その他交付金

895,000

0.7%

歳 入
１,１６７億
４,７００万円

令和３年度 一般会計予算の内訳

歳 入

（単位：千円）
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議会費

684,664

0.6%

総務費

8,319,102

7.1%

民生費

45,641,315

39.1%

衛生費

8,051,332

6.9%

労働費

523,612

0.4%

農林水産業費

3,569,898

3.1%

商工費

2,785,448

2.4%

土木費

16,431,126

14.1%
消防費

3,524,784

3.0%

教育費

9,373,467

8.0%

災害復旧費

30,750

0.0%
公債費

17,511,502

15.0%

予備費

300,000

0.3%

歳 出
１,１６７億
４,７００万円

歳 出（目的別）

（単位：千円）
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義務的経費

66,250,462

56.7%

投資的経費

12,984,325

11.1%

その他の

経費

37,512,213

32.2%

人件費

19,757,273

16.9%

扶助費

28,981,687

24.8%

公債費

17,511,502

15.0%

普通建設事業費

12,953,575

11.1%
災害復旧事業費

30,750

0.0%

物件費

15,060,384

12.9%

補助費等

10,315,196

8.8%

繰出金

9,978,740

8.6%

貸付金

1,289,717

1.1%

維持補修費

563,580

0.5%

その他

304,596

0.3%

歳 出
１,１６７億
４,７００万円

歳 出（性質別）

（単位：千円）
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市税収入の推移
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250

300

350

400
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500
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億円

予算

決算

（決算見込み）
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