
 

令和４年度

 当 初 予 算 案 の 概 要 

福 井 市

令和4年2月14日



余白



- 1 - 

 

令和４年度予算編成の基本方針 

 

国の令和４年度の経済見通しは、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」

を迅速かつ着実に実施すること等により、国内総生産の実質成長率は３．２％程

度、名目成長率は３．６％程度と見込まれています。公的支出による経済下支え

のもと、消費の回復や堅調な設備投資に牽引される形で、民需主導の自律的な成

長と「成長と分配の好循環」の実現に向けて前進していき、国内総生産は過去最

高となる見通しです。 

このような状況を踏まえ、国の令和４年度一般会計予算案の総額は、  

１０７兆５，９６４億円と、４年連続で１００兆円を超え、１０年連続で過去最

大となっております。具体的には、「科学技術立国の実現」、「デジタル田園都市

構想」、「経済安全保障」を３つの柱とした大胆な投資とともに、規制・制度改革

等を通じ、ポストコロナ社会を見据えた成長戦略を国主導で推進し、経済成長を

図るとしています。また、賃上げの促進や少子化対策等を含むすべての世代が支

え合う持続可能な全世代型社会保障制度の構築、農林水産業の振興、防災・減災、

国土強靭化、デジタル化、グリーン社会の実現に取り組むとしています。 

一方、地方財政計画では、地方税が増収となる中で、地方交付税については、

総額で前年度を６千億円上回る１８兆１千億円を確保するとともに、臨時財政対

策債は発行を抑制し、前年度を３兆７千億円下回る１兆８千億円としています。

また、一般財源総額については、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方団
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体が、行政サービスを安定的に提供しつつ、地域社会のデジタル化や公共施設の

脱炭素化の取組等の推進、消防・防災力の一層の強化などの重要課題に取り組め

るよう、前年度を７千億円上回る６３兆９千億円を確保しています。 

このような中、本市の令和４年度当初予算は、第八次福井市総合計画の初年度

にあたることから、将来都市像「みんなが輝く 全国に誇れる ふくい」の実現

に向けた「実施計画」に基づき、ウィズコロナ及びアフターコロナを見据えなが

ら、北陸新幹線福井開業とその先の輝く未来に着実に歩みを進める予算です。  

２年後に控えた北陸新幹線福井開業に向けては、県都の顔づくりのハード整備

やふくいプロモーション事業など開業効果を最大限に引き出すため、総仕上げに

取り組んでまいります。 

また、輝く未来を切り拓き、持続可能な社会の実現に向け、ＤＸ（デジタル・

トランスフォーメーション）やゼロカーボン、地方創生、子育て・少子化対策、

防災・減災に積極的に取り組んでまいります。  

これらを踏まえつつ、新たな「福井市財政計画」に掲げた「収支均衡した財政

構造を継続」した予算編成とし、将来にわたり持続可能な行政運営を行ってまい

ります。 



（単位　千円，％）

会 計 別 4年度予算額 構 成 比 3年度予算額 構 成 比

一 般 会 計 123,305,000 54.7 116,747,000 52.7 　 6,558,000 　 5.6

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 21,596,000 9.6 22,005,000 9.9 △ 409,000 △ 1.9

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

後期高齢者医療特別会計 4,652,000 2.0 4,012,000 1.8 　 640,000 　 16.0

介 護 保 険 特 別 会 計 27,089,000 12.0 26,798,000 12.1 　 291,000 　 1.1

母子父子寡婦福祉資金貸付
特 別 会 計

20,000 0.0 4,100 0.0 　 15,900 　 387.8

競 輪 特 別 会 計 16,766,000 7.4 19,899,000 9.0 △ 3,133,000 △ 15.7

宅 地 造 成 特 別 会 計 136,000 0.1 184,000 0.1 △ 48,000 △ 26.1

中 央 卸 売 市 場 特 別 会 計 889,000 0.4 770,000 0.3 　 119,000 　 15.5

駐 車 場 特 別 会 計 105,000 0.0 60,000 0.0 　 45,000 　 75.0

集 落 排 水 特 別 会 計 856,000 0.4 833,000 0.4 　 23,000 　 2.8

地 域 生 活 排 水 特 別 会 計 182,000 0.1 181,000 0.1 　 1,000 　 0.6

特 別 会 計 合 計 72,291,000 32.0 74,749,000 33.7 △ 2,458,000 △ 3.3

水 道 事 業 会 計 7,580,000 3.4 7,960,000 3.6 △ 380,000 △ 4.8

簡 易 水 道 事 業 会 計 708,000 0.3 632,000 0.3 　 76,000 　 12.0

下 水 道 事 業 会 計 21,670,000 9.6 21,430,000 9.7 　 240,000 　 1.1

企 業 会 計 合 計 29,958,000 13.3 30,022,000 13.6 △ 64,000 △ 0.2

総 額 225,554,000 100.0 221,518,000 100.0 　 4,036,000 　 1.8

令和 4 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，％）

4年度予 算額 構 成 比 3年度予 算額 構 成 比

1 市　税 44,895,000 36.4 41,939,000 35.9 　 2,956,000 　 7.0

2 地方譲与税 930,000 0.8 905,000 0.8 　 25,000 　 2.8

3 利子割交付金 38,000 0.0 45,000 0.0 △ 7,000 △ 15.6

4 配当割交付金 187,000 0.2 181,000 0.2 　 6,000 　 3.3

5 株式等譲渡所得割交付金 190,000 0.2 135,000 0.1 　 55,000 　 40.7

6 法人事業税交付金 700,000 0.6 401,000 0.3 　 299,000 　 74.6

7 地方消費税交付金 6,140,000 5.0 5,790,000 5.0 　 350,000 　 6.0

8 ゴルフ場利用税交付金 30,000 0.0 30,000 0.0 　 0 　 0.0

9 環境性能割交付金 67,000 0.1 67,000 0.1 　 0 　 0.0

10 地方特例交付金 200,000 0.2 1,331,000 1.1 △ 1,131,000 △ 85.0

11 地方交付税 10,500,000 8.5 10,400,000 8.9 　 100,000 　 1.0

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 181,600 0.1 173,452 0.1 　 8,148 　 4.7

14 使用料及び手数料 1,192,564 1.0 1,255,629 1.1 △ 63,065 △ 5.0

15 国庫支出金 21,968,085 17.8 21,478,173 18.4 　 489,912 　 2.3

16 県支出金 11,652,006 9.4 10,693,686 9.2 　 958,320 　 9.0

17 財産収入 141,817 0.1 107,553 0.1 　 34,264 　 31.9

18 寄附金 522,224 0.4 689,659 0.6 △ 167,435 △ 24.3

19 繰入金 1,664,521 1.4 960,177 0.8 　 704,344 　 73.4

20 繰越金 300,000 0.2 300,000 0.3 　 0 　 0.0

21 諸収入 3,466,283 2.8 3,618,071 3.1 △ 151,788 △ 4.2

22 市　債 18,302,900 14.8 16,210,600 13.9 　 2,092,300 　 12.9

123,305,000 100.0 116,747,000 100.0  6,558,000  5.6歳 入 合 計

令和 4 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，％）

4年度予 算額 構 成 比 3年度予 算額 構 成 比

1 議会費 681,583 0.6 684,664 0.6 △ 3,081 △ 0.5

2 総務費 8,823,903 7.2 8,319,102 7.1 　 504,801 　 6.1

3 民生費 45,637,673 37.0 45,641,315 39.1 △ 3,642 △ 0.0

4 衛生費 9,480,359 7.7 8,051,332 6.9 　 1,429,027 　 17.7

5 労働費 298,785 0.2 523,612 0.4 △ 224,827 △ 42.9

6 農林水産業費 4,053,893 3.3 3,569,898 3.1 　 483,995 　 13.6

7 商工費 2,711,746 2.2 2,785,448 2.4 △ 73,702 △ 2.6

8 土木費 18,931,634 15.4 16,431,126 14.1 　 2,500,508 　 15.2

9 消防費 3,337,928 2.7 3,524,784 3.0 △ 186,856 △ 5.3

10 教育費 11,214,421 9.1 9,373,467 8.0 　 1,840,954 　 19.6

11 災害復旧費 146,200 0.1 30,750 0.0 　 115,450 　 375.4

12 公債費 17,686,875 14.3 17,511,502 15.0 　 175,373 　 1.0

14 予備費 300,000 0.2 300,000 0.3 　 0 　 0.0

123,305,000 100.0 116,747,000 100.0  6,558,000  5.6歳 出 合 計

款 別 比 較 増 減 額 増 減 率
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（単位　千円，％）

4年度予 算額 構 成 比 3年度予 算額 構 成 比

1 人件費 20,131,176 16.3 19,757,273 16.9  373,903  1.9

2 物件費 15,871,323 12.9 15,060,384 12.9  810,939  5.4

3 維持補修費 672,284 0.5 563,580 0.5  108,704  19.3

4 扶助費 29,564,212 24.0 28,981,687 24.8  582,525  2.0

5 補助費等 9,778,672 7.9 10,315,196 8.8 △ 536,524 △ 5.2

6 普通建設事業費 17,809,154 14.5 12,953,575 11.1  4,855,579  37.5

1 補助 10,334,075 8.4 7,941,551 6.8  2,392,524  30.1

2 単独 7,475,079 6.1 5,012,024 4.3  2,463,055  49.1

7 災害復旧事業費 146,200 0.1 30,750 0.0  115,450  375.4

1 補助 28,826 0.0 0 0.0  28,826  皆増

2 単独 117,374 0.1 30,750 0.0  86,624  281.7

9 公債費 17,686,875 14.3 17,511,502 15.0  175,373  1.0

10 積立金 4,209 0.0 4,596 0.0 △ 387 △ 8.4

11 投資及び出資金 109,800 0.1 0 0.0  109,800  皆増

12 貸付金 1,040,781 0.8 1,289,717 1.1 △ 248,936 △ 19.3

13 繰出金 10,190,314 8.4 9,978,740 8.6  211,574  2.1

14 予備費 300,000 0.2 300,000 0.3  0  0.0

123,305,000 100.0 116,747,000 100.0  6,558,000  5.6合 計

令和 4 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  新規事業       42件 

○拡  拡充事業       13件 

○チ  チャレンジみらい予算 26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 公共交通を利用して様々な人が便利に行き来できる快適なまちをつ

くる 
      １ 北陸新幹線建設整備事業 ３３２,７２９ 

      ２ 北陸新幹線福井駅（東口）拡張施設整備事業 ８８６,０００ 

      ３ 並行在来線支援事業 １０９,８００ 

   ○新   ４ 越美北線利用促進事業 １４,２６８ 

 ○新○チ   ５ すまいるバス×イケボイス化プロジェクト １,５００ 

   ○拡   ６ 公共交通ネットワーク構築事業 ６,２７９ 

   ○拡   ７ シェアサイクル活用促進事業 ２７,０６０ 

《３６,９００》 

 

政策２ まちなかの充実した都市機能により、にぎわいと交流のあふれる心

弾むまちをつくる 

      ８ 市街地再開発事業等支援事業 ４,８６２,１０７ 

   ○新   ９ 県都にぎわい創生推進事業 ６,４５４ 

   ○拡  １０ まちなか回遊事業 ３４,００５ 

   ○新  １１ おいでよ！福井駅恐竜プロジェクト １００,０４１ 

〈２６０,０００〉 

     １２ 中心市街地賑わいづくり事業 ２０,５８１ 

 ○新○チ  １３ まちなか「アオハル」プロジェクト ３,０００ 

     １４ 足羽山魅力向上事業 ４６,１５９ 

 

政策３ 持続可能で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 

   ○新  １５ 道路照明ＬＥＤ化事業 ４８,７００ 

     １６ 道路整備事業 ２,０５９,７８１ 

     １７ 河川・水路整備事業 ２４０,０４０ 

     １８ 浸水対策事業 ２９９,６６０ 
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   ○新  １９ 水防対策ＤＸ推進事業 ３６,４３７ 

   ○新  ２０ 公園灯ＬＥＤ化事業 １３７,４５０ 

《８,８００》 

     ２１ 森田北東部地区公園整備事業 ６７,６００ 

 ○新○チ  ２２ 逆流下水の根っこを断て！伐採樹木薪活事業 ２,５５０ 

     ２３ 東安居団地整備事業 ６０７,８４０ 

     ２４ 上水道整備事業 ２,１９０,６１１ 

     ２５ 簡易水道整備事業 ２７１,７６６ 

     ２６ 下水道整備事業 ７,９５４,４０６ 

 ○新○チ  ２７ 企業局チャレンジみらい事業 １１,９００ 

 

Ⅱ 住みよいまち   

政策４ 地域の魅力を発信して人の流れを呼び込み、持続可能で活気あふれ

るまちをつくる 
     ２８ 福井とつながる対流拡大事業 １４,３９７ 

     ２９ 福井でかなえる快適ライフ応援事業 ２０,０００ 

     ３０ ワーケーション推進事業 １,１７２ 

     ３１ 地域の未来づくり推進事業 ６７,５６４ 

     ３２ ふくいの住まい支援事業 １７,８４０ 

 

政策５ 誰もが尊重され、それぞれの個性や能力を発揮しながら、活躍でき

るまちをつくる 

     ３３ 女性活躍応援事業 １,３７４ 

     ３４ 市民協働推進事業・ボランティア活動支援事業 ８,２０６ 

     ３５ 多文化共生事業 ４,１８５ 

     ３６ 国際化推進事業 ２１,３９７ 

 

政策６ 市民の健康を守り、誰もが夢や生きがいを持って安心して暮らせる

まちをつくる 

 ○新○チ  ３７ “結婚”っていいネ！魅力発信事業 １,１７０ 

   ○新  ３８ 重層的支援体制整備事業「よりそい」の機能強化 ３９,３８０ 

 ○新○チ  ３９ 学んで！ガチャって！知ろう！更生保護事業 １００ 

   ○新  ４０ 成年後見制度利用促進体制整備事業 ２０,１４２ 

   ○拡  ４１ 子ども医療費助成事業 １,０２４,０００ 

   ○拡  ４２ 子だくさんふくいプロジェクト事業 ９４,０００ 

 ○新○チ  ４３ 見て・聞いて・話して「がっちり！」保育人材確保事業 ５３３ 
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     ４４ 新型コロナウイルス感染症対策事業 １,１４０,５４０ 

   ○拡  ４５ ＨＰＶワクチン接種推進事業 ３６７,０００ 

     ４６ 放課後児童健全育成事業 ６４７,２２０ 

 

政策７ 環境にやさしい持続可能なまちをつくる 

     ４７ ごみ処理施設整備事業 １,７７６,４４７ 

 ○新○チ  ４８ 廃棄物対策事業 １２,２４２ 

   ○新  ４９ 地域再エネ導入のための計画づくり事業 ５,８９６ 

 

政策８ 市民・事業者・他自治体等と連携して災害・事故に強い安全・安心な

まちをつくる 

 ○新○チ  ５０ キラッ★と光ってＳＡＶＥ ＹＯＵＲ ＬＩＦＥ！ １,３２１ 

   ○新  ５１ 防災ハンドブック作成事業 １０,５９３ 

   ○新  ５２ 津波避難対策事業 ５,９９７ 

     ５３ 除雪対策事業 ８５５,０８７ 

     ５４ 消防庁舎建設事業 ４０,６１０ 

〈１０２,０００〉 

     ５５ 消防車両整備事業 １１５,２８４ 

 

Ⅲ 活き活きと働くまち   

政策９ 未来を切り拓く農林水産業のまちをつくる 

   ○新  ５６ 水田麦・大豆産地生産性向上事業 １９８,８７２ 

     ５７ 稲作総合支援事業 ３７９,０１４ 

     ５８ 未来へつなぐ 福井の農業活性化プロジェクトⅡ ２５,２３１ 

     ５９ 有害獣捕獲推進事業 ９,０００ 

     ６０ 森林経営管理事業 ６５,９７０ 

     ６１ つくり育てる漁業推進事業 ３,３５１ 

 ○新○チ  ６２ 越前水仙Ｒｅｂｏｒｎプロジェクト １,５００ 

 

政策 10 新たなチャレンジを後押しし、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 

     ６３ ふくい元気「買い福（回復）」キャンペーン事業 ３２５,７３６ 

     ６４ テキスタイルイノベーションプロジェクト ２２,２５９ 

   ○新  ６５ ふくい企業価値向上推進事業 ５,８８７ 

     ６６ 企業立地支援事業 ２７６,３６４ 
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     ６７ おいしいふくい推進事業 １３,２１０ 

   ○新  ６８ 事業承継促進事業 ３,０７１ 

     ６９ Ｕ・Ｉターン就職促進事業 ３,４９５ 

 ○新○チ  ７０ 福井の企業っていいネ！応援事業 １,５１５ 

 

政策 11 福井の魅力「福いいネ！」を実感できる、おもてなしの心があふれ

る観光のまちをつくる 

   ○拡  ７１ ふくいプロモーション事業 ７８,１９８ 

《２４,０００》 

   ○拡  ７２ 一乗谷朝倉氏遺跡活用活性化事業 １７,８３０ 

     ７３ 観光誘客事業 ４０,２１７ 

     ７４ 一乗谷ブランドイメージ向上事業 ９,６２７ 

     ７５ まちなか滞在推進事業 ７０,５８６ 

 ○新○チ  ７６ 「千歳くんはラムネ瓶のなか」×「福いいネ！」コラボ事業 ６,０００ 

     ７７ 越前海岸体験・体感観光推進事業 ７,７３７ 

 

Ⅳ 学び成長するまち   

政策 12 文化や歴史、自然を、郷土の誇りとして未来につなぎ、個性豊かな

魅力あるまちをつくる 

     ７８ 文化会館閉館事業 ４６,６７７ 

 ○新○チ  ７９ 養浩館庭園アート展示事業 ９２１ 

 ○新○チ  ８０ 映像×文化芸術の人材育成事業 １,０００ 

   ○新  ８１ 自然史博物館分館ドームシアター事業 １５,４２５ 

     ８２ ミュージアム企画展事業 ４８,５９２ 

     ８３ 重要文化的景観「越前海岸の水仙畑」保存活用事業 １１,４４８ 

 ○新○チ  ８４ とことん昔ぐらし 古民家に来てみんか １,０７０ 

 

政策 13 健やかで自立心をもって未来を切り拓く子どもを育むまちをつくる 

   ○拡  ８５ 福井市北部地域学校規模適正化事業 ９１６,００７ 

〈２５６,０００〉 

   ○拡  ８６ 校舎等予防保全事業 ８７３,１８０ 

 ○新○チ  ８７ 「福いいネ！」de 足場ラッピング １,８００ 

     ８８ ＧＩＧＡスクールサポーター配置事業 ７,６３７ 

     ８９ 地域に生きる学校づくり推進事業 ２６,２８５ 

   ○新  ９０ 地域運動部活動推進事業 １,９２６ 

     ９１ 新学校給食センター整備運営事業 ５５,１４０ 
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政策 14 市民が生涯にわたり、学習やスポーツに親しめるまちをつくる 

   ○拡  ９２ ふくい桜マラソン開催準備事業 ５５,０００ 

   ○拡  ９３ フットボールセンター整備事業 ２０５,０００ 

〈９９７,０００〉 

   ○拡  ９４ 市立図書館リニューアル事業 ３１７,１３３ 

〈２,１４３,０００〉 

 ○新○チ  ９５ 「この本いいネ！」プロジェクト １,３００ 

 

総合計画を推進するために   

     ９６ 電子自治体推進事業 ８,９４８ 

 ○新○チ  ９７ 「伝える」だけじゃない！「伝わる」広報力アップ事業 ９９５ 

 ○新○チ  ９８ 自分からアピールしなきゃ！ふくチューバ―養成事業 ９７０ 

     ９９ ふるさと納税推進事業 １９７,８３１ 

 ○新○チ １００ 遊休財産マッチングツアー １,１６７ 

   ○新 １０１ 入札契約ＤＸ推進事業 ５,５３０ 

 ○新○チ １０２ 来る人も働く人もスムーズな市役所へ ６００ 

 ○新○チ １０３ セミセルフレジでストレスカット ２,０２５ 

   ○新 １０４ キャッシュレス決済推進事業 １,０３０ 

 ○新○チ １０５ 共用スペースで！市営住宅民間広告事業 （最大収入額）３９０ 

 ○新○チ １０６ 見て見て知って！特定公共賃貸住宅事業 １,１５８ 
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主 要 事 業 の 説 明 
 

Ⅰ 快適に暮らすまち 
 

政策１ 公共交通を利用して様々な人が便利に行き来できる快適なまちをつ
くる 

 

   １ 北陸新幹線建設整備事業 (新幹線整備課) ３３２,７２９千円 

財源

内訳 

 県 市債 その他 一般財源 
 34,347 105,900 159,644 32,838 

                            

     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 8 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、水路改修等 

      （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 

 

 

 

   ２ 北陸新幹線福井駅（東口）拡張施設整備事業 (新幹線整備課) ８８６,０００千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

443,000 221,500 199,300  22,200 

 

     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 
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   ３ 並行在来線支援事業 (新幹線整備課) １０９,８００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  82,300  27,500 

 

     令和 6 年春の並行在来線開業に向け、並行在来線を運営する第 3 セクターが本格会社へ移

行し準備を本格化させるため、第 2 次出資を行います。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 並行在来線会社への第 2 次出資（令和元年度の第 1 次出資分を除く） 

 

 

 

○新   ４ 越美北線利用促進事業 (地域交通課、おもてなし観光推進課) １４,２６８千円 

財源

内訳 

国 県  その他 一般財源 

2,147 5,946  225 5,950 

                              

     車社会の進展や人口減少、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少している

越美北線について、利用啓発や新規利用者の獲得のほか、北陸新幹線福井開業を見据え観光

利用促進および沿線地域の観光振興を図ります。 

     【事業概要】 

      （１）利用啓発、新規利用者の獲得 

        ①福井市越美北線利用促進助成金事業  

         ・団体向け ：校外学習、地区行事や観光等で越美北線を団体で利用する方に対

する運賃助成 

         ・シニア向け：越美北線の回数券を購入した 65 歳以上の方に対する運賃助成 

        ②一乗谷朝倉氏遺跡博物館（仮称）開館に合わせた誘客方策における越美北線利用

促進事業   

         ・令和 4 年 10 月に開館予定の一乗谷朝倉氏遺跡博物館に越美北線を利用して訪

れた方に、博物館および周辺の観光施設で利用できるクーポン券を配布 

        ③越美北線魅力再発見推進事業  

         ・越美北線利用促進リーフレットを配布し、新規利用者の獲得を目指す。 

        ④案内サイン整備事業  

         ・越美北線の駅（美山駅）への案内サインを整備する。 

        ⑤越美北線利用啓発事業  

         ・越美北線沿線の住民組織と協働し、越美北線利用啓発のための広報活動や越美

北線を活用したイベント等を実施 

      （２）観光利用促進、観光振興 

        ①車両ラッピング  

         越美北線車両のラッピング 

        ②駅舎装飾  

         越美北線沿線駅舎の装飾 

        ③御乗印制作  

         越美北線乗車記念御乗印の配布 

        ④観光モニターツアー  

         越美北線沿線駅を発着としたまち歩き等観光モニターツアーの実施 

        ⑤観光イベント列車の運行  

         越美北線を利用した観光イベント列車の運行 
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○新○チ ５ すまいるバス×イケボイス化プロジェクト (地域交通課) １,５００千円 

財源

内訳 

    一般財源 
    1,500 

 

     北陸新幹線福井開業を見据え、二次交通による移動時間を楽しめる仕掛けをつくる「二次

交通エンタメ化プロジェクト」の一環として、市内を走るすまいるバスの車内放送を人気声

優が行います。 

     【事業概要】 

      〔対象バス〕 すまいるバス 1 路線  

      〔放送内容〕 バス停案内、料金案内、まちなか情報 

      〔実施日時〕 日曜および祝日の運行時に終日実施 

 

 

 

○拡   ６ 公共交通ネットワーク構築事業 (地域交通課) ６,２７９千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 3,000   3,279 

 

     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民間事業者と協議および実証実験を

行います。 

     【事業概要】 

      （１）ふくいＭａａＳ協議会（仮称）の設立 

       〔委員構成〕ふくい嶺北連携中枢都市圏市町、民間事業者等 

      （２）電子企画切符導入の実証実験 

         内容：既存企画切符、協議会で検討した内容の企画切符の電子化 

          

      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 

 

 

 

○拡   ７ シェアサイクル活用促進事業 (自転車利用推進課) ２７,０６０千円 

《３６,９００千円》 

財源

内訳 

国 県    

25,060 2,000    

 

     ＩＣＴを活用し無人でも貸出が可能なシェアサイクルシステムの整備を行います。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 ＩＣＴを活用したシェアサイクルシステム導入 

             （キャッシュレス決済、多言語対応予約や非接触型の貸出・返却 

                                    のシステムの整備） 

             （令和 5 年度～8 年度の債務負担行為設定） 《36,900 千円》 
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政策２ まちなかの充実した都市機能により、にぎわいと交流のあふれる心
弾むまちをつくる 

 

   ８ 市街地再開発事業等支援事業 (都市整備課) ４,８６２,１０７千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

2,344,394 1,215,191 1,170,900  131,622 

 

     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（埋蔵文化財調査費、建築設計費（工事監理））、 

              土地整備費（補償費）、 

              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（地盤調査費、埋蔵文化財調査費、建築設計費） 

              土地整備費（解体工事費） 

              共同施設整備費（工事費）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 7 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）に対する補助 

 

 

 

○新   ９ 県都にぎわい創生推進事業 (都市整備課) ６,４５４千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  600  5,854 

  

     県、市、商工会議所により「県都にぎわい創生協議会」を組織し、北陸新幹線福井開業を

見据えた JR 福井駅周辺のまちづくりについて協議します。 

     【事業概要】 

      （１）グランドデザイン策定事業 

       〔事業内容〕令和 4 年夏ごろを目途に、官民連携したプロジェクトを盛り込んだ計画

を策定 

      （２）イノベーションセンター設置支援業務 

       〔事業内容〕ものづくりが盛んな福井の産業分野に、新たな価値を創造し、仕事を生

み出すため、各分野で働く人たちがまちなかに集まる仕組みの構築 
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○拡  １０ まちなか回遊事業 (都市整備課) ３４,００５千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

1,000 7,375 20,800  4,830 

  

     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、まちなかの観光施設等を

誘導する案内サインの整備を行います。 

     【事業概要】 

      （１）福井城址周辺整備事業  

       〔事業区域〕 市道中央 1-361 号線 L＝70ｍ 

       〔事業内容〕 車道整備 

      （２）公共サイン改修事業  

       〔事業区域〕 108 箇所 

       〔事業内容〕 公共サインの多言語化 

 

 

 

○新  １１ おいでよ！福井駅恐竜プロジェクト (都市整備課) １００,０４１千円 

〈２６０,０００千円〉 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 50,000 45,000  5,041 

 

     北陸新幹線福井開業に合わせ、「恐竜王国ふくい」を印象づける仕掛けとして、東口駅前広

場、高架下等に恐竜モニュメントや、恐竜をイメージした照明、ペイント等を設置します。 

     【事業概要】 

       〔事業区域〕 福井駅周辺（東口駅前広場、御園通り等） 

       〔事業内容〕 恐竜モニュメント、壁面・路面ペイント、照明演出等 

       〔事業期間〕 令和 4 年度～5 年度 

       〔総事業費〕 260,041 千円 

             （令和 4 年度～5 年度の継続費設定）〈260,000 千円〉 

 

 

 

  １２ 中心市街地賑わいづくり事業 (商工振興課、都市整備課) ２０,５８１千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

5,190 4,000   11,391 

         

     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におけるソフト事業の充実

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】 

      （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や、各店舗の売上拡大につな

がる取組を支援 

      （２）まちなか de ラン・ウォーク事業  

         まちなかの魅力再発見やファンづくりにつなげるため、まちなかランニング・ウ

ォーキングコースの利用推進と、まちなかの特徴的なテーマを掛け合わせたイベン

トを実施 
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      （３）まちなかイベントプラットフォーム構築事業  

         まちなかでのイベント開催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  

         まちなかの魅力向上につながるエリアリノベーションを展開するため、地方に関

心を持つ都市人材を呼び込み、福井のプレイヤーと交わる仕掛けを実施 

      （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イベントを開催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、まちの魅力を伝えるアート展示を実施 

      （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 

 

 

 

○新○チ １３ まちなか「アオハル」プロジェクト (商工振興課) ３,０００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

1,500    1,500 

 

     学生の感性や意見を反映したイベントを実現するプロジェクトにより、学生が楽しめる、

賑わい溢れるまちなかを創出します。 

     【事業概要】 

      まちづくりに意欲のある高校生、大学生に対して、相談、指導、助言といった伴走支援

を行うことにより、学生自身が企画したイベントを実現 

     〔活動時期〕  4 月～10 月 

             10 月に「高校生フェス（仮称）」、「大学生フェス（仮称）」を開催 

     〔活動場所〕  福井駅周辺 

 

 

 

  １４ 足羽山魅力向上事業 (足羽山公園事務所) ４６,１５９千円 
財源

内訳 

国  市債  一般財源 

13,438  24,600  8,121 

 

     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】 

      足羽山公園整備 

       愛宕橋上部工事  

       事務所管理棟耐震診断  

       駐車場整備 

       案内サイン設置 
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政策３ 持続可能で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 

 

○新  １５ 道路照明ＬＥＤ化事業 (監理課) ４８,７００千円 

財源

内訳 

  市債   

  48,700   

 

市道に設置されている道路照明灯のうち、高圧ナトリウム灯等 256 基をＬＥＤ灯に取り替

えます。 

     【事業概要】 

      〔対象箇所〕福井市全域 

      〔事業内容〕①調査、設計（ＬＥＤ灯に未更新照明） 

            ②道路照明灯のうち高圧ナトリウム灯等のＬＥＤ灯化 

 

 

 

  １６ 道路整備事業 (監理課、道路課) ２,０５９,７８１千円 

財源

内訳 

国  市債 その他 一般財源 

559,851  1,309,400 669 189,861 

 

     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等の補修 

      （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、生活道路の拡幅等 

        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 

      （５）地下道冠水対策事業   

         地下道排水設備等の更新 
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  １７ 河川・水路整備事業 (河川課) ２４０,０４０千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  211,700  28,340 

 

     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】 

      河川水路整備事業  

       ①河川整備事業  

        管理河川の改修、老朽化更新等    

       ②水路整備事業  

        管理水路の改良、老朽化更新等    

       ③河川水路浚渫事業        

        河川・水路埋そく箇所の浚渫     

       ④河川管理施設整備事業      

        河川管理施設の改良、老朽化更新等 

 

 

 

  １８ 浸水対策事業 (河川課) ２９９,６６０千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  295,000  4,660 

 

     大雨による浸水被害が頻繁に発生している地区において、河川改修や調節池の整備等の浸

水対策を行います。 

     【事業概要】 

      〔対象河川等〕鷲塚川、開発川、馬渡川支川、狐川支川、磯部川支川の流域 

      〔事業内容〕 河川改修、調節池の整備等 

 

 

 

○新  １９ 水防対策ＤＸ推進事業 (道路課、河川課) ３６,４３７千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  29,200  7,237 

    

     大雨による災害から市民生活を守るため、水防対策におけるＤＸを推進し、業務の効率化

と現場対応の迅速化を図ります。 

     【事業概要】 

      水防対策ＤＸ推進事業       

        ①水位計およびウェブカメラの設置 

        ②水防管理システムの導入 
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○新  ２０ 公園灯ＬＥＤ化事業 (公園課) １３７,４５０千円 

《８,８００千円》 

財源

内訳 

  市債  一般財源 
  123,700  13,750 

 

     市内公園灯のうち、水銀灯等 1,004 基をＬＥＤ灯に取り替えます。 

     【事業概要】 

      〔対象箇所〕市内公園  

      〔事業内容〕①公園灯のＬＥＤ灯化 

            （調査、取替工事、台帳整備） 

            ②ＬＥＤ灯の維持管理 

            （令和 5 年度～14 年度の債務負担行為設定）《8,800 千円》 

 

 

 

  ２１ 森田北東部地区公園整備事業 (公園課) ６７,６００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

33,500  30,700  3,400 

 

     森田北東部地区内の都市公園を整備します。 

     【事業概要】 

      2 号公園施設整備、5 号公園実施設計、10 号公園測量・設計 

 

 

 

○新○チ ２２ 逆流下水の根っこを断て！伐採樹木薪活事業 (市営住宅課) ２,５５０千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 
   30 2,520 

                              

     下水管詰まりの原因となっている高木を伐採し、市営住宅住戸内への下水逆流や倒木等に

よる被害解消を図るとともに、伐採後の樹木を再利用した薪割り体験会等を開催します。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕市営住宅敷地内の高木を伐採・加工し、市民向けに薪割りや木工作品づく

りの体験イベント等を開催 

      〔予定期間〕伐 採： 4 月～ 5 月ごろ 

            体験会：10 月～11 月ごろ 

 

 

 

  ２３ 東安居団地整備事業 (市営住宅課) ６０７,８４０千円 

財源

内訳 

国  市債 その他  

303,323  294,500 10,017  

                                

     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〉  
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  ２４ 上水道整備事業 (企業局) ２,１９０,６１１千円 

財源

内訳 

国 県 企業債 その他 自己財源 

44,000 50 600,000 196,021 1,350,540 

 

     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     108,725 栓 

      （２）年間配水量  33,179,000 ㎥ 

      （３）一日平均配水量  90,901 ㎥ 

       〔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 

 

 

 

  ２５ 簡易水道整備事業 (企業局) ２７１,７６６千円 

財源

内訳 

  企業債  自己財源 

  255,500  16,266 

 

     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     1,842 栓 

      （２）年間配水量   593,461 ㎥ 

      （３）一日平均配水量  1,626 ㎥ 

       〔事業内容〕 

        ①簡易水道施設の統合 

        ②簡易水道施設の更新 

 

 

 

  ２６ 下水道整備事業 (企業局) ７,９５４,４０６千円 

財源

内訳 

国  企業債 その他 自己財源 

1,923,671  5,403,100 252,025 375,610 

 

     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  97.9 ％   

      （２）処理人口      231,007 人   

      （３）年間処理水量   59,638,000 ㎥   

      （４）一日平均処理水量  163,392 ㎥   

       〔事業内容〕 

        ①下水道未普及地区の管渠整備 

        ②管渠・ポンプ場等の改築工事等 

        ③浸水対策事業（浸水軽減対策工事、樋門等の開閉操作の遠隔化 等） 

        ④羽生浄化センターの解体工事  
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○新○チ ２７ 企業局チャレンジみらい事業 (企業局) １１,９００千円 

財源

内訳 

  企業債 その他 自己財源 

  3,500 2,901 5,499 

 

     子ども向け木材大型遊具の設置による「水育」の推進や、電気自動車の導入による災害対

応力の強化を図り、上下水道事業の普及啓発に努めます。 

     また、簡易水道施設の配水池水位を圧力による推計で遠方監視することにより、経費節減

を図るとともに、安定給水につなげます。 

     【事業概要】 

      （１）水に親しむ「水育」事業  

         森田配水塔（マイアクア）2 階展示室に、水の循環を表現した子ども向けの木材

大型遊具を設置し、遊びを通して水に興味を持ってもらう「水育」を推進すること

で、水道事業をＰＲ 

      （２）推計で配水池水位が見える化事業  

         簡易水道施設の配水池水位を圧力で推計し遠方監視することにより、コスト削減

を図るとともに、水位低下を早期発見 

      （３）環境にいいネ！ＥＶを活用した下水道ＢＣＰ強化事業  

         災害対応拠点となる日野川浄化センターに電気自動車を配置し、災害時に移動可

能な非常用電源として活用するほか、下水道をテーマとしたボディラッピングによ

り下水道事業をＰＲ 
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Ⅱ 住みよいまち 
 

政策４ 地域の魅力を発信して人の流れを呼び込み、持続可能で活気あふれ
るまちをつくる 

 

  ２８ 福井とつながる対流拡大事業 (まち未来創造課) １４,３９７千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

7,198   1,987 5,212 

 

     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、地元大学等による官民連携のプラットフォームを構築し、都市

部から福井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

クショップ等を実施し、福井とのつながりを持つ関係人口のネットワークを拡大 

（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等を活用した情報発信を実施 

 

 

 

  ２９ 福井でかなえる快適ライフ応援事業 (移住定住推進室) ２０,０００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 11,500   8,500 

  

     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、直近 10 年の内通算 5 年以上、移住直前の 1 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で、以下の要件のいずれ

かを満たす者 

         ①対象企業に就業した者 

         ②県の起業支援金の交付決定を受けている者 

         ③移住元での企業に引き続き勤務し、本人の意志により移住した者（テレワーク） 

         ④本市が関係人口と認めた者（関係人口） 

       〔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 
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         ③本市に移住し県内に本社または本店のある企業に正規雇用で就業、起業した者 

         ④移住元での企業に引き続き勤務し、本人の意志により移住した者（テレワーク） 

       〔支給額〕 

         18 歳以上 40 歳未満の女性 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 

 

 

 

  ３０ ワーケーション推進事業 (まち未来創造課) １,１７２千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

350   700 122 

 

越前海岸エリアなどで地域資源を活用した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）ワーケーション推進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 

        ・フリーランス等の個人や企業への各種情報発信 

        ・Ｅ－ＢＩＫＥの活用による利便性・周遊性の向上 
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  ３１ 地域の未来づくり推進事業 (まち未来創造課） ６７,５６４千円 

 

 

 

     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 120 万円 

ビジョン無：上限 80 万円 

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 10 万円 

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 20 万円 

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 25 万円 

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 18 万円×地区数 

(100 万円を上限とする) 

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 

 

 

 

  

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 1,375  66,007 182 
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  ３２ ふくいの住まい支援事業 (住宅政策課) １７,８４０千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

8,029 3,499   6,312 

 

     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】 

      ふくいの住まい支援事業  

      〔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 
居住誘導区域 30 万円/戸 

中古住宅 

取得 
多世帯近居 

居住誘導区域 30 万円/戸 

上記以外 20 万円/戸 

リフォーム 多世帯同居 
居住誘導区域 30 万円/戸 対象経費の

1/3 
上記以外 20 万円/戸 

特公賃 

家賃 

子育て・若年 

かつ U･Iターン

世帯 

福団地Ｂ棟、 

新田塚団地Ｃ棟 
2 万 5 千円/月 

 

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 

空
き
家
情
報
バ
ン
ク
登
録
物
件 

子育て・新婚・ 

U･I ターン世帯 

居住誘導区域 50 万円/戸 

上記以外 30 万円/戸 

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 

市内全域 30 万円/戸 
対象経費の 

1/5 

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５ 誰もが尊重され、それぞれの個性や能力を発揮しながら、活躍でき
るまちをつくる 

 

  ３３ 女性活躍応援事業 (女性活躍促進課) １,３７４千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

681    693 

 

     職業生活における女性の活躍を促進するため、ワーク・ライフ・バランスの図られた働き

方を推進するとともに、女性のキャリア形成に向けた意欲向上を図り、男女がともに活躍で

きる環境を整備します。 

     【事業概要】 

      （１）ＷＥＢ診断システム「Ｆｕｋｕｒｅａ（フクリエ）」の活用促進  

      （２）「福女の交流会」の開催   

      （３）家事いいネ！コンテスト、家事・育児シェア見える化シート活用講座、ライフデ

ザイン出前講座の開催   

 

 

 

  ３４ 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） 

 ８,２０６千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

      6,028 2,178 

 

     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。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 

       ②ＮＰＯ基盤強化事業 

       ③協働のまちづくり担い手育成事業 

     （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 おいでよ福井市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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  ３５ 多文化共生事業 (国際室) ４,１８５千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 82   4,103 

 

     多文化共生推進のまちづくりを進めるため、通訳員の配置や市民啓発を行います。 

     【事業概要】 

      （１）行政通訳員配置  

         英語、中国語、ポルトガル語 

      （２）多文化共生啓発事業  

         「グローバルフェスタ（多文化祭）」の開催 

      （３）多文化共生推進会議  

         多文化共生推進懇話会および外国人市民を対象とした座談会 

 

 

 

  ３６ 国際化推進事業 (国際室) ２１,３９７千円 

財源

内訳 

   その他  

   21,397  

                              

     海外姉妹友好都市との相互交流事業を実施し、市民の国際感覚を醸成します。 

     【事業概要】 

      （１）ジュニア大使の派遣・受入  

         米国フラトン市（派遣） 中国杭州市（受入れ） 

      （２）姉妹友好都市提携周年記念事業訪問団派遣・受入れ等  

         米国ニューブランズウィック市（派遣、受入れ） 

         米国フラトン市（受入）、中国杭州市（派遣） 

      （３）福井市国際文化交流大使配置  

         保育園、幼稚園等での国際理解活動、地域行事への参加等 
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政策６ 市民の健康を守り、誰もが夢や生きがいを持って安心して暮らせる
まちをつくる 

 

○新○チ ３７ “結婚”っていいネ！魅力発信事業 (女性活躍促進課） １,１７０千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

585    585 

 

     若者の未婚化・晩婚化に歯止めをかけるため、福井での結婚生活や家族・子どもと生活

することの魅力を発信し、若者が結婚に前向きなイメージが持てる意識を醸成します。 

     【事業概要】 

      ・20 代の独身男女 6 名が、新婚・子育て世帯を訪問取材し、体感した内容や感想を 

       ＳＮＳや市ホームページ、冊子等を通じて発信 

 

 

 

○新  ３８ 重層的支援体制整備事業「よりそい」の機能強化 (地域福祉課) ３９,３８０千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

30,328    9,052 

 

     相談先が不明な相談や複合的な相談等を包括的に受け止め、多機関が協働して支援を行

うとともに、アウトリーチ機能を強化するほか、多様な社会参加に向けた支援など、自立

サポートセンター「よりそい」の機能を拡充します。 

     【事業概要】 

      （１）多機関協働事業  

         支援プランの作成や相談機関との役割分担を図るため、「よりそい」に経験のある

社会福祉士等の専門職を配置 

      （２）参加支援事業  

         障がい者や障がいの疑いのあるひきこもりの人たちなどの多様な社会参加を支援

するため、地域づくりコーディネーターを配置 

      （３）ひきこもりサポート支援事業  

         地域に潜在するひきこもり状態にある本人やその家族の社会参加を支援するため、

アウトリーチによる訪問の実施 

 

 

 

○新○チ ３９ 学んで！ガチャって！知ろう！更生保護事業 (地域福祉課) １００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    100 

 

     安全で安心な地域社会の実現に向け、犯罪や非行から立ち直ろうとする人たちを社会全体

で支えることができるよう、再犯防止の重要性や更生保護活動について理解を深めるための

パネル展等を開催します。 

     【事業概要】 

      （１）パネル展の開催   

         参加者にガチャを使って啓発用品を配布するなど、楽しみながら更生保護につい

て学べるパネル展の開催 

      （２）啓発月間における巡回広報  

         7 月の“社会を明るくする運動”強調月間・再犯防止啓発月間に、ごみ収集車を

活用し、再犯防止や更生保護活動についての巡回広報を実施  
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○新  ４０ 成年後見制度利用促進体制整備事業 (地域包括ケア推進課) ２０,１４２千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 
   8,111 12,031 

 

     嶺北 7 市町が連携して、成年後見制度利用促進の中心的な役割を担う中核機関を新たに設

置するとともに、地域連携ネットワークの構築を図り、制度の普及啓発や相談体制の整備

を行います。 

     【事業概要】  

      〔連 携 市 町〕福井市、勝山市、鯖江市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町 

      〔中核機関の名称〕ふくい嶺北成年後見センター 

      〔所 在 地〕フェニックスプラザ内 

      〔主 な 業 務〕①市町等の窓口で対応が難しい困難事例に対する相談 

               ②成年後見人等の受任候補者の調整 

               ③成年後見制度の普及啓発 
 
 
 

○拡  ４１ 子ども医療費助成事業 (子ども福祉課) １,０２４,０００千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 
 452,759  8,416 562,825 

 

     保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるため、令和

4 年 4 月から助成の対象を中学 3 年生までから高校 3 年生相当までに拡大し、子どもにかか

る医療費を助成します。 

     【事業概要】 

      〔対  象  者〕0 歳から 18 歳到達後に最初に迎える年度末までの子ども 

      〔助  成  額〕子どもにかかる保険診療分などの医療費（自己負担金を除く。） 

      〔自己負担金〕 

        就学前児童：なし 

        小中高生 ：[通院]1 月･1 医療機関(薬局を除く)あたり 500 円 

              [入院]1 日･1 医療機関(薬局を除く)あたり 500 円（8 日まで） 

 
 
 

○拡  ４２ 子だくさんふくいプロジェクト事業 (子育て支援課) ９４,０００千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 
 46,816  367 46,817 

 

     子育て世帯の負担軽減を図るため、第 2 子の保育料の無償化対象を拡充するほか、第 2 子や

多胎児におけるすみずみ子育てサポート、一時預かり、病児・病後児保育の利用料の無償化を

行います。 

     【事業概要】 

      （１）保育料の無償化対象の拡充  

        〔事業内容〕第 2 子の保育料無償化の所得制限を緩和 

        〔事業対象〕対象児童：第 2 子の 0～2 歳児 

              所得制限：世帯年収 640 万円未満家庭 

      （２）すみずみ子育てサポート事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業における

利用料の無償化対象の拡充  

        〔事業対象〕第 2 子および多胎児の第 1 子 

     【事業開始時期】 

         令和 4 年 9 月  
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○新○チ ４３ 見て・聞いて・話して「がっちり！」保育人材確保事業 (子育て支援課) 

 ５３３千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    533 

 

     保育者（保育士・保育教諭）の紹介動画を制作・公開するとともに、若手保育者が集う機

会を設けることで、保育者の人材確保に努めます。 

     【事業概要】 

      （１）保育者の紹介動画制作  

         保育者を目指し、市内の保育所などに就職してもらうきっかけづくりを目的に、

保育者の紹介動画を制作・公開する。 

        〔動画内容〕保育者の 1 日、座談会（20 代、30 代、男性保育者） 

        〔公 開 先〕ＹｏｕＴｕｂｅ福井市子育て支援課チャンネル 

      （２）若手保育者の集い開催  

         若手の保育者に集まってもらい、同じ境遇の者同士が話すことで抱えている不安

や不満の解消を図る。 

        〔対 象 者〕市内の保育所などに勤める新卒～3 年目の保育者 

 

 

 

  ４４ 新型コロナウイルス感染症対策事業(保健企画課、ワクチン接種推進課)  

１,１４０,５４０千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

1,054,178    86,362 

 

     新型コロナウイルス感染症の予防と拡大防止を図るため、医療機関における医師判断のＰ

ＣＲ検査等の費用や患者の入院医療費を負担します。 

     また、新型コロナウイルスワクチンの追加接種を行います。 

     【事業概要】 

      （１）感染症医療費公費負担  

       〔事業内容〕新型コロナウイルスに感染した患者の入院医療費を負担 

（２）感染症発生動向調査  

       〔事業内容〕新型コロナウイルス感染症等の医療機関における医師判断によるＰＣＲ

検査等の費用負担や発生動向を調査 

      （３）新型コロナウイルスワクチン接種  

        ①接種券印刷・発送  

        ②コールセンター運営  

        ③ワクチン接種  

        ④接種履歴データ管理  

        ⑤広報・啓発  
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○拡  ４５ ＨＰＶワクチン接種推進事業 (健康管理センター） ３６７,０００千円 

 

 

 

     子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染症を防ぐため、ＨＰＶワ

クチンの接種を行います。 

     また、ワクチン接種の積極的勧奨差し控え中に接種の機会を逃した女性に対し、救済措置

として無料で接種を行います。 

     【事業概要】 

      （１）定期ＨＰＶワクチン接種事業  

        ・予防接種法第 5 条第 1 項に基づき、ＨＰＶワクチンの接種を実施 

        ・令和 4 年度末年齢 12 歳から 16 歳の女子を対象に、予診票を送付し接種を勧奨 

      （２）機会を逃した女性へのＨＰＶワクチン接種事業  

        ・ＨＰＶワクチンの積極的勧奨差し控え中に接種の機会を逃した女性に対し、無料

で接種を実施（キャッチアップ接種） 

        ・令和 4 年度末年齢 17 歳から 25 歳の女子に対し、個別に接種案内通知等を送付 

 

 

 

  ４６ 放課後児童健全育成事業 (放課後児童育成室) ６４７,２２０千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

231,760 195,802 12,000  207,658 

 

     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  

         放課後児童クラブに対して学童保育事業を委託 

       〔事業内容〕 放課後児童クラブの運営委託料 

       〔運営主体〕 福井市社会福祉協議会、社会福祉法人、地区運営委員会、 

ＮＰＯ法人等 

       〔運 営 数〕 放課後児童クラブ 81 か所 

      （２）学童保育利用料助成事業  

         放課後児童クラブを利用しているひとり親世帯や住民税非課税世帯等の経済的な

負担を軽減するため、利用料の一部を支援 

       〔事業内容〕放課後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

児童クラブを利用する児童 

      （３）学童保育支援事業  

         放課後児童クラブ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 

      （４）社南地区学童保育施設整備事業  

         旧治水記念館を学童保育施設として改修するために必要な設計を実施 

  

財源

内訳 

    一般財源 

    367,000 
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政策７ 環境にやさしい持続可能なまちをつくる 

 

  ４７ ごみ処理施設整備事業 (新クリーンセンター整備課） １,７７６,４４７千円 

財源

内訳 

国  市債 その他 一般財源 

183,785  1,189,300 340,817 62,545 

 

     新たなごみ処理施設の整備に向けて、調整池整備工事を進めるとともに、敷地造成工事お

よび施設の実施設計に着手します。 

     【事業概要】 

      （１）ごみ処理施設整備・運営事業  

         施設の実施設計および工事監理・運営モニタリング業務 

            （令和 4 年度～27 年度の債務負担行為設定）《43,339,000 千円》 

       〔建設予定地〕 寮町地係 

       〔敷地面積〕  約 1ha 

       〔施設規模〕  265t/日（焼却能力 132.5t/日×2 炉） 

               5.5t/5h（可燃性粗大ごみ破砕機） 

       〔処理方式〕  焼却ストーカ方式 

       〔事業方式〕  ＤＢＯ方式 

       〔事業期間〕  設計・建設期間     4 年（令和 4 年度～ 7 年度） 

               運営・維持管理期間  20 年（令和 8 年度～27 年度） 

      （２）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〉 

      （３）特別高圧送電線整備工事  

         新ごみ処理施設の売電に必要な特別高圧送電線の調査設計等 

      （４）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、工事等による影響がない

か継続して調査を実施 

      （５）新ごみ処理施設周辺整備事業  

 

 

 

  ４８ 廃棄物対策事業 (環境廃棄物対策課) １２,２４２千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   5,642 6,600 

 

     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等を実施 

      （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 

   ○新○チ （４）解決します！あなたの会社のゴミ問題  

         事業所から出る廃棄物の分別や減量、リサイクルに精通するアドバイザーを養成

し、市内事業所に派遣 
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○新  ４９ 地域再エネ導入のための計画づくり事業 (環境政策課） ５,８９６千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

4,422   990 484 

                               

     地球温暖化対策推進法の改正により、地域への再エネ導入目標の策定が義務化となったこ

とを受け、再生可能エネルギーの導入と有効活用について、長期的な目標を定めるための

調査検討を行います。 

     【事業概要】 

      市内再エネ導入状況、導入可能量の推計等、基礎調査の実施 

      再生可能エネルギー導入状況・導入可能性等調査  
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政策８ 市民・事業者・他自治体等と連携して災害・事故に強い安全・安心
なまちをつくる 

 

○新○チ ５０ キラッ★と光ってＳＡＶＥ ＹＯＵＲ ＬＩＦＥ！ (自転車利用推進課)  

１,３２１千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,321 

  

     夜間に外出している高齢者等が交通事故に遭わないために、反射材の重要性と確実な着用

を促進する活動を行います。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕小学生による反射材ＰＲユニットを結成し、高齢者イベント等で反射材の

着用ＰＲを行います。 

      〔主な取組〕（１）ユニット隊の編成（オリジナルソングおよびダンスの制作） 

            （２）イベント参加者への反射材の配布・貼付  

               主なイベント 高齢者交通安全大会、交通安全フェスタ（予定） 

 

 

 

○新  ５１ 防災ハンドブック作成事業 (危機管理課) １０,５９３千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    10,593 

 

     市民の防災・減災に対する意識を高めるため、新しいハザードマップに対応した新たな防

災ハンドブックを作成します。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 

防災ハンドブックの作成・配布 

防災ハンドブック作成業務委託（印刷・製本含む）  

 

 

 

○新  ５２ 津波避難対策事業 (危機管理課) ５,９９７千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

1,900    4,097 

 

     津波防災地域づくりに関する法律に基づき、津波ハザードマップの見直しや地域防災計画

等の改定を行います。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 

       津波ハザードマップの作成・配布 
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  ５３ 除雪対策事業 (道路課) ８５５,０８７千円 

財源

内訳 

国 県 市債 その他 一般財源 

161,733 4,365 165,800 637 522,552 

 

     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）除雪機械整備事業  

         安定的な除雪体制を確立するため、老朽化した機械を計画的に更新・増強 

      （３）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 

      （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）市民協働除雪事業  

        ①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 

        ②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 

        ③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土地所有者に対

し、当該土地に課される税額の一部を補助 

 

 

 

  ５４ 消防庁舎建設事業 (消防総務課) ４０,６１０千円 

 〈１０２,０００千円〉 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

12,599  24,000  4,011 

 

     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推進するた

め、南消防署建設基本計画に基づき、基本設計および実施設計業務を行います。 

【事業概要】 

      〔施設概要〕 建設予定地 花堂中 1 丁目地係  敷地面積 約 1,800 ㎡ 

             構造      鉄骨造 3～4 階建  延床面積 約 2,300 ㎡ 

      〔事業内容〕南消防署建設に係る基本設計・実施設計業務（継続費設定） 

            改修設計業務、アスベスト分析業務 

            （令和 4 年度～5 年度の継続費設定）〈102,000 千円〉 

      〔事業期間〕令和 2 年度～8 年度 
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  ５５ 消防車両整備事業 (救急救助課) １１５,２８４千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 78,600 36,300  384 

 

     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、消防車等を更新します。 

     【事業概要】 

      〔整備内容〕 ①消防ポンプ車  2 台 

             ②高規格救急車  1 台 

             ③広報車     1 台 
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Ⅲ 活き活きと働くまち 
 

政策９ 未来を切り拓く農林水産業のまちをつくる 

 

○新  ５６ 水田麦・大豆産地生産性向上事業 (農政企画課） １９８,８７２千円 

財源

内訳 

 県    

 198,872    

 

     麦・大豆の生産拡大と収量・品質安定に取り組む産地に対して、団地化の推進や新たな栽

培技術の導入等を一体的に支援し、産地の生産体制の強化、収益性・生産性の向上を推進し

ます。 

     【事業概要】 

     （１）水田における麦・大豆の団地化の推進  

      〔事業内容〕圃場の団地化の推進に必要な話合いや圃場の簡易な改修・点検、水田地図

のデジタル化などにかかる経費への支援 

      〔補 助 率〕定額 補助上限額 150 万円 

     （２）水田における麦・大豆の先進的な営農技術の導入  

      〔事業内容〕各地域における麦・大豆生産に係る課題解決に向け、営農技術を導入する

取組への支援 

      〔補 助 率〕定額 補助上限額 1 万 5 千円／10a 

     （３）水田における麦・大豆の生産性の向上に向けた機械・施設の導入等  

      〔事業内容〕麦・大豆の生産性の向上や効率化に必要な機械・施設の導入、 

            リース導入、改良への支援 

      〔補 助 率〕2 分の 1 以内  

 

 

 

  ５７ 稲作総合支援事業 (農政企画課） ３７９,０１４千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 376,110   2,904 

 

     産地や農業従事者の育成、農業所得を向上させるために必要となる施設や農業機械等の整

備を支援します。 

     【事業概要】 

     （１）水田支援（規模拡大）スマート農業型  

      〔事業内容〕ＩＣＴ機械の導入による規模拡大を図るための機械・施設の整備・導入へ

の支援 

      〔補 助 率〕県 3 分の 1 以内  市 10 分の 1 以内 

     （２）融資主体補助型 先進的農業経営確立支援タイプ 

      〔事業内容〕農業経営の発展・改善を目的として、融資機関からの融資を活用して導入

する農業機械・施設整備への支援 

      〔補 助 率〕県 10 分の 3 以内  

     （３）産地基幹施設等支援タイプ  

      〔事業内容〕市内で生産される福井米の食味・品質向上、コスト低減および高付加価値

米生産のために必要な施設整備への支援 

      〔補 助 率〕県 2 分の 1 以内   
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  ５８ 未来へつなぐ 福井の農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） ２５,２３１千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

12,615    12,616 

 

     越前海岸沿岸地域において、農林水産業を中心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）協議会運営事業  

         農林水産物等の販路開拓や市場調査等を行う協議会を運営する。 

      （２）特産品開発事業  

        ①さんりはまフルーツ品質検査 

        ②さんりはまフルーツ実証栽培試験 

        ③さんりはまフルーツ関連の食味・トレンド・ニーズ調査 

      （３）特産品生産拡大事業（生産技術・環境補助関連）  

        ①スマートアグリ普及用基礎データ作成 

        ②きゃろふくの特産化 

        ③生産推奨品目種苗支援 

        ④オリーブ生産に係る環境整備支援 

        ⑤オリーブ苗育成および魅力発信 

      （４）特産品生産拡大事業（新規就農者支援関連）  

        ①イベント出展 

        ②栽培・経営等研修 

        ③施設修繕支援 

      （５）特産品販路開拓事業  

        ①市産直ＥＣサイト「ふくいさん」管理運営 

        ②さんりはまベジフルＰＲ 

 

 

 

  ５９ 有害獣捕獲推進事業 (有害鳥獣対策室） ９,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    9,000 

 

     イノシシやシカ等の有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、罠等による捕獲・追

い払いを推進します。 

     【事業概要】 

      （１）罠の設置・管理、緊急対応  

         罠の設置・管理や市街地に有害獣が出没した際の緊急出動を委託 

      （２）サルの生息状況調査  

         サルの頭数や行動圏を調査 

      （３）有害鳥獣対策集落協力補助  

         有害鳥獣の捕獲や追い払いに必要な備品の購入を支援 
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  ６０ 森林経営管理事業 (林業水産課） ６５,９７０千円 

財源

内訳 

   その他  

   65,970  

 

     森林所有者や境界が不明瞭な森林の意向調査を行い、意欲と能力のある林業経営者につな

ぐことで、放置されていた森林を整備します。 

     【事業概要】 

      （１）森林所有者意向調査  

         適切に経営管理されていない森林の所有者に対し、今後の意向を調査 

         森林整備のため、登記などの情報収集、森林調査、境界の明確化などを実施 

      （２）ふくいの森林整備  

        ①森林経営計画を策定できない小規模な森林の整備を支援 

        ②自然災害により荒廃した森林の整備を支援 

        ③里山林や農地や住居に隣接した森林の維持管理を支援 

 

 

 

  ６１ つくり育てる漁業推進事業 (林業水産課） ３,３５１千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    3,351 

 

     つくり育てる漁業を推進するため、直接放流や中間育成放流の取組を支援するとともに、

漁業所得の向上を図るため、養殖に取り組む漁業者等を支援します。 

     【事業概要】 

      （１）稚魚放流事業  

         マダイ稚魚、サザエ稚貝の直接放流 

      （２）栽培漁業推進事業  

         ヒラメ稚魚、アワビ稚貝の中間育成放流 

         嶺北地域栽培漁業推進協議会への負担金 

      （３）養殖推進事業  

         サクラマス・バフンウニ・海藻の養殖、ＰＲ 

 

 

 

○新○チ ６２ 越前水仙Ｒｅｂｏｒｎプロジェクト (園芸センター） １,５００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   240 1,260 

 

     圃場の土質調査や土壌改良などにより越前水仙の生育促進を図るとともに、市内における

需要調査やＰＲのため、ＪＲ福井駅周辺で試験販売や講習会を行い、越前水仙の再生を図り

ます。 

     【事業概要】 

      （１）圃場再生  

        ①圃場調査 

         圃場の土質や土壌硬度など、生育不良となる原因を調査 

        ②圃場改良 

         調査結果に基づき、土壌を改良 

        ③獣害対策 

         圃場を獣害から守るため、柵や忌避材を設置 

      （２）試験販売  

        ①越前水仙ＰＲのぼり旗の作成 

         試験販売等でのＰＲ効果を高めるため、のぼり旗を設置 
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        ②ＪＲ福井駅西口での販売 

         ＪＲ福井駅西口で越前水仙を試験販売 

        ③花育と連携した花軸水仙の活用、ＰＲ 

         花軸水仙を使用したフラワーアレジメントやハーバリウムの講習会を開催 
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政策 10 新たなチャレンジを後押しし、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 

 

  ６３ ふくい元気「買い福（回復）」キャンペーン事業 (商工振興課） ３２５,７３６千円 

財源

内訳 

国     

325,736     

 

     新型コロナウイルス感染症の影響を受ける商業者を応援し、地域経済の回復につなげるた

め、市内小規模店等で使用できるデジタルクーポンを発行します。 

     【事業概要】 

      〔ク ー ポ ン〕 電子クーポンアプリ「ふく割」による市内小規模店向けクーポンおよ

びまちなか限定クーポンの発行（プレミアム率 33～50％） 

      〔発 行 総 額〕 300,000 千円 

 

 

 

  ６４ テキスタイルイノベーションプロジェクト (商工振興課） ２２,２５９千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

11,129    11,130 

 

     福井の繊維産業が培った高度な技術を活かし、新製品や新技術の開発、ＥＣプラットフォ

ームを活用した販路開拓および担い手の堀り起こしを支援することで、本市の基幹産業であ

る繊維産業の稼ぐ力の向上を図り、地域経済活性化につなげます。 

     【事業概要】 

      （１）サステナビリティ×共創 テキスタイル開発支援  

         福井産地の企業連携により、サステナビリティに対応する新しい繊維製品・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 

運営支援  

         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

よう、ＢｔｏＢのマッチングＥＣプラットフォームを運営 

      （３）繊維産業の魅力発信  

         繊維産地ふくいの知名度向上のため、学生対象の産業ツアーの実施および繊維産

業の魅力発信展示 

      （４）新たな推進体制の構築  

         産学官金等で構成する推進ネットワークが、包括的な事業支援 
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○新  ６５ ふくい企業価値向上推進事業 (商工振興課） ５,８８７千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    5,887 

 

     中小企業者の中核を担う人材の育成や、デジタル技術を活用したＤＸ等への取組を支援す

ることで、経営課題の解決や生産性の向上を促し、中小企業者の価値向上を目指します。 

     【事業概要】 

      （１）ふくい企業価値向上人財育成事業  

         ＤＸ等による経営課題解決に焦点を当てた講義、グループワークを中心とした研

修会の開催 

      （２）伴走型企業コンサルティング事業  

         中小企業者に専門家を派遣し、企業診断、ＤＸ計画の作成、取組後のフォローア

ップまで、伴走型で一貫した支援 

      （３）中小企業価値向上推進補助金  

         ＤＸ等を用いた経営課題の解決や生産性の向上に向けた事業に対する支援 

 
 
 

  ６６ 企業立地支援事業 (企業立地推進室) ２７６,３６４千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 6,570   269,794 

 

     本市産業の発展を図るため、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       8 件  

      （４）中心市街地オフィス立地助成金   5 件  

      （５）サテライトオフィス立地助成金   1 件  

 
 
 

  ６７ おいしいふくい推進事業 (商工振興課) １３,２１０千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

3,500    9,710 

 

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

枢都市圏内の食について、認知度向上、販路拡大を支援します。 

     【事業概要】 

      （１）ふくいの恵み認定  

         市内の農林水産加工食品を認定し、認知度向上、販路拡大を支援 

      （２）バイヤー商談支援  

         北陸新幹線福井開業に向け、お土産品等についての商談会を開催 

      （３）おいしいふくい大博覧会  

         西武福井店にて、本市および連携中枢都市圏の魅力的な福井の食を販売ＰＲする

物産展を開催 

      （４）春の新酒フェスタ開催事業補助金  

         地酒の認知度向上、販路拡大のためのイベント開催を支援 

      （５）首都圏物産展等開催  

         首都圏の百貨店や商業施設のイベントスペース等を活用し、本市および連携中枢

都市圏の特産品を販売、ＰＲ  
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○新  ６８ 事業承継促進事業 (商工振興課） ３,０７１千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    3,071 

 

     事業承継を促進するため、事業承継に要する初期準備費用を補助します。また、承継後は

面談等による継続的なフォローアップを行います。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 

       ・事業承継を進める中小企業者への工事費や設備費等の初期準備費用に係る補助 

       ・承継後の継続的なフォローアップによる支援（士業等の専門家による面談等） 

 

 

 

  ６９ Ｕ・Ｉターン就職促進事業 (しごと支援課) ３,４９５千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

805   1,300 1,390 

                            

     企業訪問等の就職支援を行うことで、福井の魅力を伝え、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 

      （３）就職支援ＰＲ事業  

       〔対  象〕 ふくい嶺北連携中枢都市圏内への就職希望者 

       〔事業内容〕 

        ・ふくい嶺北連携中枢都市圏内の就職支援制度を一元化したリーフレット作成 

        ・市東京事務所や福井Ｕターンセンターなどに配架し広く周知 
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○新○チ ７０ 福井の企業っていいネ！応援事業 (しごと支援課) １,５１５千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,515 

 

     企業の良さや特色を発信する重要性を周知し、インターンシップ開催を支援することで、

学生へ福井の企業の魅力を伝え、企業の人材確保につなげます。 

     【事業概要】 

      〔対  象〕 魅力あるインターンシップ開催を目指す市内中小企業 

      〔事業内容〕 

       ・企業の自己分析や魅力発信の重要性などの理解を図るセミナーの開催 

       ・中小企業診断士を派遣し、魅力あるインターンシップ開催に向けたプログラム作成

への支援 

       ・インスタグラムでインターンシップ開催案内を大学生へ周知 
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政策 11 福井の魅力「福いいネ！」を実感できる、おもてなしの心があふれ
る観光のまちをつくる 

 

○拡  ７１ 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） 

 ７８,１９８千円 

《２４,０００千円》 

財源

内訳 

国 県  その他 一般財源 

17,500 1,513  15 59,170 

 

     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  

         福井の認知度向上、イメージアップを図るため、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 

        ・キャッチフレーズの変更、ＰＲグッズの制作 

        ・ポスター、動画の制作、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）北陸新幹線福井開業福いいネ！イベント  

         福井開業 1 年前に、より一層のＰＲを図り、更なる機運の醸成を図るイベント等

の実施 

        ・開業 1 年前福いいネ！イベント開催 

        ・開業 1 年前ＰＲ強化グッズ等の制作 

      （３）映画による新幹線・観光プロモーション  

         麻生津地区を舞台に、本県の代表的産業となった眼鏡づくりへの挑戦を描く映画

「おしょりん」の制作支援や、映画を活かした観光プロモーション活動等の実施 

        ・映画製作の支援  

        ・ロケ地等のパンフレット制作等  

      （４）観光プロモーションの強化  

         ポータルサイトによる「広域観光」情報の提供とインターネットによる「ふくい

の観光イチ推し」の発信 

        ・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》 

        ・令和 5 年度以降の公式ポータルサイト、ＳＮＳサイト運用事業者の選定 

（令和 5 年度～7 年度の債務負担行為設定）《24,000 千円》 

        ・Ｗｅｂを活用した魅力の発信  

         （令和 3 年度～4 年度の債務負担行為設定）《22,000 千円》 

      （５）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 
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○拡  ７２ 一乗谷朝倉氏遺跡活用活性化事業 (一乗谷朝倉氏遺跡事務所)    １７,８３０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    17,830 

 

     遺跡ツアーバスの導入や多言語に対応したデジタル案内ガイドの整備等、国内外の観光客

を受け入れる環境づくりを行います。また、地元団体が行う遺跡の魅力向上の活動を支援し

ます。 

     【事業概要】 

      （１）一乗谷朝倉氏遺跡活用推進協議会への負担金  

      （２）地元団体が行う活動への支援  

        ①一乗谷朝倉氏遺跡賑わい創出事業（曲水の宴）補助金  

        ②越前朝倉戦国まつり開催補助金  

        ③越前朝倉万灯夜開催補助金  

 

 

 

 ７３ 観光誘客事業 (おもてなし観光推進課) ４０,２１７千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 1,275   38,942 

 

     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  

         都市部での観光出向宣伝等 

      （２）「ふくいの観光イチ推し」発信事業  

         観光ポスターの制作・掲出等 

      （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プロモーション 

      （４）インバウンド推進事業  

         インバウンド受入環境の整備、フランスでの観光ＰＲ 

      （５）観光案内所運営事業  

 

 

 

  ７４ 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) ９,６２７千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 800  99 8,728 

                               

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  

         和傘スカイの設置 

      （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」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 

      （４）一乗谷「食」の魅力強化事業  

      （５）メディアへの営業活動  
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  ７５ 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) ７０,５８６千円 

財源

内訳 

国 県  その他 一般財源 

250 7,000  53,671 9,665 

                           

     ふくい桜まつりの開催や、夜間観光の促進等により、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）恐竜ホテル改修支援事業  

         宿泊施設改修に対する支援 

      （４）夜間観光促進事業  

         デジタルアート投影  

         夜間イベント開催  

 

 

 

○新○チ ７６ 「千歳くんはラムネ瓶のなか」×「福いいネ！」コラボ事業 

                         (おもてなし観光推進課) ６,０００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 2,645   3,355 

 

     ふくいゆかりの作品「千歳くんはラムネ瓶のなか」とタイアップした周遊企画を開催し、

福井の認知度向上および来訪動機につなげます。 

     【事業概要】 

      （１）聖地とのコラボポスター等の制作・掲出等 

      （２）聖地巡礼スタンプラリーの実施 

 

 

 

  ７７ 越前海岸体験・体感観光推進事業 (おもてなし観光推進課) ７,７３７千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 250   7,487 

 

     越前海岸の自然や食などの地域資源を活かしたイベントの開催や、体験メニューの提供を

行い観光誘客につなげます。 

     【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 12 文化や歴史、自然を、郷土の誇りとして未来につなぎ、個性豊かな
魅力あるまちをつくる 

 

  ７８ 文化会館閉館事業 (文化振興課) ４６,６７７千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

1,666  3,000  42,011 

 

     閉館した文化会館の解体に着手するまで、適切に施設を管理し、安全性を確保するととも

に、解体に向けた準備を進めます。 

     【事業概要】   

      （１）解体までの施設管理  

         機械警備等の実施 

      （２）文化会館の解体準備  

         工事着工に向けた解体設計、事前工損調査等の実施 

 
 
 

○新○チ ７９ 養浩館庭園アート展示事業 (文化振興課) ９２１千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

308   30 583 

                                  

     入園者が減少する冬季の入園促進策として、公募したアート作品の展示事業を開催します。

まちなかで歴史と文化芸術に触れる機会を創出し、養浩館庭園の新たな魅力を発信します。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 養浩館庭園の雰囲気に合った芸術作品の募集・選考 

             入賞作品の養浩館庭園内での展示 

 
 
 

○新○チ ８０ 映像×文化芸術の人材育成事業 (文化振興課) １,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,000 

 

     オンライン上で実施する「ふくいバーチャル文化芸術祭」への応募作品の質の向上を図り、

事業を活性化させるため、映像制作に関する研修を実施します。 

     【事業概要】 

      映像制作講座（初級者用基礎講座と中級者用スキルアップ講座）の開催 

 
 
 

○新  ８１ 自然史博物館分館ドームシアター事業 (自然史博物館) １５,４２５千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    15,425 

 

     開館 6 年目を迎える自然史博物館分館において、利用者の方が快適に施設を楽しめるよう

ドームシアターの機器入替等を行います。 

     【事業概要】 

      〔内  容〕プラネタリウム用パソコン入替（5 年リース）初年度  

            プロジェクター部品交換（8 台）  
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  ８２ ミュージアム企画展事業 (自然史博物館、美術館、郷土歴史博物館) ４８,５９２千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   36,623 11,969 

 

    自然史博物館、美術館、郷土歴史博物館の各分野における魅力ある企画展を開催します。 

    【事業概要】 

     [自然史博物館]  

     （１）春季企画展「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 

     （２）第 87 回特別展「石が語る福井」 

     〔会期〕 令和 4 年 7 月～10 月 

     （３）第 88 回特別展「集まれ福井の哺乳類」 

     〔会期〕 令和 5 年 3 月～ 5 月 

     [美術館]  

     （１）企画展「木梨憲武展」 

     〔会期〕 令和 4 年 4 月～ 5 月 

     （２）企画展「星野道夫写真展」 

     〔会期〕 令和 4 年 7 月～ 8 月 

     （３）企画展「生誕 100 年 山下清展」 

     〔会期〕 令和 4 年 9 月～11 月 

     （４）企画展「浮世絵師 歌川国芳展」 

     〔会期〕 令和 5 年 2 月～ 3 月 

     [郷土歴史博物館]  

     （１）春季特別陳列「みんなで選ぶ！博物館の宝」 

     〔会期〕 令和 4 年 5 月～ 7 月 

     （２）夏季特別陳列①「関東の名族 結城氏と福井」 

     〔会期〕 令和 4 年 7 月～ 8 月 

     （３）夏季特別陳列②「祝いの小箱 ボンボニエール」 

     〔会期〕 令和 4 年 7 月～ 8 月 

     （４）秋季特別展「寿ぎのきもの ジャパニーズ ウェディング ―日本の婚礼衣装―」 

     〔会期〕 令和 4 年 10 月～11 月 

     （５）春季特別陳列「いまに残る一乗谷の記憶」 

     〔会期〕 令和 5 年 3 月～ 5 月 

 

 

 

  ８３ 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）１１,４４８千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

7,119 1,917   2,412 

 

     重要文化的景観「越前海岸の水仙畑 下岬の文化的景観」の魅力発信による関係人口の拡

大と持続可能な水仙栽培に向けた担い手育成を推進し、景観保全を図っていきます。 

     【事業概要】 

      （１）水仙畑の眺望スポットへの案内サインの設置 

      （２）地域交流拠点として整備予定の居倉町集落の家屋修理に対する補助 

      （３）地域の魅力を発見発信する人材を育成するローカルフォトプロジェクト事業 
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○新○チ ８４ とことん昔ぐらし 古民家に来てみんか (文化財保護課） １,０７０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,070 

 

     市指定文化財である古民家を活用して、郷土の伝統・文化の魅力を伝えるためのイベント

をおさごえ民家園で開催します。 

     【事業概要】 

      〔開催時期〕 令和 4 年 10 月（予定） 

      〔事業内容〕 

（１）古民家と民具を活用した昔の暮らし体験、昔の遊び体験 

（２）伝統行事の発表 

（３）伝統文化の展示 
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政策 13 健やかで自立心をもって未来を切り拓く子どもを育むまちをつくる 

 

○拡  ８５ 福井市北部地域学校規模適正化事業 (教育総務課） ９１６,００７千円 

 〈２５６,０００千円〉 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  228,900 586,000 101,107 

                               

     森田地区における学校規模の適正化を図るため、森田・河合の両地区を校区とする新たな

中学校の整備を進めるとともに、森田小学校の2校化を見据えた、現森田中学校の増築工事

を行います。 

     【事業概要】  

      （１）新中学校整備事業  

       〔事業内容〕 

        ・学校用地の取得および用地造成に係る設計業務 

        ・新中学校建築に係る設計業務 

         （令和 4 年度～5 年度の継続費設定） 〈96,000 千円〉 

       〔事業用地〕福井市八重巻町地係 

      （２）森田中学校増築事業  

       〔事業内容〕 

         現森田中学校の増築工事 

         （令和 4 年度～5 年度の継続費設定） 〈160,000 千円〉 

       〔事業規模〕鉄筋コンクリート造 2 階建て 

 

 

 

○拡  ８６ 校舎等予防保全事業 (教育総務課） ８７３,１８０千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  819,300  53,880 

 

     安全で安心な教育環境を確保するため、校舎や体育館の外壁の全面点検を行い、危険な箇

所の落下防止対策を講じるとともに、屋上防水等の予防保全を行います。 

     【事業概要】  

      〔対 象 校〕 西藤小学校ほか 4 校 

      〔実施内容〕 ・外壁全面点検および落下防止工事 

             ・外壁塗装および屋上防水工事 

 

 

 

○新○チ ８７ 「福いいネ！」ｄｅ足場ラッピング (教育総務課） １,８００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,800 

 

     施設の改修時等に設置する工事用足場の養生シートを広報ツールとして活用し、「福いい

ネ！」や「北陸新幹線開業」等のＰＲを行います。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕ＰＲ素材（垂れ幕）の作成、施設改修工事の足場に掲示 

      〔対象施設〕小中学校、市立図書館、公民館 ほか 
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  ８８ ＧＩＧＡスクールサポーター配置事業 (学校教育課） ７,６３７千円 

財源

内訳 

国     

7,637     

 

     「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〕 ネットワークトラブル対応、タブレット端末修繕や設定等の対応、操作

指導補助等 

      〔配置人数〕 4 人（R3 年度：4 人） 

      〔配 置 先〕 市内を 4 地区に分割し、地区内中学校に配置 

 

 

 

  ８９ 地域に生きる学校づくり推進事業 (学校教育課） ２６,２８５千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 700   25,585 

 

     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 

 

 

 

○新  ９０ 地域運動部活動推進事業 (保健給食課） １,９２６千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

1,800   125 1 

 

     中学生にとって望ましい持続可能な部活動の実現や教職員の働き方改革を推進するた

め、休日の地域運動部活動の研究に取り組みます。 

     【事業概要】 

      （１）研究評価委員会の設置  

      （２）モデル校（モデル部活）の選定 

      （３）モデル校における事業の実施・課題の抽出  
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  ９１ 新学校給食センター整備運営事業 (保健給食課) ５５,１４０千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  34,000  21,140 

 

     令和 6 年 4 月の新学校給食センターの供用開始に向けて、設計・建設モニタリングや敷地

周辺インフラの整備等を行います。 

     【事業概要】 

      （１）設計・建設モニタリング支援業務  

      （２）配膳室改修工事  

      （３）六条用水移設工事  

      （４）上・下水道負担金  
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政策 14 市民が生涯にわたり、学習やスポーツに親しめるまちをつくる 

 

○拡  ９２ ふくい桜マラソン開催準備事業 (スポーツ課) ５５,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 
    55,000 

 

     北陸新幹線福井開業後に、県および坂井市と連携した「ふくい桜マラソン」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 日〕 令和 6 年 3 月 31 日(日) 予定 

      〔種  目〕 フルマラソン、ファンラン等 

      〔事業内容〕 

       （１）詳細計画等策定、実行委員会運営 

         ①実施計画に沿った各種詳細計画等の策定(給水・給食、記録計測、交通規制等) 

         ②実行委員会および各種専門部会の運営 

       （２）開催機運醸成・参加者裾野拡大 

         ①ランニング教室、ファンランイベントの開催 

         ②大会広報、募集制作物の作成 

         ③デジタルコンテンツの制作 

       （３）1 年前プレ大会開催 

          本大会の実証を兼ねたプレ大会の開催 

          開催日：令和 5 年 3 月 26 日（日） 予定 

          コース：ＪＲ福井駅～丸岡城 

 

 

 

○拡  ９３ フットボールセンター整備事業 (スポーツ課) ２０５,０００千円 

〈９９７,０００千円〉 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  153,700 10,000 41,300 

                              

     市スポーツ公園サッカー場に人工芝グラウンド、ナイター照明およびクラブハウスを備え

たフットボールセンターを整備します。 

     〔全体計画〕 令和 4 年度：クラブハウス建築工事 

            令和 5 年度：グラウンド改修、ナイター照明設備工事 

            （令和 4 年度～5 年度の継続費設定） 〈997,000 千円〉 

     〔工事箇所〕 スポーツ公園サッカー場 福井市安田町地係 

     〔施設概要〕 人工芝グラウンド 

            ナイター照明 

            クラブハウス 
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○拡  ９４ 市立図書館リニューアル事業 (図書館） ３１７,１３３千円 

〈２,１４３,０００千円〉 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

141,500  127,300  48,333 

 

     老朽化が進んでいる市立図書館を大規模改修し、地域交流センターを併設する複合施設と

するリニューアル工事に着手します。新しい図書館は、市内の公共施設で初めて、環境に配

慮した省エネ効果の高い建築物であるＺＥＢＲｅａｄｙを実現し、ゼロカーボンシティを推

進します。 

     【事業概要】 

      （１）リニューアル工事  

       〔所 在 地〕 文京 2 丁目地係 

       〔施設概要〕 鉄筋コンクリート造 4 階建 延べ床面積 5,731.82 ㎡  

       〔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 

              （令和 4 年度～5 年度の継続費設定） 〈2,143,000 千円〉 

      （２）田原町ミニ図書館開設  

         市立図書館休館中の間、田原町ミューズに「田原町ミニ図書館」を開設し、図書

に関する相談、予約、貸出、返却の受付や各種行事を実施 

（３）図書館システム更新  

         リニューアルにあわせて、本の自動貸出に対応する図書館システムに更新するた

めの準備を実施 

 

 

 

○新○チ ９５ 「この本いいネ！」プロジェクト (図書館） １,３００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,300 

 

     図書館で、気軽に本を手に取り、楽しく本選びができるよう、手作りのポップやブックリ

ストで本を紹介します。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 

      ・本をわかりやすく選んでもらうため、「おすすめの本」や「話題の本」などを紹介する

ポップやプレートの設置 

      ・手作りのブックリストや関連コーナーへの案内図の設置 
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総合計画を推進するために 
 

 

  ９６ 電子自治体推進事業 （情報統計課） ８,９４８千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

6,996    1,952 

 

     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

の活用とＡＩ議事録作成支援システムの導入による業務効率化に取り組みます。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 

       （１）ＡＩチャットボット運用事業  

          市民課業務やごみの出し方、防災・災害、税金、子育て等に関する問合せに土

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（Ａ

Ｉチャットボット）の運用 

       （２）ＲＰＡ活用事業  

          ＲＰＡソフトの調達および連携中枢都市圏を構成する他自治体と共同したＲＰ

Ａの効果的な活用方法の研究 

       （３）ＡＩ議事録作成支援システム運用事業  

          音声データを自動的にテキスト化することができる、ＡＩを活用した議事録作

成支援システムの導入 

 

 

 

○新○チ ９７ 「伝える」だけじゃない！「伝わる」広報力アップ事業 (広報課) ９９５千円 

財源

内訳 

    一般財源 
    995 

 

     市職員の広報に対する意識の向上とスキルアップを図るため、「広報アドバイザー」を新た

に設置し、職員の広報物制作に係る助言を行います。 

     【事業概要】 

      （１）「広報アドバイザー」の設置 

      （２）広報アドバイザー業務 

        ・全庁職員向け 広報力向上研修 

         伝わることを意識したチラシの作り方等、広報意識向上  

        ・所属の広報担当者へのアドバイス 

         所属の広報活動や作成する広報物に係る助言や指導 

      （３）庁内広報コンクール 

         年度内に各所属が作成した広報物を対象に、優秀作品を表彰  

 

 

  



- 58 - 

 

○新○チ ９８ 自分からアピールしなきゃ！ふくチューバー養成事業 (広報課) ９７０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    970 

 

     若者のテレビ・活字離れが進む中、福井の魅力についてＹｏｕＴｕｂｅを活用して効果的

に発信するため、「ふくチューバー」（福井の魅力を発信するＹｏｕＴｕｂｅｒ）を養成し

ます。 

     【事業概要】 

      〔対 象 者〕18 歳以上の個人またはグループ（高校生を除く） 

      〔事業内容〕 

        （１）受講生を募集 

        （２）ふくチューバー養成講座 

          ・現役ＹｏｕＴｕｂｅｒによる動画撮影講座、作成動画の講評 等 

          ・映像制作のプロチームによる撮影実地指導 等 

        （３）受講生が福井の魅力発信動画を月 1 本以上制作 

        （４）成果発表会の開催 

 

 

 

  ９９ ふるさと納税推進事業 (まち未来創造課) １９７,８３１千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    197,831 

 

     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）ふるさと納税ポータルサイト運営・返礼品に係る経費 

        ・ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」や「楽天ふるさと納税」を運

営することによる寄附の受け入れ 

      （２）北陸新幹線福井開業を見据えた交流人口の拡大のための取組 

        ・体験型返礼品の充実 

      （３）ふるさと納税のＰＲ 

        ・ふるさと納税ポータルサイト上における本市ならびに本市の返礼品のＰＲ 

        ・ふるさと納税ポータルサイトにおけるページの充実 

        ・東京事務所と連携したＰＲ活動（福井市応援隊、福井ゆかりの人への寄付依頼） 

        ・ふるさと納税パンフレット制作 

        ・「ふるさとチョイス感謝祭」に出展し、首都圏でのＰＲ強化を図る。 

        ・「ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合」を通じふるさと納税をＰＲ 

      （４）その他 

        ・事業者向けの勉強会 

        ・企業版ふるさと納税の推進 
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○新○チ １００ 遊休財産マッチングツアー (施設活用推進課) １,１６７千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,167 

 

     遊休財産の更なる利活用の促進を図るため、遊休財産の見学に加え、その周辺エリアの観

光や地域住民・団体との交流により、遊休財産と利活用希望者とのマッチングを図るツアー

を実施します。 

     【事業概要】 

      〔主な行程〕遊休財産見学、地域の食・観光体験、地域住民・団体とのワークショップ 

      〔候補財産〕旧水仙ミュージアム、旧みやま長寿そば道場、旧すかっとランド九頭竜等 

      〔対 象 者〕遊休財産利活用希望者（10 名程度） 

 

 

 

○新  １０１ 入札契約ＤＸ推進事業 (契約課) ５,５３０千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   1,941 3,589 

                             

     オンラインで受付をした入札参加資格申請のデータを工事管理システムで活用するシステ

ム改修を行います。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 工事管理システム改修委託料 

 

 

 

○新○チ １０２ 来る人も働く人もスムーズな市役所へ (市民税課) ６００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    600 

 

     市役所本館 2 階への来庁者が目的の窓口へ迷わずにたどり着けるよう環境を整備し、利便

性の向上を図ります。 

     【事業概要】          

      本館 2 階の床面に窓口への案内表示を設置するとともに、窓口を所属別に色分け 

 

 

 

○新○チ １０３ セミセルフレジでストレスカット (納税課) ２,０２５千円 

財源

内訳 

国     

2,025     

                               

     対面式非接触型のセミセルフレジの導入により、新型コロナウイルス感染防止の対策強化

と、収納業務の時間短縮化により納税に訪れる市民のストレスを軽減させることで、窓口サ

ービスの向上を図ります。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 セミセルフレジの購入 1 台 

      〔導入時期〕 令和 4 年 9 月頃  
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○新 １０４ キャッシュレス決済推進事業 (市民課) １,０３０千円 

財源

内訳 

   その他  

   1,030  

                               

     本庁市民課窓口でキャッシュレス決済サービスを導入し、利用者の利便性向上を図ります。 

     【事業概要】 

      （１）対象サービス 市民課証明・住所異動窓口での証明書等発行手数料 

      （２）対応する決済サービス 

         クレジットカード、電子マネー、コード決済 

 

 

 

○新○チ １０５ 共用スペースで！市営住宅民間広告事業 (市営住宅課) 

 (最大収入額)３９０千円 

財源

内訳 

    一般財源 
    0 

 

     市営住宅内の共用廊下等に入居者向けの企業広告を設置し広告収入を得ることで、市営住

宅維持管理事業の財源とします。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 市営住宅内の共用廊下やエレベーター等に企業広告を募集・設置 

      〔掲載期間〕 1 か月単位で広告主が設定 

      〔広告収入〕 1 か所 580 円（月額） 

 

 

 

○新○チ １０６ 見て見て知って！特定公共賃貸住宅事業 （市営住宅課) １,１５８千円 

財源

内訳 

    一般財源 
    1,158 

 

     インターネット上で、市の特定公共賃貸住宅に関する検索連動型広告を掲載することで、

賃貸住宅関連用語を検索した人に対し、ピンポイントで情報を周知します。 

     【事業概要】 

      〔事業内容〕 特定公共賃貸住宅に関する検索連動型広告の掲載 

      〔対象物件〕 【建物名称】新田塚団地Ｃ棟 

             【所 在 地】福井市新田塚 2 丁目地係 

 

             【建物名称】福団地Ｂ棟 

             【所 在 地】福井市福新町地係 

      〔掲載期間〕 令和 4 年 9 月から 5 年 2 月までの 6 か月間 

             



自主財源

52,364,009

42.4%

依存財源

70,940,991

57.6%

市税

44,895,000

36.4%

諸収入

3,466,283

2.8%

分担金及び負担金

181,600

0.1%使用料及び手数料

1,192,564

1.0%

その他

2,628,562

2.1%
市債

18,302,900

14.8%

地方交付税

10,500,000

8.5%

国庫支出金

21,968,085

17.8%

県支出金

11,652,006

9.4%

地方消費税

交付金

6,140,000

5.0%

地方譲与税

930,000

0.8%

地方特例交付金

200,000

0.2% その他交付金

1,248,000

1.1%

歳 入

１,２３３億
５００万円

令和４年度 一般会計予算の内訳

歳 入

（単位：千円）
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議会費

681,583

0.6%

総務費

8,823,903

7.2%

民生費

45,637,673

37.0%

衛生費

9,480,359

7.7%

労働費

298,785

0.2%

農林水産業費

4,053,893

3.3%

商工費

2,711,746

2.2%

土木費

18,931,634

15.4%

消防費

3,337,928

2.7%

教育費

11,214,421

9.1%

災害復旧費

146,200

0.1%
公債費

17,686,875

14.3%

予備費

300,000

0.2%

歳 出

１,２３３億
５００万円

歳 出（目的別）

（単位：千円）
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義務的経費

67,382,263

54.6%

投資的経費

17,955,354

14.6%

その他の経費

37,967,383

30.8%

人件費

20,131,176

16.3%

扶助費

29,564,212

24.0%

公債費

17,686,875

14.3%

普通建設事業費

17,809,154

14.5%

災害復旧

事業費

146,200

0.1%

物件費

15,871,323

12.9%

補助費等

9,778,672

7.9%

繰出金

10,190,314

8.4%

貸付金

1,040,781

0.8%

維持補修費

672,284

0.5%

その他

414,009

0.3%

歳 出

１,２３３億
５００万円

歳 出（性質別）

（単位：千円）
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市税収入の推移

452 

446 

452 

445 

419 

449 
445 447 

453 

445 

453 

250

300

350

400

450

500

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

億円

予算

決算

（決算見込み）

- 64 -


