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平成２７年度予算編成の基本方針 

 

国の平成２７年度の経済見通しでは、雇用・所得環境が引き続き改善し、好循

環が一段と進展するとともに、堅調な民需に支えられた景気回復などが見込まれ

ることから、平成２７年度国内総生産の実質成長率は １．５％程度、名目成長

率は ２．７％程度になるとされています。 

このような状況を踏まえ、国の平成２７年度予算案では、経済の好循環の更な

る拡大を実現し本格的な成長軌道への移行を図りつつ中長期の発展につなげる、

地方の創生、女性の活躍推進、教育の再生、イノベーションの促進や安全・安心

と持続可能な基盤確保などの取り組みを強力に推進するとしています。 

また、平成２７年度当初予算を、緊急経済対策を含む平成２６年度補正予算と

あわせ、経済再生と財政再建の両立を実現する予算とし、経済の好循環の更なる

拡大を実現するとともに、財政健全化の進展が経済再生の進展に寄与するという

流れを作り出すとしています。 

地方財政対策では、地方消費税交付金などの増を見込む一方で、それに伴い地

方交付税、臨時財政対策債は縮減されました。ただ、まち・ひと・しごと創生の

推進や社会保障の充実等を含め、平成２６年度の水準を１兆２千億円上回る６１

兆５千億円の一般財源総額を確保する内容となっています。 
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このような中、平成２７年度予算編成にあたりましては、第六次福井市総合計

画に掲げた４つの基本目標「みんなが快適に暮らすまち」「みんなでつくる住み

よいまち」「みんなが生き生きと働くまち」「みんなが学び成長するまち」の実現

を基本に、『希望と安心のふくい』の創造のためのマニフェスト工程表の最終年

度にあたりますことから、この仕上げに向けて、各種施策に取り組むこととしま

した。 

また、将来にわたって安定した行財政運営を行っていくため、中長期的な視点

により、財政の健全性を堅持していくとともに、人口減少社会への対応や地域の

活性化に向けた取り組みを積極的に進め、重点事業と財政の健全性のバランスを

図りながら、事業の緊急性や必要性、効果等を十分に検討したうえで事業を選択

し、収支の均衡を図りながら、市勢の発展と市民福祉の向上に結びつく、効率的

かつ効果的な予算を編成しました。 
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（単位　千円，％）

会 計 別 27年度予算額 構成比 26年度予算額 構成比

一 般 会 計 112,354,000 52.4 105,845,000 50.8 　 6,509,000 　 6.1

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 29,098,000 13.5 25,861,000 12.4 　 3,237,000 　 12.5

国民健康保険診療所特別会計 4,100 0.0 5,500 0.0 △ 1,400 △ 25.5

後期高齢者医療特別会計 3,355,000 1.6 3,317,000 1.6 　 38,000 　 1.1

介 護 保 険 特 別 会 計 23,201,000 10.8 23,958,000 11.5 △ 757,000 △ 3.2

交 通 災 害 共 済 特 別 会 計 5,800 0.0 9,000 0.0 △ 3,200 △ 35.6

競 輪 事 業 会 計 10,453,000 4.9 10,390,000 5.0 　 63,000 　 0.6

簡 易 水 道 特 別 会 計 470,000 0.2 444,000 0.2 　 26,000 　 5.9

宅 地 造 成 特 別 会 計 1,411,000 0.7 4,515,000 2.2 △ 3,104,000 △ 68.7

中 央 卸 売 市 場 特 別 会 計 796,000 0.4 882,000 0.4 △ 86,000 △ 9.8

駐 車 場 特 別 会 計 260,000 0.1 490,000 0.2 △ 230,000 △ 46.9

集 落 排 水 特 別 会 計 892,500 0.4 920,000 0.4 △ 27,500 △ 3.0

地 域 生 活 排 水 特 別 会 計 193,600 0.1 214,500 0.1 △ 20,900 △ 9.7

福井駅周辺整備特別会計 1,879,000 0.9 1,501,000 0.7 　 378,000 　 25.2

特 別 会 計 合 計 72,019,000 33.6 72,507,000 34.7 △ 488,000 △ 0.7

下 水 道 事 業 会 計 17,538,000 8.2 16,668,000 8.0 　 870,000 　 5.2

ガ ス 事 業 会 計 4,390,000 2.0 4,350,000 2.1 　 40,000 　 0.9

水 道 事 業 会 計 8,256,000 3.8 9,144,000 4.4 △ 888,000 △ 9.7

企 業 会 計 合 計 30,184,000 14.0 30,162,000 14.5 　 22,000 　 0.1

総 額 214,557,000 100.0 208,514,000 100.0 　 6,043,000 　 2.9

平成 27 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，％）

27年度予算額 構成比 26年度予算額 構成比

1 市　税 43,959,000 39.1 44,236,000 41.8 △ 277,000 △ 0.6

2 地方譲与税 825,000 0.7 957,000 0.9 △ 132,000 △ 13.8

3 利子割交付金 95,000 0.1 143,000 0.1 △ 48,000 △ 33.6

4 配当割交付金 300,000 0.3 100,000 0.1 　 200,000 　 200.0

5 株式等譲渡所得割交付金 150,000 0.1 44,000 0.1 　 106,000 　 240.9

6 地方消費税交付金 5,030,000 4.5 3,582,000 3.4 　 1,448,000 　 40.4

7 ゴルフ場利用税交付金 44,000 0.1 44,000 0.1 　 0 　 0.0

9 自動車取得税交付金 150,000 0.1 148,000 0.1 　 2,000 　 1.4

10 地方特例交付金 143,000 0.1 232,000 0.2 △ 89,000 △ 38.4

11 地方交付税 10,340,000 9.2 10,405,000 9.8 △ 65,000 △ 0.6

12 交通安全対策特別交付金 59,000 0.1 59,000 0.1 　 0 　 0.0

13 分担金及び負担金 1,607,981 1.5 1,974,078 1.9 △ 366,097 △ 18.5

14 使用料及び手数料 1,145,288 1.0 1,166,069 1.1 △ 20,781 △ 1.8

15 国庫支出金 15,515,166 13.8 12,394,415 11.7 　 3,120,751 　 25.2

16 県支出金 9,368,009 8.3 7,304,985 6.9 　 2,063,024 　 28.2

17 財産収入 127,310 0.1 120,649 0.1 　 6,661 　 5.5

18 寄附金 11,870 0.0 10,180 0.0 　 1,690 　 16.6

19 繰入金 763,859 0.7 1,327,149 1.2 △ 563,290 △ 42.4

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

21 諸収入 4,362,617 3.9 3,914,375 3.7 　 448,242 　 11.5

22 市　債 18,256,900 16.2 17,583,100 16.6 　 673,800 　 3.8

112,354,000 100.0 105,845,000 100.0  6,509,000  6.1歳 入 合 計

平成 27 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，％）

27年度予算額 構成比 26年度予算額 構成比

1 議会費 757,224 0.7 715,474 0.7 　 41,750 　 5.8

2 総務費 9,551,679 8.5 9,228,954 8.7 　 322,725 　 3.5

3 民生費 39,388,974 35.1 37,248,461 35.2 　 2,140,513 　 5.7

4 衛生費 5,202,598 4.6 6,089,504 5.8 △ 886,906 △ 14.6

5 労働費 619,713 0.5 663,163 0.6 △ 43,450 △ 6.6

6 農林水産業費 3,450,928 3.1 3,039,026 2.9 　 411,902 　 13.6

7 商工費 3,191,003 2.8 4,103,409 3.9 △ 912,406 △ 22.2

8 土木費 16,261,885 14.5 12,581,862 11.9 　 3,680,023 　 29.2

9 消防費 4,581,964 4.1 3,846,879 3.6 　 735,085 　 19.1

10 教育費 11,919,122 10.6 11,267,926 10.6 　 651,196 　 5.8

11 災害復旧費 12,000 0.0 10,400 0.0 　 1,600 　 15.4

12 公債費 17,316,910 15.4 16,949,942 16.0 　 366,968 　 2.2

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

112,354,000 100.0 105,845,000 100.0  6,509,000  6.1

款 別 比 較 増 減 額 増 減 率

歳 出 合 計
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（単位　千円，％）

27年度予算額 構成比 26年度予算額 構成比

1 人件費 18,548,466 16.5 18,293,989 17.3  254,477  1.4

2 物件費 14,222,903 12.6 14,427,211 13.6 △ 204,308 △ 1.4

3 維持補修費 751,768 0.7 809,793 0.8 △ 58,025 △ 7.2

4 扶助費 23,119,125 20.6 22,421,050 21.2  698,075  3.1

5 補助費等 9,621,467 8.6 8,930,536 8.5  690,931  7.7

6 普通建設事業費 15,275,379 13.6 10,727,423 10.1  4,547,956  42.4

1 補助 9,971,189 8.9 5,339,384 5.0  4,631,805  86.7

2 単独 5,304,190 4.7 5,388,039 5.1 △ 83,849 △ 1.6

7 災害復旧事業費 12,000 0.0 10,400 0.0  1,600  15.4

2 単独 12,000 0.0 10,400 0.0  1,600  15.4

9 公債費 17,316,910 15.4 16,949,942 16.0  366,968  2.2

10 積立金 465,200 0.4 111,042 0.1  354,158  318.9

12 貸付金 2,150,425 1.9 2,452,457 2.3 △ 302,032 △ 12.3

13 繰出金 10,770,357 9.6 10,611,157 10.0  159,200  1.5

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

112,354,000 100.0 105,845,000 100.0  6,509,000  6.1合 計

平成 27 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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 ※主要事業一覧以外の 
全ての事業を含む 

主 要 事 業 一 覧 
（単位：千円） 

 新規事業 21 件 

拡充事業 24 件 

 (マ) マニフェスト事業 

 〈  〉継続費設定 

 《  》債務負担行為設定 

基本目標１ みんなが快適に暮らすまち  予算総額 49,212,630 千円 
                               

政策１ 県都としての魅力を高め交流しやすいまちをつくる   

１ 福井駅西口中央地区市街地再開発事業(マ) ２,１４０,１８６ 

○新 E A   ２ 西口再開発ビルプロモーション事業 １１,０００ 

《４,０００》 

３ 西口再開発ビル観光関連施設整備事業 １０５,０００ 

４ 福井駅周辺土地区画整理事業(マ) １,０８４,４８９ 

  ５ グリフィス記念館整備事業 ５８,０００ 

A○拡 E A   ６ 福井城址周辺整備事業 ９８,８８８ 

  ７ 中央公園周辺再整備事業 ４０６,２００ 

A○新 E A   ８ 歴史資源をつなぐ回廊サイン整備事業 １９,９４０ 

A○新 E A   ９ 民間活力をいかした県都の顔づくり事業 ８,８６８ 

１０ 中心市街地開業促進事業(マ) １７,０００ 

１１ えちぜん鉄道・福井鉄道相互乗り入れ関連施設整備事業 ５０,０００ 

１２ 福井鉄道軌道区間整備事業 ４０５,０００ 

１３ 福井駅付近連続立体交差事業(マ) １００,０００ 

 ○新    １４ えちぜん鉄道新駅設置支援事業 ２１,６６７ 

１５ 地域コミュニティバス運行支援事業(マ) １９,０００ 

○新 E A   １６ バスロケーションシステム整備支援事業 ２０,０００ 

A○拡 E A   １７ 北陸新幹線整備事業 １１１,３７２ 

政策２ 暮らしを支える社会基盤の整ったまちをつくる  

   １８ 道路整備事業 １,７１５,２９２ 

A○新 E A  １９ 西開発周辺道路整備事業 ３１３,０００ 

A○新 E A  ２０ 道路施設点検事業 ４１,０００ 

   ２１ 道路案内標識・道路照明改修事業 ２７,０００ 

   ２２ 河川・水路整備事業 ２８７,８００ 

   ２３ 河川浸水対策事業(マ) １９８,７００ 

 ２４ 市内公園施設リニューアル事業 ４６,３１２ 

   ２５ 総合運動公園整備事業(マ) ５７,０００ 

   ２６ 木造住宅耐震改修促進事業(マ) １６,６００ 

   ２７ まちなか住まい支援事業 ２０,１８２ 

   ２８ 東安居団地Ｃ棟整備事業(マ) １,０５５,７１８ 
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 ２９ 市営住宅長寿命化事業(マ)  ８０,３８０ 

 ３０ 空き家対策事業 ４,７００ 

   ３１ 土地区画整理事業 ９３１,０４４ 

政策３ 生活排水による水質汚濁負荷の少ないまちをつくる  

   ３２ 下水道整備事業 ４,３２４,２９５ 

３３ 浄化槽設置補助事業 ６０,１７９ 

政策４ 環境にやさしい都市ガスを安全に安定供給するまちをつくる 

   ３４ 都市ガス需要開発事業 １２９,１１８ 

   ３５ 都市ガス整備事業 ４４４,１０９ 

政策５ 安全でおいしい水を安定供給するまちをつくる  

   ３６ 上水道整備事業 ２,５０８,９６７ 

A○拡 E A  ３７ 簡易水道整備事業 １７８,０００ 

 

基本目標２ みんなでつくる住みよいまち  予算総額 97,775,321千円 

政策６ ともに責任を担う協働のまちをつくる  

   ３８ 地域の誇り推進事業(マ) ５１,１２９ 

○新 E A  ３９ 総合ボランティアセンター整備事業(マ) ２０,５００ 

 ４０ 市民協働推進事業 １,９６２ 

A○拡 E A  ４１ 地域おこし協力隊事業 ４,７００ 

政策７ 誰もが尊重される住みよいまちをつくる  

A○拡 E A  ４２ 国際化推進事業(マ) ２５,７２７ 

   ４３ 地域内共同参画推進事業 １,９１７ 

   ４４ 消費者教育・啓発事業 ４,８０１ 

政策８ 環境にやさしい持続可能なまちをつくる 

    ４５ 自然活動促進補助事業 １,７００ 

A○新 E A  ４６ 環境基本計画改定事業 ８００ 

A○拡 E A  ４７ 新エネ・省エネで快適くらし支援事業 ６,２４０ 

   ４８ 環境推進会議推進事業 ４,７７８ 

政策９ すべての市民が健康で生きがいをもち長生きできるまちをつくる 

A○新 E A  ４９ 子ども・子育て支援事業 ６,１７６,９４２ 

A○拡 E A  ５０ ３人っ子世帯保育料等無料化事業  

A○拡 E A  ５１ 地域子育て支援拠点事業 ５０,０６６ 

A○新 E A  ５２ 公立認定こども園化事業 ８６,５００ 

５３ 私立保育所等施設整備補助事業(マ) ２９７,６６５ 

 ５４ 保育園耐震補強・改修事業(マ) ３５,５００ 

A○新 E A  ５５ 西口一時預かり施設運営事業 ２,４００ 
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５６ 子ども医療費助成事業(マ) ７７５,０００ 

５７ 私立幼稚園就園奨励支援事業 １４２,０００ 

５８ 健康診査・がん検診事業 ２６６,３５５ 

５９ 国民健康保険事業 ２９,０９８,０００ 

A○新 E A  ６０ 生活困窮者自立支援事業 １２,８１７ 

   ６１ 臨時給付金事業 ４８０,０００ 

６２ 障害福祉サービス事業 ４,７００,０００ 

A○新 E A   ６３ 障がい者就労促進事業 ３,３５２ 

A○拡 E A   ６４ 福祉タクシー利用助成事業 ２４,５００ 

６５ 重度障害者（児）医療費助成事業 １,１１２,１３０ 

A○新 E A  ６６ 見守りネットワーク構築事業 ４,０００ 

 ６７ 介護保険事業 ２３,２０１,０００ 

６８ 地域介護福祉空間整備等補助事業 ５０６,８６３ 

６９ 在宅医療・介護連携推進事業 １,９９１ 

政策 10 事故・災害などに強い安全・安心なまちをつくる   

７０ 仮称「東分署」・地域ふれあい広場整備事業 １８８,０００ 

 ７１ 消防車両整備事業 ９８,８１０ 

７２ 消防救急デジタル無線整備事業(マ) ９２０,０００ 

    ７３ 消防団地区分団詰所整備事業(マ) ３１,５００ 

A○拡 E A   ７４ 消防団活動事業 ７５,０００ 

 ７５ 町名・街区表示板等整備事業 ５３,５１０ 

７６ 非常用貯水装置整備事業(マ) ３８,９００ 

A○拡 E A  ７７ 要配慮者対策事業 ５,０００ 

７８ 交通安全施設設置事業 ４５,０００ 

 ７９ 市庁舎別館耐震改修事業 ９４,７００ 

〈２,２９９,０００〉 

 

基本目標３ みんなが生き生きと働くまち 予算総額  7,457,565 千円 

政策 11 活力と魅力あふれる商工業のまちをつくる 

A○拡 E A  ８０ マーケット開発支援事業(マ) ４３,１１８ 

８１ 地域産品販路拡大促進事業(マ) ４,５００ 

A○拡 E A  ８２ 企業立地促進事業 ３,０００ 

８３ 企業立地支援事業(マ) １２０,０００ 

８４ 起業家支援事業(マ) １５,０００ 

８５ 制度融資事業 １,４６９,１０３ 

 ８６ 若年者正規雇用奨励金事業 ７,９２０ 

A○新 E A  ８７ 競輪場中央スタンド耐震補強事業 ５,７００ 
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政策 12 福井の魅力を発信する観光のまちをつくる 

A○新 E A  ８８ 新・観光ビジョン策定事業 ２,０００ 

 ８９ 「一乗谷」ブランドイメージ向上事業(マ) ３０,８３８ 

   ９０ 一乗谷・東郷魅力体感プロジェクト １６４,０４２ 

 ９１ 「まちなか」滞在拠点化事業(マ) ７８,４６４ 

９２ 「越前海岸」体験・体感観光推進事業(マ) ３,８００ 

   ９３ ガラガラ山周辺再整備事業 １３０,０００ 

                                       〈３９８,０００〉 
 ９４  折織のポスター魅力発信事業 ４,５００ 

A○拡 E A  ９５ まごころ笑顔おもてなし事業 ３,５００ 

政策 13 魅力ある豊かな農林水産業のまちをつくる  

 ９６ 園芸総合振興事業(マ) ２０,０００ 

９７ 福井市推奨品目育成支援事業 ８,３００ 

A○拡 E A  ９８ 砂丘地園芸産地育成事業 ６１,１５２ 

９９ 水田フル活用推進事業 ４３,８８３ 

   １００ 担い手・農地総合対策事業 ５１,５２０ 

１０１ 新規就農者支援事業 １１,４００ 

１０２ ６次産業化普及促進事業 ５,０１０ 

A○拡 E A １０３ 多面的機能支払交付金 ４７５,７２０ 

１０４ 市単独土地改良事業補助金 ３０,０００ 

１０５ 集落排水整備事業 １５４,６００ 

１０６  間伐材資源有効利用促進事業 １５,０００ 

１０７ 有害鳥獣対策事業(マ) ３７,８００ 

１０８ 小羽山整備事業 １１,０００ 

１０９ 漁村再生交付金事業 ５５,３２０ 

A○拡 E A １１０ 漁港施設保全計画策定事業 ９,０００ 

A○新 E A １１１  種苗中間育成施設整備事業 ６,５５３ 

１１２ 市場施設整備事業 ５３,２００ 

 

基本目標４ みんなが学び成長するまち  予算総額 9,790,102 千円 

政策 14 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 

１１３ 学校耐震補強事業(マ) １,１３５,０００ 

１１４ 学校体育館バリアフリー化事業(マ) ２２,０００ 

１１５ 学校体育館非構造部材耐震化（落下防止）事業 １０５,０００ 

１１６ 明道中学校改築事業(マ) １０４,０００ 

A○新 E A １１７ 森田小学校校舎増築事業 １５,０００ 

１１８ 小学校カウンセラー配置事業 １４,５７０ 

１１９ いきいき学校生活支援事業(マ) ９９,３８４ 
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１２０ 地域に生きる学校づくり推進事業 ２６,５９５ 

１２１  学校図書館支援員事業 ２７,３２４ 

A○拡 E A １２２ 英語活動推進事業(マ) ３４,６２５ 

A○拡 E A １２３ 児童クラブ設置事業 ３４,０００ 

A○拡 E A １２４ 放課後児童健全育成事業 ３５７,１５７ 

政策 15 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 

１２５ 公民館建設事業 ４２１,０００ 

A○新 E A １２６ 少年自然の家耐震化事業 ２２,０００ 

１２７ 弓道場・市体育館サブアリーナ等建設事業(マ) ６５４,１００ 

A○拡 E A １２８ 国体競技施設等整備事業 １６４,７５８ 

A○拡 E A １２９ 福井国体開催準備事業 １１５,０００ 

政策 16 歴史や文化を活かした個性的で魅力あるまちをつくる  

A○拡 E A １３０ 養浩館整備事業 １０,６００ 

１３１ 一乗谷朝倉氏遺跡整備事業 ５,１６３ 

１３２ 自然史博物館分館整備事業 ８２４,１０３ 

１３３ 自然史博物館企画展事業 ４,２００ 

１３４ 美術館企画展事業 ３５,５００ 

１３５ 歴史博物館企画展事業 １７,５００ 

 

そ の 他                  予算総額 50,321,382 千円 

情報公開及び広報・広聴の推進 

A○拡 E A １３６ 市政広報ふくい発行事業 ２３,８４０ 

A○新 E A １３７ 総合計画策定事業 ９,０００ 
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主 要 事 業 の 説 明 
 

基本目標１ みんなが快適に暮らすまち 
 

政策１ 県都としての魅力を高め交流しやすいまちをつくる 

 

１ 福井駅西口中央地区市街地再開発事業(マ) (都市整備室)    ２,１４０,１８６千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

927,263 704,169 393,100  115,654 

 

    県都の玄関口にふさわしい「にぎわい交流拠点」の形成を図るため、西口再開発ビルを整備

します。 

【事業概要】 

〔事業区域〕 福井駅西口中央地区 

〔施行面積〕 敷地面積：約 5,600 ㎡、延床面積：約 34,100 ㎡ 

〔竣工予定〕 平成 28 年 3 月 

〔主要用途〕 民間施設（商業・業務、住宅） 

 市施設（多目的ホール、観光関連施設、総合ボランティアセンター 

     子ども一時預かり所、自然史博物館分館、駐車場、トイレ 

     屋根付き広場） 

〔事業内容〕 （１）市街地再開発事業補助金    

（２）市施設整備費等         
（平成 24～27 年度の継続費設定）〈6,480,000 千円〉 

 

 

○新 E A ２ 西口再開発ビルプロモーション事業 (都市整備室、自然史博物館) １１,０００千円 

《４,０００千円》 

財源

内訳 

    一般財源 

    11,000 

 

平成 28 年春のグランドオープンに向け、市内外へのＰＲ活動や開業記念イベントの準備を行

います。 

【事業概要】 

〔事業内容〕 （１）西口再開発ビル全体のプロモーション    

ポスター・チラシ作成、大都市圏パブリシティ活動 

テレビ・新聞広告 等 

（２）自然史博物館分館の開館記念イベント準備 
（平成 28 年度の債務負担行為設定）《4,000 千円》 

 

 

３ 西口再開発ビル観光関連施設整備事業 (おもてなし観光推進室) １０５,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

24,840  58,200  21,960 

  

西口再開発ビルに設置する観光関連施設について、整備を進めます。 

【事業概要】 

     （１）観光案内所整備（1F） 面積  55 ㎡ 

 - 12 - 



    観光客への情報提供を行う観光案内所の整備 

（２）観光物産館整備（2F） 面積 520 ㎡ 

    物産品、工芸品を販売するコーナーやイートインコーナーなどを備える観光物産

館の整備（指定管理者 株式会社大津屋） 

（３）観光事務所整備（3F）  面積 370 ㎡ 

         （公財）福井観光コンベンションビューローの事務局スペースの整備 

 

 

４ 福井駅周辺土地区画整理事業(マ) (駅周辺整備課) １,０８４,４８９千円 

財源

内訳 

国 県 市債 その他 一般財源 

472,053 116,322 377,600 7,846 110,668 

 

    県都の玄関口にふさわしいまちづくりを進めるため、西口交通広場等を整備します。 

【事業概要】 

〔事業区域〕 中央 1 丁目､大手 1･2 丁目､手寄 1 丁目､日之出 1･2 丁目の各一部 

〔施行面積〕 約 16.6ha 

〔事業内容〕 （１）福井駅西口交通広場整備工事 
広場造成、バス・タクシーシェルター整備等 

（２）関連公共施設（道路、駅前広場等）の整備および維持管理等 
      
 

５ グリフィス記念館整備事業 (都市整備室） ５８,０００千円 

財源

内訳 
国 県 市債  一般財源 

20,250 18,000 6,000  13,750 

 

足羽山や足羽川周辺への誘客を促し、回遊性を高めるため、浜町界隈にグリフィス記念館を

整備します。 
【事業概要】 
 〔施設概要〕 建物概要 木造瓦葺 2 階建 約 180 ㎡ 

〔事業内容〕 ・グリフィスの功績紹介 
・国際交流の原点となるニューブランズウィック市との交流紹介 
・建物や周囲の演出による情緒あふれる景観創出 
・ミニ音楽会など企画イベントの実施 
・休憩スペース、トイレ等の整備 
（平成 26～27 年度の継続費設定）〈170,000 千円〉 

 

 

A○拡 E A ６ 福井城址周辺整備事業 (都市整備室) ９８,８８８千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

43,920 26,840 23,700  4,428 

 

    福井駅と城址周辺をつなぐ動線として県庁線を整備するとともに、城址周辺の道路空間の全

体イメージを検討します。 

【事業概要】 

〔対象路線〕 都市計画道路 県庁線、城址周辺道路  

〔事業内容〕 県庁線北側歩道整備、城址周辺道路の全体イメージ検討  
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７ 中央公園周辺再整備事業 (公園課) ４０６,２００千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

180,000 110,000 104,500  11,700 

 

    県民会館跡地を有効に活用し、城址との一体性を高める公園として整備を行い、歴史を偲び、

人が集う開放的な空間づくりを進めます。 

【事業概要】 

〔全体整備内容〕 

 県民会館跡地周辺を含む中央公園の再整備 

〔事業期間〕 平成 25 年度～27 年度 

〔平成 27 年度事業内容〕 

  計画面積 22,000 ㎡の内 13,800 ㎡を整備する。（第 1 期工事） 

  ・植栽、園路広場、水景施設、ビジターセンター、園路復旧等  

 ・城址の模型、歴史解説パネル作成  

 

 

A○新 E A ８ 歴史資源をつなぐ回廊サイン整備事業 (都市整備室) １９,９４０千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

8,825  8,000  3,115 

 

    福井駅から養浩館、福井城址、浜町、足羽山など、主要な歴史観光資源へ適切に誘導するサ

インを設置します。 

    また、福井駅西口交通広場、西口再開発ビル、グリフィス記念館、中央公園などの整備に合

わせ、まちなかの既存サインの更新を行います。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 誘導サイン設置 17 か所、既存サイン更新 28 か所 

                             

 

A○新 E A ９ 民間活力をいかした県都の顔づくり事業 (都市整備室) ８,８６８千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   8,800 68 

 

    住民等によるまちづくり活動を推進するため、ふるさとづくり基金を活用し、良好な景観づ

くり事業等への助成を行います。 

    【事業概要】 

     〔事業区域〕 福井中心市街地地区都市再生整備計画事業の区域を中心としたエリア 
     〔助成対象〕 住民、商店街組合等団体、まちづくり会社 等 
     〔対象事業〕 ハード事業  
             景観ルールに基づく増改築、低未利用地を活用した広場整備 等 
            ソフト事業  
             対象区域の魅力向上等に資する事業 等 
      

 

１０ 中心市街地開業促進事業(マ) （商工振興課）           １７,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    17,000 

 

    中心市街地の空き店舗への出店等を促し、商業の活性化と賑わい創出を図るため、出店者に

対して開業経費等の支援を行います。 
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【事業概要】 

     〔事業内容〕 開業経費および家賃に対する補助および開業後の経営指導等 

     〔事業区域〕 中心市街地（中央 1 丁目地区） 

 

 

１１ えちぜん鉄道・福井鉄道相互乗り入れ関連施設整備事業 (新幹線推進室) 

 ５０,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

13,773  13,800  22,427 

 
えちぜん鉄道と福井鉄道の相互乗り入れ事業に伴う田原町駅周辺整備の設計や電停の上屋整

備への支援を行います。 

    【事業概要】 

     （１）えちぜん鉄道・福井鉄道駅周辺整備事業  

〔事業内容〕 ①田原町駅周辺整備詳細設計  

②駅周辺案内板設置補助  

     （２）福井鉄道電停上屋整備事業  

〔事業内容〕 木田四ツ辻電停の上屋整備補助金 

 

 

１２ 福井鉄道軌道区間整備事業 (新幹線推進室) ４０５,０００千円 

 

 
    交通結節機能の強化と利用者の利便性向上を図るため、駅前線の西口交通広場への延伸工事

を行います。 

    【事業概要】 

     （１）福井鉄道駅前線整備事業  

〔事業内容〕 駅前線延伸工事補助金 

     （２）福井鉄道仮設電停設置事業  

〔事業内容〕 駅前電車通りでのイベント開催時の仮設電停設置委託 

 

 

１３ 福井駅付近連続立体交差事業(マ) (駅周辺整備課) １００,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  95,000  5,000 

 

円滑な東西交通の確保および東西市街地の一体的な土地利用の促進のため、県が実施する連

続立体交差事業に対し費用の一部を負担します。 

【事業概要】 
 〔事業内容〕 連続立体交差事業にかかる負担金 

〔高架区間〕 えちぜん鉄道勝山永平寺線 延長約 2.3km 

          〃  三国芦原線  延長約 0.7km 

 

 

A○新 E A １４ えちぜん鉄道新駅設置支援事業 (地域交通課) ２１,６６７千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  21,600  67 

 

    鉄道の利便性向上のため、えちぜん鉄道の新駅設置への支援を行います。 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

133,333 177,778   93,889 
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    【事業概要】 

     〔設置場所〕 えちぜん鉄道三国芦原線 福井口駅・西別院駅間 

     〔完成時期〕 平成 27 年 9 月予定 

 

 

１５ 地域コミュニティバス運行支援事業(マ) (地域交通課) １９,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    19,000 

 

    交通空白地域等において地域特性にふさわしい交通サービスの確保を図るために、地域住民

と交通事業者が連携・協力して取り組む地域コミュニティバスの運行への支援を行います。 

    【事業概要】 

     〔対象地域〕 本格運行地域 酒生地域、殿下地域、鷹巣･棗地域 

                   鶉･宮ノ下･大安寺地域 

            試行運行地域 日新地域、岡保地域 

 

 

○新 E A １６ バスロケーションシステム整備支援事業 (地域交通課) ２０,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    20,000 

 

    西口交通広場へのバスターミナル移転にあわせ、民間事業者が整備するバスロケーションシ

ステムへの支援を行います。 

    【事業概要】 

     〔事業主体〕 （株）京福バス 
〔設置場所〕 西口バスターミナル 乗降用バース 6 か所 

            中央大通り     乗降用バース 4 か所 

     〔整備内容〕 接近表示機（液晶モニター、放送設備等）、関連機器・ソフト、設置工事 

     〔完成時期〕 平成 28 年 3 月予定 

      

 

A○拡 E A １７ 北陸新幹線整備事業 (新幹線推進室) １１１,３７２千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 20,872 81,400  9,100 

 
本市の観光、経済、地域の活性化に大きな効果が見込まれる北陸新幹線整備事業に対する費

用の一部を負担するとともに、沿線地域の快適な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～34 年度 

     〔負担割合〕 国：総事業費の 2/3 負担（JR 貸付料控除後） 

            県：総事業費の 1/3 負担（JR 貸付料控除後） 

            市：県が負担する額の 10％負担 

     〔事業対象〕 用地取得、工事費等 

    （２）北陸新幹線関連公共施設等整備事業 

     〔事業内容〕 寄場川改修工事 
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政策２ 暮らしを支える社会基盤の整ったまちをつくる 

 

１８ 道路整備事業 (監理課、道路課) １,７１５,２９２千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

376,680  1,260,300  78,312 

 

安全で快適な生活道路環境を確保し、幹線道路のネットワークを強化するため、道路の整備

を行います。また、全ての人が安心して移動できる歩行空間を確保するため、歩道の段差や傾

斜などの解消を行います。 

【事業概要】 

     （１）地下道冠水対策事業                    1,800 千円 

         地下道排水設備等の更新 

     （２）道路橋りょう改修事業           437,800 千円 

①道路補修事業                    

老朽化した舗装や防護柵等の補修 

②側溝改修事業                    

経年変化により劣化した側溝の敷設 
③避難道路整備事業            
  津波発生時の避難用道路の整備 
④橋りょう補修事業                 

老朽化した橋りょうの補修 
（単位：千円） 

区分 路線名 事業費 

補助 
社線（江守橋） 

44,800 
福井川西線（新明里橋） 

単独 三万谷橋ほか 5,000 

計 49,800 

⑤地中空洞調査事業         

公共施設（道路・公園）内の地中部における空洞調査等 

     （３）道路舗装事業        440,000 千円 

舗装新設、打換工事、舗装復旧等 （西部 1-135 号線ほか） 

（４）歩道整備（バリアフリー）事業 176,700 千円 

                   （単位：千円） 

区分 路線名 事業費 

補助 

北部 2-110 号線 

146,700 

春江森田停車場線 

環状西線（社地区） 

豊島木田線 

環状西線（社南） 

福井駅北通線 

単独 西部 1-267 号線ほか 30,000 

計 176,700 

（５）道路橋りょう改築事業         658,992 千円 

   ①道路改築事業（マ） 629,400 千円 

    幹線道路の新設改良、消雪施設整備、生活道路の拡幅     
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（単位：千円） 

区分 路線名 事業費 

補助 

福井駅北通線（雪寒） 

494,400 

福井清水線（雪寒） 

南部1-835号線外1路線（雪寒） 

松岡菅谷線 

川西国道線 

東部 1-106 号線外（雪寒） 

東部 2-545 号線（雪寒） 

環状西線（雪寒） 

単独 南部 1-514 号線ほか 135,000 

計 629,400 

②過疎対策事業 10,000 千円 

美山地区における消雪設備の整備       

（単位：千円） 

路線名 事業費 

上宇坂大谷線（消雪） 10,000 

③道路交通情勢調査（道路交通センサス）  1,200 千円 

         〔事業内容〕 5 年ごとに全国一斉で行われる将来交通量予測や道路網の見直し 

               を行うための基礎となる調査 
④橋りょう整備事業 18,392 千円 

〔事業内容〕県施工「底喰川」河川改修に伴う橋りょう架替工事委託 

〔橋りょう名〕長左橋（文京 1 丁目地係） 

 
 

○新 E A １９ 西開発周辺道路整備事業 (駅周辺整備課) ３１３,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

168,850  125,600  18,550 

 

    えちぜん鉄道高架化事業にあわせ、西開発地区から中心市街地への自動車交通の円滑化を図

るため、都市計画道路を整備します。 

    【事業概要】 

     〔施行区間〕  都市計画道路志比口開発線 

〔延長・幅員〕 Ｌ＝810ｍ、Ｗ＝12ｍ 

〔施行期間〕  平成 27 年度～32 年度（予定） 

 
 
A○新 E A ２０ 道路施設点検事業 (道路課) ４１,０００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

22,550    18,450 

 

橋りょうの安全性を確保するため、道路法改正により国土交通省令で定められた近接目視に

よる橋りょうの点検を行います。 

    【事業概要】 

      （１）橋りょう点検  206 橋               

      （２）長寿命化修繕計画見直し         

 
 

 - 18 - 



２１ 道路案内標識・道路照明改修事業 (監理課) ２７,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

14,850  10,900  1,250 

 

安全かつ円滑な道路交通の確保を図り、通行者等の事故を未然に防止するため、市道に設置

されている老朽化した道路案内標識などの道路付属物の更新を行います。 

    【事業概要】             （単位：千円） 

内 容 箇所 事業費 

高さ制限表示標識 2 4,000 

道路照明施設（橋りょう部） 18 基 23,000 

計 27,000 

 
 

２２ 河川・水路整備事業 (河川課) ２８７,８００千円 
財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

41,200 24,000 171,700  50,900 

   

    市民生活の治水安全度を高め、被害の少ない快適な都市環境を形成するため、河川と水路等

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 163,800 千円 

（２）馬渡川整備事業(マ) 72,200 千円 

   市街地を貫流する馬渡川の河川改修を進め、流域内の浸水被害を防止 

（３）底喰川整備事業(マ) 51,800 千円 

   底喰川流域の市街化の進展に対応して河川改修・遊水地整備を行い、治水安全度を

向上させ、流域内の浸水被害を防止 

 

 

２３ 河川浸水対策事業(マ) (河川課) １９８,７００千円 
財源

内訳 

国  市債  一般財源 

90,720  97,100  10,880 

 

    頻繁に浸水する区域の被害軽減を図るため、水路の新設や調整池の整備を行います。 

    【事業概要】 

     （１）浸水対策事業          49,700 千円 

〔事業内容〕         （単位：千円） 

区分 箇所名 事業費 

単独 

経田排水 7 号 

19,000 底喰川遊水地舗装 

板垣川 

補助 板垣川 30,700 

計 49,700 

     （２）開発川流域浸水対策事業    149,000 千円 

〔事業内容〕 調整池（掘込式）掘削工事、護岸工事  

            詳細設計（導水路・機械設備）等 

     〔地  係〕 町屋 1 丁目（市車両基地内） 
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２４ 市内公園施設リニューアル事業 (公園課) ４６,３１２千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

19,000  20,700  6,612 

    誰もが安全で安心して利用できる公園を提供するため、老朽化した公園施設をリニューアル

します。 
    【事業概要】 
     （１）西部緑道内の橋梁改築および園路舗装更新 

（２）足羽山公園内の園路舗装更新および橋梁改築 
（３）市内公園の長寿命化計画の策定 

 

 

２５ 総合運動公園整備事業(マ) (公園課) ５７,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

27,900  25,900  3,200 

 
    総合運動公園の施設整備等を行います。 
    【事業概要】 
     〔内  容〕 多目的広場整備、電気設備整備、公園関連標識等整備 
     〔事業期間〕 平成 7 年度～27 年度 
      

 
２６ 木造住宅耐震改修促進事業(マ) (建築指導課) １６,６００千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

8,300 4,150   4,150 

   

    耐震診断で耐震性が劣ると判断された木造住宅について、改修工事に要する費用の一部を補

助します。 

    【事業概要】 

〔補 助 額〕 全体改修：耐震改修工事に要する費用の 23％に 30 万円を加算した額 

            （上限 110 万円） 

       部分改修：耐震改修工事に要する費用の 23％（上限 30 万円） 

 

 

２７ まちなか住まい支援事業 (住宅政策課) ２０,１８２千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

9,980    10,202 

 

    まちなか地区への居住の誘導を図るため、二世帯型戸建て住宅の建設に対する補助や、若

年・子育て世帯への家賃補助等を行います。 

    【事業概要】 

〔事業内容〕                     （単位：千円） 

 補助メニュー 事業費 
 ① 二世帯型戸建て住宅建設補助 

15,010 

 ② 共同建て住宅建設補助 

 ③ 戸建て住宅リフォーム補助 

 ④ 共同住宅リフォーム補助 

 ⑤ 小規模集合住宅建設補助 

 ⑥ 職住近接住宅リフォーム補助 

 ⑦ 若年世帯・子育て世帯家賃補助 4,950 

 ⑧ まちなか住まいアドバイザー派遣等 222 
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２８ 東安居団地Ｃ棟整備事業(マ) (住宅政策課) １,０５５,７１８千円 

財源

内訳 

国  市債 その他 一般財源 

470,107  459,400 18,473 107,738 

 

    安全で安心な住環境を提供するため、老朽化した東安居団地Ｃ棟の建て替えを行います。 

    【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 8 階建て 

 〔戸   数〕 72 戸 

        （平成 26～27 年度の継続費設定）〈1,250,000 千円〉 

 

 

 ２９ 市営住宅長寿命化事業(マ) (住宅政策課) ８０,３８０千円 

財源

内訳 

国  市債 使用料  

50,250  25,500 4,630  

 

    市営住宅へのエレベーターの設置や劣化対策等の改修を行います。 

    【事業概要】 

 （１）エレベーター設置（社団地）   1 基 

 （２）屋上防水断熱化工事（社団地）  1 棟 

（３）耐震補強工事（社団地）     1 棟 

 

 

 ３０ 空き家対策事業 (危機管理室、住宅政策課) ４,７００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

250    4,450 

 

    増加する空き家を適正に管理するため、空き家等の撤去やリフォームに対する支援を行いま

す。 

    【事業概要】 

     （１）空き家対策事業  

      老朽危険化した空き家について、必要な指導・勧告を行い、危険度の高い空き家につい 

     ては撤去費用を補助します。 

      ・延床面積 1 ㎡あたり 5,000 円（補助限度 500 千円） 

     （２）空き家ストック循環利用促進事業  

      空き家の循環利用を促進するため、住宅リフォームに対して支援を行います。 

      ・住宅リフォームに要する経費の 1/5（補助限度 100 千円） 

 

 

３１ 土地区画整理事業 (区画整理課) ９３１,０４４千円 

財源

内訳 

国  市債 財産収入等 一般財源 

189,880  271,100 439,915 30,149 

 

    良好な市街地の形成を図る土地区画整理事業を推進し、道路、公園、広場などの公共空間に

恵まれた、安全で快適な利便性の高い居住空間を創出します。 

    【事業概要】 

     （１）市場周辺土地区画整理事業 47,133 千円 

〔施行面積〕 191.9ｈａ 

     （２）森田北東部土地区画整理事業 883,911 千円 

〔施行面積〕 240.4ｈａ 
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政策３ 生活排水による水質汚濁負荷の少ないまちをつくる 

 

３２ 下水道整備事業 (下水管理課)         ４,３２４,２９５千円 

財源

内訳 

国 県 企業債 その他 一般財源 

1,152,690 9,242 2,443,600 566,721 152,042 

 

    効率的な排水処理を進め、水質汚濁による環境負荷を軽減するため、公共下水道施設の整備

普及を図ります。 

    【事業概要】 

   （１）普及率          84.6％   

   （２）処理人口     225,896 人   

   （３）年間処理水量  62,220,000 ㎥   

   （４）一日平均処理水量 170,000 ㎥   

     〔事業内容〕 

    ① 森田、六条、麻生津地区等の管渠整備 

   ② 幾久浸水対策工事等の雨水対策事業 

    ③ 管渠、ポンプ場および浄化センターの改築更新工事 

     〔経費内訳〕 

管渠建設費     3,402,031 千円 

流域下水道建設費    26,018 千円 

改良工事費      887,459 千円 

器具備品費       8,787 千円 

  計       4,324,295 千円 

 
 

３３ 浄化槽設置補助事業 (下水管理課) ６０,１７９千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

13,200 8,820   38,159 

 

    浄化槽は、生活排水を効率的に処理し、地域の水質汚濁を防止する有効な手段の一つである

ため、設置に要する費用を補助し、普及促進を図ります。 

    【事業概要】 

〔補助対象者〕 合併浄化槽区域（公共下水道区域、集落排水施設等区域、福井市特定地

域生活排水処理施設設置区域、その他集合処理施設区域以外の区域）に

おいて浄化槽を設置する者 

〔補 助 率〕 国  設置基準額の 2/10(設置基準額×4/10×1/2） 

 (低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業) 

 県  設置基準額の 4/30(設置基準額×4/10×1/3） 

 市  設置基準額の 17/30(設置基準額×(4/10×1/6＋5/10)) 

〔到 達 目 標〕 平成 32 年度までに対象区域における浄化槽普及率 100％ 

〔対 象 基 数〕 設置申請基数見込 60 基 
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政策４ 環境にやさしい都市ガスを安全に安定供給するまちをつくる 

 

３４ 都市ガス需要開発事業 (企業局) １２９,１１８千円 
財源

内訳 
   その他 自己財源 

   90,439 38,679 

 
    環境にやさしい都市ガスの積極的なＰＲ、ガス機器の利便性・安全性の周知およびガス暖房

機器レンタル促進事業により、ガス需要の拡大を図ります。 
    【事業概要】 
     （１）テレビ等のメディアを活用したガスのイメージアップＰＲ 

（２）ガス展やガス機器の特販セールの開催を通してガスの利便性・安全性を周知 
（３）ガス暖房機器レンタルの促進 
（４）ガス事業者やサブユーザーと連携した新たな需要の開発と広報活動の展開 

     （５）ガス利用機器導入に対する助成 
     （６）市有施設のガス空調機器整備 
 

 

３５ 都市ガス整備事業 (企業局) ４４４,１０９千円 
財源

内訳 

  企業債 その他 自己財源 

  420,000 7,007 17,102 

 

    耐震化事業として、経年管の布設替えや導管網の整備・改善を効率的かつ計画的に進め、ガ

スの安定供給と保安の確保に努めます。 

    【事業概要】 

 （１）供給戸数 24,427 戸  

 （２）年間供給量 18,935,000 ㎥  

（３）１日平均供給量  51,735 ㎥  
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政策５ 安全でおいしい水を安定供給するまちをつくる 

 
３６ 上水道整備事業 (企業局) ２,５０８,９６７千円 

財源

内訳 

国  企業債 その他 自己財源 

10,800  1,200,000 414,025 884,142 

 
    福井市水道ビジョンの基本理念「信頼に応える水づくり」に基づき、いつでもおいしい水を

安定供給するため、基幹的な給配水施設の整備・耐震化を進めます。 

    【事業概要】 

 （１）給水栓数     102,943 栓  

 （２）年間配水量  34,175,000 ㎥  

 （３）１日平均配水量   93,374 ㎥  

 

 

○拡 E A ３７ 簡易水道整備事業 (簡易水道課) １７８,０００千円 
財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  154,500 5,761 17,739 

 

    水道未普及地区の整備および簡易水道の施設統合を行い、安定した飲料水の供給を図ります。

また、水質の向上を図るため、浄水施設を整備します。 

    【事業概要】 

（１）上宇坂第二地区簡易水道建設事業  

〔整備地区〕 上宇坂第二地区（品ケ瀬町、朝谷町、椙谷町、美山町、境寺町） 

〔事業内容〕 配水管布設工事、舗装復旧工事ほか 

（２）浜北山地区浄水施設整備事業      

〔整備地区〕 浜北山町 

〔事業内容〕 浄水場・配水池造成工事 
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基本目標２ みんなでつくる住みよいまち 
 

政策６ ともに責任を担う協働のまちをつくる 

 
３８ 地域の誇り推進事業(マ) (まちづくり・国際課） ５１,１２９千円 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  2,300 44,725 4,104 

 

    連携・協働のまちづくりを推進するとともに、地域の課題解決や活性化につなげる力「住民

自治力」の向上を図るため、地区住民が主体的に実施する、地域の特色と知恵を活かしたまち

づくり活動を支援します。 

    【事業概要】 

（１）まちづくり推進助成事業         

プラン 対 象 内  容 助 成 額 

地区基本 
まちづくり組織 

（1地区 1組織） 

①地域の魅力を活かしたまち

づくり事業 

（歴史・文化・自然・環境・

特産品など） 

②市外まちづくり団体や地域

住民との交流・情報発信事

業 

③ＮＰＯや学生と協働提案す

るまちづくり事業 

1,100 千円未満の補

助対象経費の 2/3 

上限   700 千円 

1,600 千円未満の補

助対象経費の 2/3 

上限 1,000 千円 

1,600 千円以上の補

助対象経費の 2/3 

上限 1,400 千円 

地区連携 

2 地区以上で構

成するまちづく

り連携組織 

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 2/3 

上限  

1 事業につき 

 200 千円×地区数 

 

（２）まちづくり活性化支援事業        

①まちづくり研究会議およびまちづくり座談会    

  新しいまちづくり制度構築に向けて意見集約のための場として、まちづくり

組織の代表者が一同に会してワークショップ形式で話し合う「研究会議」と、

地区ブロックごとに集まり個別具体的な議論を深める「座談会」の開設 

②まちづくり成果発表会           

  講演会や地区の活動発表を通して、1 年間のまちづくり活動の成果を測る成

果発表会の開催 
③まちづくりお助け隊活用事業         
  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、要望に応じて依頼地区に派遣 
         ④まちづくり講習会              
           若者の参画を促すまちづくりの方法、イベント実施の手順など、まちづくり

に関するスキルアップをめざす講習会の開催 
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○新 E A ３９ 総合ボランティアセンター整備事業(マ)  (男女参画・市民協働推進室）    

２０,５００千円 
財源

内訳 

国   その他 一般財源 

3,000   167 17,333 

 

    平成 28 年度の総合ボランティアセンター開設に向け、必要な設備や備品等を整備します。 

また、災害ボランティアに対する訓練等を実施し、支援体制を強化します。 

    【事業概要】 

〔事業内容〕 

（１）ボランティアコーディネーターのための研修    

      （２）ボランティア総合情報提供システムの運営     

      （３）総合ボランティアセンターの施設整備      

（４）災害ボランティアセンター連絡会の運営       

     〔設置場所〕 

 西口再開発ビル 4 階 

 

 
４０ 市民協働推進事業 (男女参画・市民協働推進室） １,９６２千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,962 

 

    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

を進めます。 

    【事業概要】 

（１）市民協働推進委員会の運営              

     市民協働推進委員会の開催、助成金審査、協働に向けたミーティング事業の協議 

     （２）協働に向けたミーティング事業の実施      

行政と市民団体が企画段階から協議する場の設定、ミーティング事業の実施 

 

 
A○拡 E A ４１ 地域おこし協力隊事業 (行政管理室) ４,７００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 627   4,073 

 
    都市部の若者を公募により地域おこし協力隊員として委嘱し、中山間地域におけるまちづく

りの活性化や定住促進を図ります。 
    【事業概要】 

〔実施地区〕 越廼地区（平成 26 年 10 月～ ） 
       殿下地区（平成 27 年 10 月～ ） 

 〔活動内容〕  
  （１）地区コミュニティの維持活性化に係る支援 

（２）地区の事業などに係る支援 
（３）移住促進に係る支援 
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政策７ 誰もが尊重される住みよいまちをつくる 

 

A○拡 E A ４２ 国際化推進事業(マ) (まちづくり・国際課) ２５,７２７千円 
財源

内訳 

   その他  

   25,727  

   

    市民の国際感覚の醸成を促進するため、姉妹友好都市との相互交流事業を実施し、多様な文

化にふれあう機会を提供します。 

    【事業概要】 

 （１）ジュニア大使の派遣・受入の実施（海外姉妹友好都市） 

 （２）姉妹都市行政視察団受入事業 

 （３）福井市国際文化交流大使の活用  

（小学校 3、4 年生の国際理解教育、里親プログラム、情報発信等） 

 （４）姉妹友好都市等の人材活用（水原市行政職員受入） 

 

 

４３ 地域内共同参画推進事業 (男女参画・市民協働推進室)        １,９１７千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,917 

 

    公民館地区ごとに男女共同参画推進員を委嘱し、地域住民と連携しながら、男女共同参画社

会の実現に向けた意識啓発活動を行います。 

【事業概要】 

（１） 男女共同参画推進員活動助成、男女共同参画推進員研修会開催等   

（２） 公民館ブロック単位での事業活動助成         

 

 

４４ 消費者教育・啓発事業 (まちづくり・国際課) ４,８０１千円 
財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 3,150  178 1,473 

 

    自立した消費者の育成を図るため、消費生活問題の情報をわかりやすく発信します。 
    【事業概要】 

     （１）消費者行政活性化事業  

        ①寸劇を利用した消費者への啓発 

        ②消費者の知識向上のための講演会開催 

        ③消費者被害を未然に防ぐための啓発活動 

     （２）消費者啓発事業     

         消費者にさまざまな消費生活の情報を提供し、自立した消費者の育成を図るため、

街頭啓発や「福井市消費者まつり」を開催 

     （３）消費者教育事業       

         金融をはじめ消費生活に関する教室や子ども向けの消費者教室の開催 
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政策８ 環境にやさしい持続可能なまちをつくる 

 

４５ 自然活動促進補助事業 (環境課） １,７００千円 
財源

内訳 

    一般財源 

    1,700 

     
福井の自然環境を未来へ引き継ぐため、自然の保護・再生に関する活動や自然エネルギーを

活用した活動等を行う環境活動団体を支援します。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕自然の保護・再生や自然エネルギーを活用した活動等に対する助成 

     〔補助金額〕 

活動フィールド 補助金額 

足羽山他 13 地点 補助対象経費の 2／3（上限 20 万円） 

その他の地点 補助対象経費の 2／3（上限 15 万円） 

 

 

A○新 E A ４６ 環境基本計画改定事業 (環境課） ８００千円 
財源

内訳 

    一般財源 

    800 

     
最近の環境情勢の変化や施策の進捗状況等を踏まえ、「環境にやさしい持続可能なまち・ふく

い」の実現に向けて、環境基本計画を改定します。 

    【事業概要】 

     〔計画期間〕平成 28 年度～32 年度  

〔作業概要〕計画改定案の検討、パブリックコメントの実施、計画書の作成 

 

 

A○拡 E A ４７ 新エネ・省エネで快適くらし支援事業 (環境課） ６,２４０千円 
財源

内訳 

   その他 一般財源 

   2,391 3,849 

     
低炭素型社会への転換を進めるため、住宅等における新エネルギーの有効活用や省エネルギ

ー・省資源への取組を支援します。 
    【事業概要】 

     〔補助対象〕①ＨＥＭＳの設置（ヘムス：ホームエネルギーマネジメントシステム） 

           ②雨水タンクの設置 

           ③太陽光発電設備または太陽熱温水器設備の設置 

           ④建築物の屋上や壁面、駐車場の緑化または遮熱塗装 

     〔補助金額〕 

補助対象設備 補助金額 

ＨＥＭＳ（ヘムス） 補助対象経費の 1/2 （上限 4 万円 ） 

雨水タンク 補助対象経費の 1/2 （上限 3 万円 ） 

太陽光発電設備 1kW 当たり 8 千円   （上限 3 万 2 千円） 

太陽熱温水器 補助対象経費の 1/5 （上限 2 万円 ）  

緑化 補助対象経費の 1/2 （上限 50 万円） ※ 

遮熱塗装 補助対象経費の 1/5  (上限 20 万円) ※ 

  ※１㎡あたりの上限額あり 
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４８ 環境推進会議推進事業 (環境課） ４,７７８千円 
財源

内訳 

   その他 一般財源 

   1,540 3,238 

    
 「環境にやさしい持続可能なまち・ふくい」の実現に向け、自然環境保全やエネルギー・資

源、環境教育に関する事業を実施します。 
    【事業概要】 

（１）環境推進会議の開催運営                   

    事業の企画や予算について審議するため、理事会や各部会を開催 

（２）足羽三山の自然保護・再生事業                 

    市中心部に残された貴重な自然であり、多くの市民に親しまれている足羽三山を

後世に残していくため、植生変化を調査 

（３）低炭素まちづくり事業（緑 de 憩いスペース設置事業）      

    まちなかにおける緑や憩いのスペースの創出として「緑の BIG カーテン」のほか

西武福井店屋上に「緑のトンネル」を設置 

    また屋上緑化や雨水タンクをモデル展示し、住宅における環境に配慮した設備の

ＰＲと市の補助事業を周知 

（４）ふくい環境フェアの開催                  

    福井市の環境活動の取り組みや環境問題等についてわかりやすく市民に啓発す

るためのイベントを開催 

（５）環境教育および啓発                    

    環境に関する学習の機会として、「（仮称）環境セミナー」や、より専門的な知識

向上を図る学級制の「（仮称）市民環境大学」の開催 
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政策９ すべての市民が健康で生きがいをもち長生きできるまちをつくる 

 
A○新 E A ４９ 子ども・子育て支援事業 (子育て支援室) ６,１７６,９４２千円 

財源

内訳 

国 県  その他 一般財源 

1,808,000 1,207,221  1,114,230 2,047,491 

 

    子ども・子育て支援新制度の施行を受け、保育園事業や一時預かり事業を適切に実施するこ

とで、安心して子育てできる環境を整えます。 

【事業概要】 

（１）私立保育所委託事業         3,571,000 千円 

          改正児童福祉法第 24 条に基づき、私立保育園で保育を実施 

      （２）私立教育・保育施設給付事業     1,792,000 千円 

          私立の認定こども園および新制度に移行した私立幼稚園に運営費を支給 

    （３）私立教育・保育施設運営費補助事業   633,000 千円 

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

の充実に要する経費を補助 

        〔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             70,000 千円 

          保育施設で実施していた一時預かりと、教育施設で実施していた預かり保育を 

統合した新たな一時預かり事業を実施 

        〔事業対象〕私立保育園 

              私立認定こども園 

私立幼稚園 

      （５）すみずみ子育てサポート事業       55,000 千円 

就職活動や疾病および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への支援 

        〔事業内容〕一時的保育、保育園等への送迎、家事代行などの支援 

        〔支援施設〕市内 11 施設（新規 2 施設） 

              （ひだまりの家、の～び・のび、ハーツキッズ等） 

      （６）乳幼児健康支援デイサービス事業       55,942 千円 

病気回復期および病気回復に至らない児童を有し、就労等により家庭での養育

を行うことが一時的に困難となった保護者への支援 

        〔事業内容〕医療施設内での一時的保育（病児保育、病後児保育） 

        〔実施施設〕福井愛育病院・愛育ちびっこハウス 

              大滝病院・病児保育園 

福井県済生会乳児院 

福井総合クリニック 

              

 

○拡 E A ５０ ３人っ子世帯保育料等無料化事業 (子育て支援室)  

3 人以上の子どものいる世帯の経済的負担を軽減するため、保育料等の無料化を拡大します。 

 〔対  象〕 ①公私立保育園・幼稚園等の保育料 

            ②一時預かり事業の利用料 

            ③すみずみ子育てサポート事業の利用料 

            ④乳幼児健康支援デイサービス事業の利用料 

     〔拡大内容〕 ・3 人っ子世帯の保育料無料化の対象年齢を就学前まで拡大 

            ・保育料無料化の対象を幼稚園にも拡大 

 - 30 - 



            ・3 人っ子世帯の一時預かり利用料等を就学前まで１人分無料化 

 

 

A○拡 E A ５１ 地域子育て支援拠点事業 (子育て支援室) ５０,０６６千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

20,601 20,601   8,864 

 

    子育て中の親の孤独感や不安感を緩和するため、地域子育て支援拠点を設置します。 

【事業概要】 

     〔事業内容〕 （１）子育て親子の交流の場の提供 

（２）子育て等に関する相談、援助の実施 

（３）子育ておよび子育て支援に関する講習会等の開催 

     〔支援施設〕 市内 12 施設（新規 1 施設） 

            （あ・の・ね、赤とんぼ、ハーツキッズ、ぱんだルーム等） 

 

 

A○新 E A ５２ 公立認定こども園化事業 (子育て支援室) ８６,５００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  59,200  27,300 
 

    平成 28 年度の公立認定こども園開設に向け、六条保育園および文殊保育園の改修工事を行い

ます。 

【事業概要】 

      〔事業内容〕新たな保育室確保のための内装改修、屋上防水、外壁補修・塗装等 

 

 

５３ 私立保育所等施設整備補助事業(マ)  (子育て支援室) ２９７,６６５千円 
財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 198,443 79,300  19,922 

                            

老朽化等により保育環境の改善が必要な私立保育園の改築に対して支援します。 

    【事業概要】 

     〔対象施設〕私立保育園  4 か所 

 

 

５４ 保育園耐震補強・改修事業(マ)  (子育て支援室) ３５,５００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

3,333  26,300  5,867 

 

    安全な保育環境の確保のため、保育園の耐震補強・改修工事を行います。 

【事業概要】 

     〔対象施設〕御幸保育園 

〔事業内容〕耐震補強工事 

            内部改修工事 

           外部改修工事 

 

 

A○新 E A ５５ 西口一時預かり施設運営事業 (子育て支援室) ２,４００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    2,400 
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    西口再開発ビルに子ども一時預かり所の整備を行います。 

【事業概要】 

     〔施設規模〕約 150 ㎡ 保育室、ほふく室、事務室 

     〔定  員〕20 人 

      

 
５６ 子ども医療費助成事業(マ) (子ども福祉課) ７７５,０００千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 291,687  89 483,224 

 
    中学 3 年生までの子どもの医療費を助成し、安心して子どもを産み育てられる環境の充実

を図ります。 

    【事業概要】 

     （１）対象者 

         0 歳から小学 3 年生までの子ども（県補助事業） 

         小学 4 年生から中学 3 年生までの子ども（市単独事業） 

     （２）助成額 

         保護者が負担した就学前の子どもの医療費の全額を助成 

         ただし、小中学生には、１医療機関（科）ごとに、 

         入院 500 円×日数（上限 4,000 円/月）、通院 500 円/月の自己負担あり 

 

 

５７ 私立幼稚園就園奨励支援事業 (学校教育課) １４２,０００千円 

 

 

     子育て世帯の負担軽減を図るため、私立幼稚園の保育料を補助します。 

【事業概要】 

〔事業目的〕 家庭の所得状況に応じて保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、 

       公・私立幼稚園間の保護者負担の軽減を図る。 

〔事業内容〕 私立幼稚園保育料の補助      
〔補助対象〕 私立幼稚園に在園する園児の保護者 

 

 

５８ 健康診査・がん検診事業 (保健センター) ２６６,３５５千円 

財源

内訳 

国 県  その他 一般財源 

12,744 31,020  67,329 155,262 

 

    疾病の早期発見と早期治療を図るとともに、自主的な健康づくりを支援するため、健康診査

やがん検診などを実施します。 

    【事業概要】 

     （１）健康診査（39 歳以下、後期高齢者、生活保護受給者） 

     （２）肝炎ウィルス検診 

     （３）骨粗鬆症検診 

     （４）歯周疾患検診 

     （５）がん検診(マ) 

         胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、子宮頸がん、乳がん   

 

 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 31,275   110,725 
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  ５９ 国民健康保険事業 (保険年金課) ２９,０９８,０００千円 

財源

内訳 

国 県 国保税 その他 一般財源 

5,827,153 1,171,685 5,858,556 14,122,021 2,118,585 

 

    国民健康保険被保険者の疾病、負傷、出産などに関して必要な保険給付を行います。特に

被保険者の疾病の早期発見と早期治療を図るため、特定健診や人間ドックの受診費用の助成

を行います。 

    【事業概要】 

〔保健事業〕 

（１）人間ドック       受診見込者数 1,400 人 

    （２）脳ドック        受診見込者数  160 人 

       （３）特定健診・特定保健指導 受診見込者数 11,000 人 

 

 

A○新 E A ６０ 生活困窮者自立支援事業 (地域福祉課) １２,８１７千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

8,979    3,838 

 
     平成 27 年 4 月 1 日施行の生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者の相談窓口を設置

するとともに住居の確保や学習等、包括的・継続的な支援を行います。 

    【事業概要】 

     （１）自立相談支援       

就労その他自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成等 

     （２）住居確保給付金の給付   

離職により住宅を喪失または喪失の恐れのある生活困窮者に対して、家賃相当

分を支給 

     （３）就労準備支援 

         直ちに就労できない者への日常および社会的自立への支援 

（４）一時生活支援        

    住居のない生活困窮者に対し、自立への支援として一定期間宿泊場所等の提供 

     （５）学習支援         

生活困窮者および生活保護受給世帯の小中学生を対象に、学習支援のための教

室を開催 

      

   

６１ 臨時給付金事業 (地域福祉課、子ども福祉課) ４８０,０００千円 

財源

内訳 

国     

480,000     

 
     消費税率引上げによる影響を緩和するため、臨時給付金を支給します。 

    【事業概要】 

     （１）臨時福祉給付金の給付         

        〔制度概要〕①支給対象者  平成 27 年 1 月 1 日現在の住民基本台帳登録者で、

27 年度分市町村民税（均等割）が課税されない人 

                     ※市町村民税（均等割）が課税されている者の扶養

親族等、生活保護制度の被保護者は除く。 

               ②給付額    支給対象者１人につき 6,000 円 

               ③支給対象者数 約 47,000 人 
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（２）子育て世帯臨時特例給付金の給付    

           〔制度概要〕①支給対象者 平成 27 年 6 月分の児童手当（特別給付を除く）の

受給者 

               ②給付額   支給対象児童 1 人につき 3,000 円 

               ③支給対象児童数 約 31,500 人 

 

 

   ６２ 障害福祉サービス事業 (障害福祉課) ４,７００,０００千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

2,350,000 1,175,000   1,175,000 

 
    障がい児・障がい者の日常生活や社会生活を支援するため、児童福祉法および障害者総

合支援法に基づく障害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 

     〔月平均利用者数〕3,086 人（平成 27 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 

（２）通所系サービス：日中の生活介護や就労の訓練等 

（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 

（４）児童通所系サービス：障がい児を対象とした通所等 

（５）相談支援サービス：障害福祉サービス利用等に対する相談支援 

 

 

A○新 E A ６３ 障がい者就労促進事業 (障害福祉課) ３,３５２千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

1,676 838   838 

 
    障がい者の自立を支援するため、障害者就労施設を利用している障がい者の一般企業への

就労を促進します。 

    【事業概要】 

     〔対 象 者〕障害者就労施設等を利用する障がい者および障がい者求人（雇用）企業 

〔事業所および対象者数〕福祉就労事業所 65 事業所、利用者約 900 人（平成 27 年度見込） 

     〔事業内容〕 

（１）障害者就労施設等を利用する障がい者から一般企業への就労可能者の掘り起こし 

（２）就職に向けた障がい者と雇用企業間の調整および支援 

（３）就職後の定着のための支援 

（４）一般企業就労促進のための研修会および情報交換会の開催 

 

 

 

A○拡 E A ６４ 福祉タクシー利用助成事業 (障害福祉課) ２４,５００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    24,500 

 
    在宅の重度障がい者が通院や社会活動等に外出する機会を増やすため、タクシー利用に対

する助成を拡充します。 

    【事業概要】 

     〔対 象 者〕在宅の重度障がい者 

     〔対象者数〕2,814 人（平成 27 年度見込） 

 - 34 - 



     〔助成内容〕タクシー初乗り料金の助成 

           年間乗車券交付枚数：最大 36 枚 

 

 

 

  ６５ 重度障害者（児）医療費助成事業 (障害福祉課) １,１１２,１３０千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 529,773   582,357 

 
    重度障がい者の健康維持と経済的負担を軽減するため、保険診療医療費の自己負担額に対

し助成します。 

    【事業概要】 

     〔対 象 者〕重度障がい者 

     〔対象者数〕9,261 人（平成 27 年度見込） 

 

 

 
A○新 E A ６６ 見守りネットワーク構築事業 (長寿福祉課) ４,０００千円 

財源

内訳 

   その他  

   4,000  

 

    水道・ガス・電気の検針員や新聞、郵便配達員といった各戸訪問の事業者等と連携し、高齢

者と子どもを重層的に見守るネットワークを構築します。 

【事業概要】 

      （１）見守り支援活動             

          見守りネットワーク関係機関連絡会の開催 

          関係団体、協力事業者への見守り手帳、見守りシート・バッジの配付 

         〔見守り対象〕65 歳以上高齢者と子ども 

      （２）認知症徘徊行方不明者の早期発見体制の整備   

          認知症徘徊高齢者登録者へのステッカーの配付 

 

 

 
  ６７ 介護保険事業 (介護保険課) ２３,２０１,０００千円 

財源

内訳 

国 県 介護保険料 その他 一般財源 

5,276,211 3,281,082 5,066,025 6,272,071 3,305,611 

 

    介護保険事業を適正に運営するため、第 6 期(平成 27 年度～29 年度)第 1 号被保険者保険

料の基準額を改定します。保険料率の設定にあたっては、公費による低所得者への軽減を強

化します。 

    【事業概要】 

     〔介護保険料改定の内容〕 

 基準額  月額 6,100 円 

 現行第 1 段階と現行第 2 段階を統合（保険料段階 13 段階→12 段階） 

 低所得者の保険料を軽減 
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〔介護保険料の段階〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：第 5 期 第 1～3 段階   第 6 期 第 1・2 段階 

※2：第 5 期 第 5 段階     第 6 期 第 4 段階 

      
 

６８ 地域介護福祉空間整備等補助事業 (介護保険課) ５０６,８６３千円 
財源

内訳 

国 県    

63,021 443,842    

 
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を整備します。ま

た、介護サービス事業所の防火・耐震対策のため、スプリンクラーの設備など防災改修の経費

を助成します。 
    【整備概要】 
      （１）地域密着型サービス事業所等整備          

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 
②複合型サービス事業所 
③認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム） 
④認知症対応型通所介護事業所 
⑤地域密着型介護老人福祉施設 
⑥地域包括支援センター 

（２）既設施設のスプリンクラー等整備          
①スプリンクラー設置 
②火災報知・通報装置の連動化工事 

（３）認知症高齢者グループホーム等防災改修       
①認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム） 
②小規模多機能型居宅介護事業所 
 
 

対 象 者 

第 5 期（平成 24～26 年度） 第 6 期（平成 27～29 年度）（改正案） 
5 期→6 期 

増額 

段階 保険料率 月額（円） 段階 保険料率 月額（円） （円） 

本

人

市

民

税

非

課

税 

世

帯

非

課

税 

生活保護者・ 

老齢福祉年金受給者 
第 1 段階 ×0.35 1,950 

第 1 段階 ×0.3 1,830 ▲120 
本人の課税年金収入額＋ 

合計所得金額≦８０万円 
第 2 段階 ×0.35 1,950 

本人の課税年金収入額＋ 

合計所得金額≦１２０万円 
第 3 段階 ×0.65 3,610 第 2 段階 ×0.65 3,965 355 

上記の段階（※1）該当者 

以外（＞１２０万円） 
第 4 段階 ×0.7 3,890 第 3 段階 ×0.7 4,270 380 

世

帯

課

税 

本人の課税年金収入額＋

合計所得金額≦８０万円 
第 5 段階 ×0.85 4,730 第 4 段階 ×0.85 5,185 455 

上記の段階（※2）該当者 

以外（＞８０万円） 
第 6 段階 基準額 5,560 第 5 段階 基準額 6,100 540 

本

人

市

民

税

課

税 

合

計

所

得

金

額 

１２５万円未満 第 7 段階 ×1.15 6,390 第 6 段階 ×1.15 7,015 625 

２００万円未満 第 8 段階 ×1.25 6,950 第 7 段階 ×1.25 7,625 675 

３００万円未満 第 9 段階 ×1.5 8,340 第 8 段階 ×1.5 9,150 810 

５００万円未満 第 10 段階 ×1.55 8,620 第 9 段階 ×1.55 9,455 835 

７００万円未満 第 11 段階 ×1.75 9,730 第 10 段階 ×1.75 10,675 945 

９００万円未満 第 12 段階 ×1.85 10,290 第 11 段階 ×1.85 11,285 995 

９００万円以上 第 13 段階 ×2.0 11,120 第 12 段階 ×2.0 12,200 1,080 
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６９ 在宅医療・介護連携推進事業 (介護保険課) １,９９１千円 
財源

内訳 

 県    

 1,991    

 
    要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療、

介護分野等の関係者の連携を強化します。 
    【事業概要】 

（１）福井市在宅医療・介護連携検討協議会の開催 
（２）関係機関を対象にした研修会等の開催 
（３）地域住民を対象にした講習会の開催 
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政策 10 事故・災害などに強い安全・安心なまちをつくる 

 

７０ 仮称「東分署」・地域ふれあい広場整備事業 (消防総務課) １８８,０００千円 
財源

内訳 

  市債  一般財源 

  168,100  19,900 

  

    中央卸売市場北側に、新たに消防分署を整備します。 

    【事業概要】 

     〔全体整備内容〕 

         ①消防分署       鉄骨造 2 階建 

         ②地域ふれあい広場   ヘリポート、防災倉庫 他 

     〔事業内容〕 

          消防分署建設工事       

 
 

７１ 消防車両整備事業 (救急救助課） ９８,８１０千円 
財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 49,000 46,100  3,710 

 

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

な消防活動を行うため、消防車両を整備します。 

    【事業概要】 

     〔整備内容〕 ①消防ポンプ自動車      1 台 

            ②高規格救急車        1 台 

            ③軽デッキバン消防車     10 台 

 
 

７２ 消防救急デジタル無線整備事業(マ) (管制課）     ９２０,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  918,200  1,800 

 

    電波法関係審査基準の改正に伴い、現在、災害現場で使用している消防救急アナログ無線を

デジタル方式へ移行整備します。 

    【事業概要】 

     〔整備基地局〕 福井市消防局、国見岳中継局、臨海中継局、越廼中継局、美山中継局 

             大平山中継局、剣ヶ岳中継局、中手中継局、千合中継局 

     ［整備内容］  ①消防救急デジタル無線基地局整備工事       

              （平成 26 年度～27 年度の継続費設定） 〈840,000 千円〉  

             ②車載無線機、消防団車両用受令機購入       

 ③消防指令システム、多重無線基地局間改修委託   

 

 
７３ 消防団地区分団詰所整備事業(マ) (消防総務課) ３１,５００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  28,300  3,200 

  

    市民が安全かつ安心に暮らすことができるよう、分団詰所等が整備されていない地区に整備

します。 
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 【事業概要】 

     〔整備地区〕 ①分団詰所  円山地区  円山公民館敷地内 

            ②車 庫   安居地区  西安居分遣所敷地内 

大安寺地区 大安寺分遣所敷地内 

河合地区  河合分遣所敷地内 

〔整備施設〕 ①分団詰所  鉄骨造 2 階建 約 83 ㎡ 

            ②車 庫   軽量鉄骨造  約 21 ㎡ 

             ※車両（軽デッキバン消防車）は消防車両整備事業で整備 

 
 
A○拡 E A ７４ 消防団活動事業 (消防総務課) ７５,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    75,000 

  

    「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」が施行されたことに伴い、消防

団員の処遇の改善および消防団の装備の充実を図ります。 

    【事業概要】 

     （１）消防団員の処遇の改善  

        ①職務の報酬の増額 

        ②出場勤務報酬の増額 

（２）消防団の装備の充実      

         防火衣、救命胴衣、耐切創性手袋の配備   

 

 

７５ 町名・街区表示板等整備事業 (行政管理室、危機管理室、市民課） 
 ５３,５１０千円 

財源

内訳 
 県   一般財源 
 25,491   28,019 

 

 町名表示板等に避難場所を示す地図を記載するなど、防災機能が追加されたデザインに変更

するとともに、新たに準街区表示板を設置し、わかりやすい町名の表示と防災機能の強化を図

ります。 
【事業概要】 

       〔整備内訳〕 

 区分 設置場所 整備予定期間 

街区表示板 更新 住居表示実施区域 

平成 26 年度～28 年度 準街区表示板 新設 区画整理実施区域等 

町名表示板 更新 上記区域以外 

公園表示板 更新 公園入口 平成 26 年度～33 年度 

 

 

７６ 非常用貯水装置整備事業(マ) (危機管理室)     ３８,９００千円 

財源

内訳 
国  市債  一般財源 

11,948  26,900  52 

 

地震等の災害による断水時に市民の飲料水を確保するため、非常用貯水装置を設置します。 
【事業概要】 

      非常用貯水装置の設置   1 地区（清水南小学校グラウンド） 
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A○拡 E A ７７ 要配慮者対策事業 (危機管理室） ５,０００千円 

財源

内訳 
    一般財源 
    5,000 

 

    災害対策基本法の改正により策定した福井市避難支援プランに基づき、災害時に支援が必

要な方の名簿を新たに作成するなど、災害時の避難支援体制を整えます。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 

      （１）避難行動要支援者名簿の配付 
      （２）対象者への個別通知 
      （３）新制度の周知と啓発（市政広報やチラシ、ホームページ） 
 

 
７８ 交通安全施設設置事業 (道路課)   ４５,０００千円 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  5,400 15,000 24,600 

                                                           
    防護柵や道路照明灯などの交通安全施設を整備することで、安全で円滑な交通環境を確保し

ます。 
【事業概要】 

（１）交通安全施設設置事業             

（２）通学路安全施設設置強化事業         

                           

 

７９ 市庁舎別館耐震改修事業 (施設活用推進室)   ９４,７００千円 

〈２,２９９,０００千円〉 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

25,650  61,700  7,350 

 

    市庁舎別館の耐震化と大規模改修工事を行います。 

    【事業概要】 

      〔施設概要〕 昭和 37 年竣工     

      〔平成 27 年度事業内容〕  

発注者支援業務委託、耐震改修実施設計委託 等 

（平成 27 年度～29 年度の継続費設定） 〈2,299,000 千円〉 

（平成 27 年度の債務負担行為設定）    《5,700 千円》 

      〔今後の計画〕平成 28 年度～29 年度 耐震改修工事・工事監理委託 
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基本目標３ みんなが生き生きと働くまち 
 

政策 11 活力と魅力あふれる商工業のまちをつくる 
 

○拡 E A ８０ マーケット開発支援事業(マ) (商工振興課) ４３,１１８千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   40,000 3,118 

 

市内の中小企業者等が行う特色ある新技術・新製品の開発や新たな販路の開拓、生産拡大や

省エネのための設備の導入、企業の成長を支える人材の育成等に対して助成します。 
    【事業概要】 

     （１）ものづくり支援補助金  

新技術・新製品の開発やＩＣＴ技術を活用した製品開発、商品パッケージ開発等

に対して助成 

〔対象者〕 市内中小企業者、小規模企業者またはそのグループ 

市内中小企業団体 

〔補助率〕 1/2 以内 

         〔対象事業〕 

①新技術、新製品開発 

           ②ＩＣＴ利活用製品開発 

         ○新  ③グッドデザイン開発 

（２）小規模企業者人材育成補助金  

公的機関等が主催する研修や講座等の受講に対して助成 

〔対象者〕小規模企業者（従業員数 商業・ｻｰﾋﾞｽ業 5 人以下、その他 20 人以下） 

〔補助率〕1/2 以内 

（３）中小企業者等生産拡大・効率化設備投資補助金  

           生産拡大や効率化、新たな生産方法の導入に必要な設備の設置等に対して助成 

①中小企業者枠  

 〔対象者〕 市内で製造業を営む中小企業者またはそのグループ 
           〔要 件〕 補助対象経費が 300 万円以上の設備導入 

           〔補助率〕 1/5 以内 

②小規模企業者枠  

      〔対象者〕 市内で製造業を営む小規模企業者 

           〔要 件〕 補助対象経費が 100 万円以上の設備導入または既存機械の改造 

           〔補助率〕 1/5 以内 

（４）中小企業者等省エネ設備投資補助金  

         温室効果ガス削減効果の高い設備の導入に対して助成 

         〔対象者〕 市内中小企業者、小規模企業者またはそのグループ 

         〔要 件〕 補助対象経費が 100 万円以上の設備導入 

〔補助率〕 1/5 以内 

（５）新市場開拓補助金  

    県外または海外における展示会の開催または展示会出展に対して助成 

①一般展示会 

〔対象者〕 市内中小企業者、小規模企業者 

〔補助率〕 1/2 以内 

          ②グループ展示会 
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           〔対象者〕 出展企業のうち 3 社以上が市内中小企業者等で構成されるグル 

                 ープ 

〔補助率〕 1/2 以内 

（６）コンテスト出品支援補助金  

    モンドセレクション、グッドデザイン賞等の権威あるコンテストへの出品に対し

て助成 

    〔対象者〕 市内中小企業者、小規模企業者またはそのグループ 

         〔補助率〕 1/2 以内 

（７）中小企業団体販路開拓補助金  

中小企業団体が独自に開催する展示会等や販路開拓事業に対して助成 

〔要 件〕 出展企業のうち 1/2 以上、または 10 社以上が市内企業 

         〔補助率〕 1/2 以内 

（８）中小企業団体人材育成補助金  

中小企業団体が独自に開催する研修会等や人材育成事業に対して助成 

〔要 件〕 参加企業のうち 1/2 以上、または 10 社以上が市内企業 

         〔補助率〕 1/2 以内 

      

 

８１ 地域産品販路拡大促進事業(マ) (商工振興課) ４,５００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   400 4,100 

         

    市内の中小企業等が、農林水産物を活用して開発した加工品を「ふくいの恵み」として認定

し、商品の紹介機会の提供、販売環境の整備を行うことで、販路開拓を支援します。 
    【事業概要】 

     （１）「ふくいの恵み」の認定    

（２）物産展等への出展        

 

 

○拡 E A ８２ 企業立地促進事業 (商工振興課) ３,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    3,000 

 

    企業の立地促進のため、効果的な企業立地に向けた調査などを行います。 
    【事業概要】 

（１）効果的な企業立地に向けた調査  

（２）企業立地アドバイザーの設置   

（３）県外企業等への企業誘致活動   

（４）進出候補企業調査、信用調査   

 

 

８３ 企業立地支援事業(マ) (商工振興課) １２０,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    120,000 

 

    市内への企業立地や生産規模の拡大等を促進するため、企業立地や雇用に対して助成します。 

    【事業概要】                  

（１）企業立地助成金        1 社  

    工場等の建設に要する経費等を支援 
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（２）雇用奨励助成金        3 社  

    工場等の建設に伴う雇用拡大に要する経費を支援 

（３）空き工場等活用助成金       4 社  

         登録された空き工場等の再利用を支援 

 

 

８４ 起業家支援事業(マ) (商工振興課) １５,０００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   13,000 2,000 

         

    起業家支援を一体的に展開するなど総合的な支援体制を整え、新規開業を促進します。 
    【事業概要】 

     （１）起業家支援セットメニュー補助金  

中小企業診断士による無料相談、初期投資（事業所家賃、改修工事、広告宣伝等）、

生活拠点（ＵＩＪターンによる起業の場合）に対して助成 

〔対象者〕 市内で事業所を設置しようとする起業家 

〔補助率〕 1/2 以内 

     （２）ビジネスプランコンテスト開催事業  

    ビジネスプランコンテストの開催を通じて、有望なビジネスプランをバックアッ

プする事業に助成 

（３）女性起業家支援事業補助金  

市内に活動拠点を有し、構成員の 3 分の 2 以上が女性である起業家団体が実施す

る交流会事業等に対して助成 

〔補助率〕 1/2 以内 

 

 

８５ 制度融資事業 (商工振興課) １,４６９,１０３千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   1,405,103 64,000 

 

    中小企業の経営基盤の安定と発展のため、金融機関等と連携して制度融資や利子・保証料補

給制度による支援を行います。 

    【事業概要】 
（１）制度融資預託金               

資 金 名 預託額 
（千円） 

備  考 

中小企業育成資金 26,419 一般資金分 

小規模企業者サポート資金 706,152 小規模企業者の支援 

社会貢献サポート資金 21,925 社会貢献に取り組む企業の支援 

経営安定借換資金 222,923 資金繰り改善のための借換 

創エネ・省エネ等促進資金 46,923 エネルギー設備導入 

マーケット戦略資金 213,415 新製品・新技術開発等、販路開拓支援 

企業立地促進資金 64,599 工場の新設、増設、移転等 

創業支援資金 96,747 新規創業 

合  計 1,399,103  

 

（２）制度融資保証料補給および利子補給金     

 
資 金 名 

補 助 制 度 概 要 

 保証料補給金 利子補給金 

 小規模企業者サポート資金 全額 設備資金 1/2（1 年間） 
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 社会貢献サポート資金 1/2 設備資金 1/2（1 年間） 

 経営安定借換資金 1/4 ― 

 創エネ・省エネ等促進資金 全額 1/2（1 年間） 

 マーケット戦略資金 全額 3/4（3 年間） 

 観光産業振興資金(マ) 全額 1/2（3 年間） 

 
企業立地促進資金 1/2 

1/2（3 年間） 
新設で福井市企業立地促進条例の 
企業立地奨励制度適用の場合のみ 

 創業支援資金 全額 1/2（2 年間） 

 創業支援資金（特別枠）(マ) 全額 3/4（2 年間） 

 公衆浴場施設整備資金 ― 3%以内 

 小規模事業者経営改善資金 
（マル経資金） 

― 0.75%以内(2 年間) 

 

 

８６ 若年者正規雇用奨励金事業 (労政課) ７,９２０千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    7,920 

 

    職業経験の浅い若年求職者や非正規労働者を、国のトライアル雇用から引き続き正規雇用へ

移行させた中小企業に対し奨励金を支給することで、正規雇用化を促進し、雇用の安定を図り

ます。 
    【事業概要】 

 〔支給対象企業〕・市内に事業所等をもつ中小企業であること 

・国のトライアル雇用から引き続き、対象労働者を 6 か月以上正規雇用

していること 

 〔対象労働者〕 ・福井市の住民基本台帳に記載されている者 

・国のトライアル雇用開始時に 45 歳未満の者 

 〔奨励金の額〕 事業者に対し対象労働者一人につき 12 万円 

  

 

A○新 E A ８７ 競輪場中央スタンド耐震補強事業 (公営競技事務所) ５,７００千円 

財源

内訳 

国   その他  

1,900   3,800  

  

    福井競輪場中央スタンドの耐震補強の計画を策定します。 
    【事業概要】 

  耐震補強計画策定および実施設計 
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政策 12  福井の魅力を発信する観光のまちをつくる 

 

A○新 E A ８８ 新・観光ビジョン策定事業 (おもてなし観光推進室) ２,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    2,000 

         

北陸新幹線金沢開業や福井国体などにあわせて、観光施策を加速化するために新・観光ビジ

ョンを策定します。 

〔計画期間〕平成 28 年度～32 年度（5 年間） 

 

 

８９ 「一乗谷」ブランドイメージ向上事業(マ) (おもてなし観光推進室)  

３０,８３８千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   30,117 721 

  

国の三重指定を受けている観光資源「一乗谷」を活用した観光プロモーションを強化し、全

国におけるイメージ向上と定着を図ります。 

【事業概要】 

     （１）朝倉氏遺跡時代衣装パフォーマンス  

     （２）朝倉氏遺跡での観光おもてなし  

         過去に実施した企画イベントを中心とした各種「おもてなしプラン」の実施 

（３）一乗谷朝倉氏遺跡活用推進事業負担金  

         地元団体、観光団体、行政による「一乗谷朝倉氏遺跡活用推進協議会」の各種事

業（山城跡活用、周遊シャトルバス、植栽等）に対する負担金 

（４）越前朝倉戦国まつり開催補助金  

     （５）越前朝倉万灯夜開催補助金  

 

 

９０ 一乗谷・東郷魅力体感プロジェクト (おもてなし観光推進室) 

 １６４,０４２千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 77,962 27,700  58,380 

         

    一乗谷朝倉氏遺跡内で「見る」「食べる」機能を強化するとともに、近隣の「一乗谷あさくら

水の駅」や東郷エリアを含め、「遊ぶ」「食べる」機能をハード・ソフト両面から強化すること

により、一乗谷・東郷の魅力向上を図ります。 

    【事業概要】 

（１）レストランカフェの整備  

    一乗谷朝倉氏遺跡内にレストランカフェを整備 

（２）レストランカフェ・プロモーション事業  

    映像制作、雑誌掲載等 

（３）ＡＲシステムの構築  

    タブレット端末など使用し、目の前に存在する実環境にバーチャルな情報を重ね

て再現することで、戦国時代の一乗谷を楽しめるシステムを構築 

（４）東郷観光拠点整備  

    地元産品直売やサロン的な機能を有する観光活動拠点を東郷エリアに整備 

（５）観光商品開発イベント  
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    一乗谷・東郷のお土産や観光体験プログラムを開発 

（６）情報発信  

    一乗谷・東郷について、各種媒体を利用して全国に情報発信 

 

 

９１ 「まちなか」滞在拠点化事業(マ) (おもてなし観光推進室) ７８,４６４千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

756   76,300 1,408 

   

    ふくい春まつりや足羽川の桜並木などを活かしたまちなか観光誘客を推進するとともに、市

内各所の観光地への足掛かりとなる滞在拠点として、食や宿泊、交通機能などを活かしたおも

てなしの充実を図ります。 

    【事業概要】 

（１）ふくい春まつり開催助成  

（２）冬のイルミネーション事業  

（３）愛宕坂にぎわい事業  

    愛宕坂のライトアップ、ミニコンサート実施、抹茶提供等（春秋） 

     （４）まち歩きガイドツアーの実施  

福井市を訪れた観光客を対象にガイドによる「まち歩き」を実施 

 

 

９２ 「越前海岸」体験・体感観光推進事業(マ) (おもてなし観光推進室)  

３,８００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  2,000  1,800 

           

    越前海岸の魅力を体験・体感できる観光地づくりを進め、越前海岸への観光誘客増加につな

げます。 

    【事業概要】 

     （１）越前海岸体験・体感キャンペーン事業  

（２）鷹巣海水浴場イベント開催事業      

（３）こしの水仙まつりの開催助成      

      

 

９３ ガラガラ山周辺再整備事業 (おもてなし観光推進室) １３０,０００千円 

                                                                〈３９８,０００千円〉 

財源

内訳 

  市債   

  130,000   

                 

    ガラガラ山総合公園の集客を増やすため、公園内キャンプ場を充実させるなど、ガラガラ山

周辺の再整備を行います。 

    【事業概要】 

ログキャビンの改修および配置換えやオートキャンプ場の整備等の工事 

      〔所在地〕  赤坂町地係 

      〔敷地面積〕 68,325.95 ㎡ 

〔施設内容〕 ログキャビン、オートキャンプ場、テニスコート、ドッグラン等 

（平成 27 年度～28 年度の継続費設定） 〈398,000 千円〉    
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９４ 折織のポスター魅力発信事業 (おもてなし観光推進室) ４,５００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    4,500 

     

    年間を通じて福井市の四季折々のポスターを掲示するとともに、新たなポスターを製作する

ことにより、本市のイメージアップ、観光誘客を図ります。 

【事業概要】 

（１）全国のサービスエリア、鉄道駅等へのポスターの年間掲出 

（２）越前海岸ポスターの製作 

 

 

A○拡 E A ９５ まごころ笑顔おもてなし事業 (おもてなし観光推進室) ３,５００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    3,500 

  

    福井市を訪れる観光客が再び訪れたいと思うような観光のまちづくりを進めるため、「おも

てなしの心」の醸成を図ります。 

   【事業概要】 

（１）観光おもてなし市民運動の推進  

「おもてなしの心」の醸成、観光関連事業者等の資質向上など、観光客を温かく親切

に迎える「観光おもてなし市民運動」を市民総ぐるみで推進 

  ①観光おもてなし市民運動推進大会の開催 

 ○拡 ②おもてなし講習会 

○新 E A③最上級のおもてなし研修 

A○新 E A④おもてなしリーダー育成グループワーク 

⑤観光おもてなし体験だよりの募集 

（２）「福井観光もてなし隊」の育成  

市職員の研修に観光のカリキュラムを加えるとともに、市職員による「福井観光

もてなし隊」が出向宣伝に同行し、観光ＰＲを行い、おもてなしの心を醸成 
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政策 13 魅力ある豊かな農林水産業のまちをつくる  

 
９６ 園芸総合振興事業(マ) (農政企画室) ２０,０００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 13,966   6,034 

         

    産地や農業者を育成するとともに、農業所得を維持・増加させるため、園芸生産に必要な施

設・機械の整備への支援を行います。 

    【事業概要】 

     （１）新規園芸産地育成事業            
         新たに施設園芸や加工・業務用露地園芸に取り組む、もしくは生産拡大に取り組

む認定農業者等が行う園芸施設や農業用機械の整備に対する支援 

〔補助割合〕 市 1/10 以内、県 1/3 以内           

     （２）ネクストブランド園芸産地育成事業       

         県外に定時定量出荷できる園芸作物の生産に取り組む農業協同組合等が行う産地

確立に係る経費や共同利用施設等の整備に対する支援 

〔補助割合〕 市 1/20 以内、県 1/2 以内           

     （３）水田農業園芸導入事業            

         園芸(生産推奨品目)の導入、もしくは生産拡大に取り組む集落営農組織等が行う

園芸施設や農業用機械等の整備に対する支援 

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

     （４）ステップアップ事業（市単独事業）     

         新規に園芸に取り組む農家や生産拡大に取り組む小規模園芸農家および認定就農

者が行う園芸施設や農業用機械の整備に対する支援 

〔補助率〕 市 1/3 以内                  

 

 

９７ 福井市推奨品目育成支援事業 (農政企画室) ８,３００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

      8,300 

 

     将来の特産化を目指し、生産推奨品目の生産に取り組む農業者の支援を行います。 

     【事業概要】 

（１）産地確立支援事業  

生産推奨品目の産地を確立するために、農業協同組合が取り組む先進地視察や農

業者研修会などの経費を支援 

〔補助率〕 1/2 以内                    

（２）種苗支援事業 

生産推奨品目の生産農家を確保し、作付面積の拡大や産地化を図るために、対象

品目の生産・販売に取り組む農業者に対して種苗の購入費を支援 

〔補助率〕 1/2 以内                    

（３）施設修繕事業 

園芸産地の維持と空きハウス対策として、ハウスを借り受けて耕作を希望する新

規就農者などにハウスを貸す所有者に対して修繕費を支援 

〔補助率〕 1/3 以内                     

（４）高温対策事業 

ホウレンソウを生産する農業者に、遮熱・遮光カーテンの整備費を支援 

〔補助率〕 1/3 以内 
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A○拡 E A ９８ 砂丘地園芸産地育成事業 (農政企画室) ６１,１５２千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 50,755   10,397 

 

    三里浜砂丘地における農産物生産量を増加させるために、ハウス等の整備への支援を行いま

す。 

    【事業概要】 

     （１）生産技術高度化施設整備        

        ＪＡ福井市が新規就農者や規模拡大農家へ貸し付けるハウスの整備と土壌改良材の

使用に対する支援 

        〔補助割合〕 市 1/10 以内、国 1/2 以内                   

（２）かんがい施設整備          

        ハウス栽培に必要な浅井戸の整備に対する支援 

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

 
 

９９ 水田フル活用推進事業 (農政企画室) ４３,８８３千円 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  1,500 41,000 1,383 

                           

米の生産数量目標に応じた需給調整を行い、水田を活用した麦・大豆や園芸作物等の生産拡

大を図るため、作付けに取り組んだ農業者等の支援を行います。 

    【事業概要】 

（１）需給調整推進           

集落間や個人間の米の生産数量の調整活動を支援 

（２）水田利活用推進事業        

 担い手農業者に対する麦、大豆の作付面積に応じた支援 

（３）景観作物推進           

景観形成作物（コスモス等）の団地化作付けに対する支援 

（４）園芸作物推進              

園芸作物の作付面積に応じた支援 

 

 

１００ 担い手・農地総合対策事業 (農政企画室) ５１,５２０千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 51,279   241 

 

    農業の円滑な経営継承や担い手の確保のため、「人・農地プラン」の作成、農地集積、集落営

農の組織化・法人化への支援を行います。 

    【事業概要】 

     （１）人・農地プラン作成推進支援    

         地域農業のあるべき方向や地域の中心となる経営体等を定めたプラン作成の支援 

     （２）農業経営の法人化等支援      

         集落営農組織の法人化等の取り組みへの支援 

（３）農地集積推進協力金        

         人・農地プランの話し合いの中で、担い手への農地集積・集約化を加速するよう、

農地中間管理機構等に対し農地を貸し付けた個人および地域に対し協力金を交付 

   

 

 

 - 49 - 



１０１ 新規就農者支援事業 (農政企画室) １１,４００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 10,825   575 

 

    本市農業における新たな担い手を確保するため、就農初期の生産基盤が不安定な新規就農者

の支援を行います。 

【事業概要】 

（１） 青年就農給付金交付     

人・農地プランに位置づけられた青年就農者（45 歳未満の新規就農者）に対し

て年間 150 万円を最長 5 年間給付（夫婦で就農する場合は年間 225 万円） 

    （２） 新規就農者経営支援事業 
       (a) 就農奨励金 

45 歳以上 60 歳未満の新規就農者に対する出身区分に応じた奨励 

  〔補助割合〕 市 1/2、県 1/2 

 (b) 小農具等整備奨励金     

    非農家出身者に対する小農具購入費に対する奨励金 

        〔補助割合〕 市 1/4 以内、県 1/4 以内 

 

 

１０２ ６次産業化普及促進事業 (農政企画室) ５,０１０千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 2,800   2,210 

         

    6 次産業化による農業所得の向上を図るため、6 次産業化の支援策についてわかりやすくまと

めたパンフレットの作成や研修会を実施します。また、農林漁業者が取り組む新商品開発や販

路開拓への支援を行います。 

    【事業概要】 

      （１）パンフレット作成    
          6 次産業化に取り組むにあたっての手順書・補助事業の内容・事例紹介 

（２）研修会開催       
（３）補助事業 

〔支援対象〕 

・農産物の加工または販売に必要な施設・機械類の整備 

・販路開拓に要する経費に対する支援 

① 県単事業     

〔補助割合〕 市 1/20 以内、県 1/2 以内  

② 市単独事業   

          〔補助率〕 2/3 以内（上限額 300 千円） 

 

 

A○拡 E A １０３ 多面的機能支払交付金 (農村整備課) ４７５,７２０千円 

 

 

    農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動への支援を行います。 

    【事業概要】 

     （１）農地維持支払交付金  

農地法面の草刈、水路の泥上、農道の砂利補充等の基礎的保全活動への助成 

農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想作成等への助成 

     （２）資源向上支払交付金  

財源

内訳 

 県   一般財源 

 357,914   117,806 
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        （共同活動）     

施設の軽微な補修や植栽による景観形成等の農村環境保全活動への助成 

        （長寿命化）     

老朽化が進む水路や農道などの補修・更新など施設の長寿命化のための 

活動への助成 

 

 

１０４ 市単独土地改良事業補助金 (農村整備課) ３０,０００千円 

財源

内訳 

   その他  

   30,000  

                             

    農業用施設の機能維持の充実を図るため、土地改良区、農家組合および自治会が行う小規模

な土地改良事業への支援を行います。 

    【事業概要】 

（１）農道整備工事     

    農道のコンクリート・アスファルト舗装工事等 

〔補助率〕 60％（中山間地：65％） 

（２）用排水路改良工事  

農業用排水路の新設・布設替えや揚水ポンプの修繕等 

〔補助率〕 60％（中山間地：65％） 

（３）ため池等整備工事  

ため池内の修繕等 

〔補助率〕 72％（中山間地：80％） 

 

 

１０５ 集落排水整備事業 (農村整備課) １５４,６００千円 

財源

内訳 

 県 市債   

 91,200 63,400   

 

    農村集落における生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため、機能が低下した処理

施設を改修します。 

    【事業概要】 

      機能強化事業      

     〔地区〕 （１）清水南地区   電気設備の更新 

          （２）岡保地区    機械設備・電機設備の更新、防食工事 

 

 

１０６ 間伐材資源有効利用促進事業(マ) (林業水産課) １５,０００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   14,000 1,000 

                             

    間伐材の利用促進を図るため、間伐材の搬出への支援を行います。 

    【事業概要】 

       間伐促進強化対策事業    15,000 千円 

         森林整備時に発生する間伐材（Ｂ・Ｃ材）の搬出に対する支援 

〔補助単価〕 1,100 円/㎥ 
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１０７ 有害鳥獣対策事業(マ)  (有害鳥獣対策室) ３７,８００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 17,420   20,380 

 

イノシシやカラス等の有害鳥獣による農作物被害等を防止するため、各種の対策事業を行

います。 

    【事業概要】 

     （１）有害獣被害防止対策事業    

農作物被害を防止するための電気柵やネット柵の設置に対する支援 

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ネット柵新規導入補助  

           〔補助率〕 2/3 

④獣害対策普及推進    

（２）捕獲有害獣処理対策事業    

    捕獲した有害獣の止め刺しや埋設等の処分を支援 

（３）有害鳥獣駆除対策事業     

         里山付近や市街地周辺におけるカラスの駆除 

① カラスの駆除   

・カラス捕獲檻維持管理業務（八幡山等）          

・カラスの巣撤去業務                      

② その他        

・カラスの生息数調査補助                

 

 

１０８ 小羽山整備事業 (林業水産課) １１,０００千円 

財源

内訳 

   その他  

   11,000  

                           

     小羽山および周辺地域の特色を活かし、自然と歴史に気軽にふれあえる森林公園として整備

します。 

    【事業概要】  
測量および実施設計業務委託 

          

 
１０９ 漁村再生交付金事業 (林業水産課) ５５,３２０千円 

財源

内訳 

 県 市債 その他 一般財源 

 45,270 8,900 90 1,060 

 

    漁船の陸揚げ・係留等の作業の安全および安全な航行を確保するため、漁港を整備します。 

    【事業概要】 
白浜漁港沖防波堤築造工事   
 沖防波堤の築造および消波ブロックの設置、静穏度解析、藻場造成 
 工事施工延長 L=9.5m 
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○拡 E A １１０ 漁港施設保全計画策定事業 (林業水産課)               ９,０００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 
 4,500   4,500 

 

    漁港施設の長寿命化を図るため、市が管理する漁港の保全計画を策定します。 

【事業概要】 

大丹生漁港保全計画書作成業務委託 

 

 

A○新 E A １１１ 種苗中間育成施設整備事業 (林業水産課) ６,５５３千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  4,900  1,653 

 

九頭竜川における水産資源の増大を図るため、種苗中間育成施設の整備を支援します。 

【事業概要】 

     〔施設概要〕 種苗中間育成施設（水槽、鉄骨建屋等） 

     〔事業主体〕 九頭竜川中部漁業協同組合 

     〔育成魚種〕 アユ、サクラマス    

    

 

１１２ 市場施設整備事業 (中央卸売市場)                      ５３,２００千円 

財源

内訳 

国  市債   

5,700  47,500   

 

    老朽化した市場施設の安全性を高めるとともに長寿命化を図るため、施設の整備を行います。 

    【事業概要】 

     （１）管理棟耐震補強工事    

     （２）水源地直送給水詳細実施設計業務委託     

          高架水槽を撤去し、水源直送給水に切り替えるための実施設計 
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基本目標４ みんなが学び成長するまち 
 

政策 14 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 

 

１１３ 学校耐震補強事業(マ) (教育総務課) １,１３５,０００千円 
財源

内訳 

国  市債  一般財源 

382,710  752,200  90 

 
    安全で安心な教育環境を確保するため、学校校舎および体育館の耐震補強工事を進めます。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 学校耐震補強工事 
     〔実 施 校〕 （１）小学校 16 校 20 棟   

（木田・豊・円山・啓蒙・社南・安居・麻生津・岡保・東藤島・殿

下・明新・東郷・日新・清明・清水東・清水南小学校） 

            （２）中学校 6 校 8 棟    

（成和・灯明寺・大東・森田・足羽・清水中学校） 

             
 

１１４ 学校体育館バリアフリー化事業(マ) (教育総務課)  ２２,０００千円 
財源

内訳 

  市債  一般財源 

  19,800  2,200 

 

    学校体育館のバリアフリー化を進めます。 

    【事業概要】 

〔事業内容〕 学校体育館のバリアフリー化 

〔整備概要〕 ①洋式トイレの設置 

       ②出入口玄関部へのスロープ設置 

       ③出入口ドアの引戸化等 

〔実 施 校〕 （１）小学校 13 校  

          （木田、順化、円山、啓蒙、安居、麻生津、岡保、東藤島、殿下、

東郷、日新、美山啓明、下宇坂小学校） 

       （２）中学校 3 校   

          （国見、社、越廼中学校） 

 

 
１１５ 学校体育館非構造部材耐震化（落下防止）事業 (教育総務課) １０５,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

30,785  74,000  215 

 

    学校体育館等の天井や高所に設置されている照明器具等の落下防止対策を進めます。 
    【事業概要】 

〔事業内容〕 天井材の撤去、吊上バスケットゴールの撤去、 

照明器具の落下防止対策等 

〔実 施 校〕 （１）小学校 16 校  

（足羽、順化、旭、円山、啓蒙、西藤島、社南、安居、河合、麻生津、

鶉、棗、鷹巣、文殊、越廼、清水北小学校） 
       （２）中学校 8 校  

（明道、安居、灯明寺、至民、足羽、藤島、社、清水中学校）  
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１１６ 明道中学校改築事業(マ) (教育総務課)  １０４,０００千円 
財源

内訳 

国  市債  一般財源 

20,000  76,000  8,000 

 

    明道中学校の校庭・外構の整備を行い、良好な教育環境の整備を進めます。 

    【事業概要】 

 〔所 在 地〕 文京 2 丁目地係 

〔事業内容〕 校庭・外構（テニスコートを含む）工事等 

        （平成 25～27 年度の継続費設定）〈1,896,000 千円〉 

 

 

A○新 E A １１７ 森田小学校校舎増築事業 (教育総務課)  １５,０００千円 
財源

内訳 

  市債  一般財源 

  11,200  3,800 

 

    長期的に教室不足が見込まれる森田小学校校舎の増築を行い、良好な教育環境の整備を進め

ます。 

    【事業概要】 

〔所 在 地〕 下森田新町地係  

〔整備概要〕 森田小学校北校舎東側の増築 

①校舎 鉄筋コンクリート造 3 階建 約 1,080 ㎡ 

       ②渡り廊下 鉄筋コンクリート造 3 階建 約 207 ㎡ 

〔事業内容〕 実施設計業務 

〔全体計画〕 平成 27 年度 実施設計業務 

       平成 28 年度 建設工事（増築） 

 

１１８ 小学校カウンセラー配置事業 (学校教育課) １４,５７０千円 

 

   

     いじめや不登校などの悩みを持つ児童生徒の心のケアを行うため、各小学校にカウンセラー

を派遣します。 

 

 

１１９ いきいき学校生活支援事業(マ) (学校教育課) ９９,３８４千円 

 

   

     発達障害や身体に不自由のある児童生徒が充実した学校生活を送れるように、各小中学校に

いきいきサポーターや心身障害児介助員を配置します。 

    【事業概要】 

（１）いきいきサポーターの配置  

         〔事業内容〕 発達障害や不登校傾向にある児童生徒の支援 

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

（２）心身障害児介助員の配置  

         〔事業内容〕 身体に不自由のある児童生徒の支援 

 

 

 

財源

内訳 

    一般財源 

    14,570 

財源

内訳 

    一般財源 

    99,384 
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１２０ 地域に生きる学校づくり推進事業 (学校教育課) ２６,５９５千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 500 1,700  24,395 

                           

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

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

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 学校や地域の実情に応じた特色ある教育活動の推進 

     〔主な取組〕 ①体験活動の充実 

            ②地域の人材・資源の活用の充実 

③保・幼・小・中の交流 

④教育ウィーク（学校公開週間）の実施 

            ⑤地域・学校協議会の設置と運営 

            ⑥中学校区連絡会の運営 

 

 

  １２１ 学校図書館支援員事業 (学校教育課) ２７,３２４千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    27,324 

 

    学校図書館の運営や読書活動を支援する学校図書館支援員を全小中学校に配置し、小中学生

の国語力の向上や読書活動の活発化を図ります。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 学校図書館支援員を全小中学校 69 校に派遣 

〔支援員数〕 22 名 

 

 

A○拡 E A １２２ 英語活動推進事業(マ) (学校教育課) ３４,６２５千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    34,625 

 

    小学生が英語を用いてコミュニケーションが図れるよう、また、外国の言語や文化について

理解を深められるようにするため、ＡＬＴを活用した英語活動を推進します。 

    【事業概要】      

〔事業内容〕 ＡＬＴを全小学校 5、6 年生の学級に派遣 

〔ＡＬＴ数〕 8 名 

〔派遣回数〕 1 学級 24 回／年（26 年度 1 学級 22 回／年） 

  

 

A○拡 E A １２３ 児童クラブ設置事業 (学校教育課) ３４,０００千円 

 

   

     放課後留守家庭児童に遊びと生活の場を提供するため、児童クラブの新規開設および規模拡張を

図ります。 

    【事業概要】 

〔事業内容〕  
（１）5 か所（湊、社北、清明、明新、羽生）の施設改修、備品購入 
（２）受入児童数増加に伴う児童の荷物入れ等設置費（5 か所分） 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 15,353 10,100  8,547 
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（３）足羽地区の学童保育新規設置にかかる施設改修、備品購入 
   （足羽地区の児童館廃止に伴う児童クラブ新規開設） 

 
 
A○拡 E A １２４ 放課後児童健全育成事業 (学校教育課) ３５７,１５７千円 

 

   

     放課後留守家庭児童の健全な育成と、保護者が安心して働ける環境を確保するため、放課後児童

会および放課後児童クラブの運営を行います。 

    【事業概要】 

     〔内  容〕 （１）放課後児童会、放課後児童クラブの運営委託料  

            （２）事務諸経費、電気料、借地料等          

〔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 

      

 

  

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 192,138 6,700  158,319 
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政策 15  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 

 

１２５ 公民館建設事業 (生涯学習室) ４２１,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  412,500  8,500 

 

    地域における生涯学習・コミュニティ活動の拠点となる公民館の建設・改修を行います。 

    【事業概要】 

     （１）和田公民館移転新築 

〔所 在 地〕 御幸 4 丁目地係 

〔事業内容〕 建築工事、設備工事、備品購入等 

〔構  造〕 鉄筋コンクリート造 2 階建  

〔延床面積〕 747.16 ㎡ 

     （２）美山公民館下味見分館増築改修  

〔所 在 地〕 西河原町地係 

〔事業内容〕 建築工事、設備工事、既存分館解体工事、備品購入等 

〔構  造〕 鉄筋コンクリート造平屋建 

〔延床面積〕 340.97 ㎡ 

     （３）中藤島公民館移転新築  

〔所 在 地〕 高木町地係 

〔事業内容〕 用地地質調査、工事設計委託、用地造成工事等 

〔構  造〕 鉄筋コンクリート造 2 階建 

 

 

A○新 E A １２６ 少年自然の家耐震化事業 (青少年課少年自然の家) ２２,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

7,330  13,200  1,470 

 
    安全で安心な施設環境を確保するため、少年自然の家本館Ａ棟の耐震化工事を行います。 

    【事業概要】 

      少年自然の家本館Ａ棟の耐震補強工事  
      

 
１２７ 弓道場・市体育館サブアリーナ等建設事業(マ) (スポーツ課) ６５４,１００千円 

財源

内訳 

国  市債 その他 一般財源 

12,848  605,200 20,000 16,052 

 

    屋内スポーツの拠点施設である市体育館の機能を充実させるため、弓道場の建て替えとサブ

アリーナの建設を行います。 

    【事業概要】 

     〔所 在 地〕 福井市松本 4 丁目地係 

〔整備施設〕 ・弓道場        木造平屋建   

・市体育館サブアリーナ 鉄骨造平屋建  

〔事業内容〕 ①弓道場および市体育館サブアリーナ新築工事   

②既存弓道場解体・駐車場整備工事        

③道路改修工事                  

       （平成 26～27 年度の継続費設定） 〈1,008,600 千円〉 
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A○拡 E A １２８ 国体競技施設等整備事業 (スポーツ課) １６４,７５８千円 

財源

内訳 

 県 市債 その他 一般財源 

 1,623 95,400 30,000 37,735 

                             

    平成 30 年開催予定の福井しあわせ元気国体に向けて、競技会場や練習会場となる既存体育

施設の改修等を行います。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 （１）国体に向けた体育施設改修          

（２）体育施設バリアフリー化改修          

（３）既存体育施設改修等              

〔改修概要〕  

 
 
A○拡 E A １２９ 福井国体開催準備事業 (国体・障害者スポーツ大会推進室) １１５,０００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   100,000 15,000 

                              

    平成 30 年開催予定の福井しあわせ元気国体に向けて、第 73 回国民体育大会福井市準備委員

会による広報・機運醸成活動や、開催経費の基金積立て等を行います。 

    【事業概要】 

（１）国体開催推進事業   

   ・総会、常任委員会、専門委員会の開催 

   ・先催都市の調査、視察 

  ・各種イベント、工作物設置等による広報および機運醸成活動の実施 

・国体ホームページ・ＳＮＳによる情報発信 

（２）国民体育大会運営費基金積立金    

 

  

 施設名 区分 内容 

① 

 西公園テニスコート 工事 
人工芝全面張替え(8 面、5,730 ㎡) 

フェンス改修(294ｍ) 

 わかばテニスコート 設計委託 
人工芝全面張替え(8 面、5,460 ㎡) 

フェンス改修(H=3ｍ→4ｍ L=360ｍ) 

 きららパークグラウンド 設計委託 
グラウンド全面の土入れ替え(21,623 ㎡) 

暗渠排水管敷設替え(約 2,300ｍ) 

 地域体育館 4 館 
委託 

工事 

４館外壁調査委託 

４館便所改修・駐車場塗装等 

 開発グラウンド 工事 キュービクル改修等 

②  ちもり体育館 工事 
南側駐車場入口～体育館玄関 

誘導ブロック敷設 

③ 

フェニックススタジアム 

サブグラウンド 

スポーツ公園ソフトボール場等 

工事 内野整備等 
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政策 16  歴史や文化を活かした個性的で魅力あるまちをつくる 

 

A○拡 E A １３０ 養浩館整備事業 (文化課) １０,６００千円  

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

5,300 1,717 2,000  1,583 

                

    国指定名勝文化財である養浩館庭園を適切に管理・保存していくため、計画的な修繕工事と測

量図の作成を行います。 

    【事業概要】 

（１） 御月見ノ間杮葺屋根葺替工事  

・修繕工事設計、監理業務委託 

・杮葺屋根葺替工事 

（２） 現況測量業務委託       

・管理、保存に必要な現況測量図の作成 

 

 

１３１ 一乗谷朝倉氏遺跡整備事業 (文化課) ５,１６３千円  

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  2,700  2,463 

                

    一乗谷朝倉氏遺跡の魅力向上と保存継承のため、遺跡内の環境整備を進めます。 

    【事業概要】 

（１） 植栽景観適正化事業                    

平成 26 年度策定の植栽計画に基づく管理マニュアルの作成 

（２） 復原町並屋外消火栓設備埋設配水管改修工事        

復原町並の施設と観光客の安全確保のための屋外消火栓設備改修 

（３） 遺跡修理事業                      

遺跡内の毀損箇所の修理（諏訪館跡石垣・西山光照寺跡水路） 

 

 

１３２ 自然史博物館分館整備事業 (自然史博物館) ８２４,１０３千円  

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

278,587  460,000  75,516 

                

    自然科学教育を推進し、中心市街地のにぎわいと交流を創出するため、西口再開発ビルに自然

史博物館分館を整備します。 

    【事業概要】 

〔所 在 地〕 中央１丁目地係 

〔事業内容〕 

（１）展示物等設計製作業務     

（２）開館準備業務等        

（３）ドームシアター番組制作業務  

（４）宇宙教育・普及啓発活動等   

 

１３３ 自然史博物館企画展事業 (自然史博物館) ４,２００千円  

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   310 3,890 
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    自然史を興味深く学べるよう、多様で貴重な資料や郷土の資料を展示する企画展を開催します。 

    【事業概要】 

     （１）第 79 回特別展「むしむし美術館～神様のデザイン、人々のアート」（仮称） 

      〔会  期〕 平成 27 年 3 月～ 5 月 

     （２）第 80 回特別展「はやぶさ展」（仮称） 

      〔会  期〕 平成 27 年 7 月～ 9 月 

     （３）企画展「ノーベル賞を受賞した日本の科学者」（国立科学博物館巡回展） 

      〔会  期〕 平成 27 年 10 月～11 月 

     （４）第 81 回特別展「昆虫たちのメッセージ 

     ～守り伝えたいふくいの自然環境と昆虫たち～」（仮称） 

      〔会  期〕 平成 28 年 3 月～ 5 月 

 
 

１３４ 美術館企画展事業 (美術館) ３５,５００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   19,479 16,021 

 

    美術のそれぞれの分野における世界を紹介するため、魅力ある企画展を開催します。 

    【事業概要】 

（１）企画展「アメリカン・ポップアート展」 

〔会  期〕 平成 27 年 5 月 ～ 7 月 

（２）企画展「手塚治虫展」 

〔会  期〕 平成 27 年 7 月 ～ 9 月 

（３）企画展「ラリック香水瓶と女性の装い展」 

〔会  期〕 平成 27 年 9 月 ～ 11 月 

（４）企画展「美術の目でみる博物展」 

〔会  期〕 平成 28 年 2 月 ～ 3 月 

 

 

１３５ 歴史博物館企画展事業 (郷土歴史博物館) １７,５００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   8,633 8,867 

 

    郷土の歴史と文化に誇りを持つことができるまちづくりを進めていくため、親しみやすく関

心度の高い企画展を開催します。 

    【事業概要】 

（１）春季特別展「エヴァンゲリヲンと日本刀展」 

〔会  期〕 平成 27 年 3 月 ～ 5 月 

（２）夏休み企画展「博物館の名品大集合！」 

〔会  期〕 平成 27 年 7 月 ～ 8 月 

（３）秋季特別展「大名華族たちの明治」 

〔会  期〕 平成 27 年 10 月 ～ 11 月 

（４）春季特別展「江戸の小袖の春夏秋冬」 

〔会  期〕 平成 28 年 3 月 ～ 5 月 
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◆ そ の 他 ◆ 

 

情報公開および広報・広聴の推進 

 

A○拡 E A １３６ 市政広報ふくい発行事業 (広報広聴課)     ２３,８４０千円 

財源

内訳     一般財源 
    23,840 

 

    「市政広報ふくい」を、よりわかりやすく、読んでみたいと思われるようリニューアルしま 
す。 
【事業概要】 
 〔改訂内容〕 

（１）行政情報をより詳しくするとともに、地域の話題や市民活動を積極的に取り上げ

る。 
（２）写真や表、グラフなどを多用し、視覚的に読みやすくする。 
（３）ＵＤ（ユニバーサルデザイン）フォントを使用するとともに、お知らせ記事段組

数を変更して、より読みやすくする。 
 〔改訂時期〕 
  平成 27 年 10 月 10 日号から改訂予定 

 
 
A○新 E A １３７ 総合計画策定事業 (総合政策室)   ９,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    9,000 

 

平成 29 年度以降の本市行政運営の基本方針を定めるため、第七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 

    諮問案について調査・審議を行う。 

（２）庁内会議による検討 

    計画の策定に必要な資料の収集および計画案の検討を行う。 
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自主財源

52,077,925

46.4%

依存財源

60,276,075

53.6%

市税

43,959,000

39.1%

諸収入

4,362,617

3.9%

分担金及び負担金

1,607,981

1.5%
使用料及び手数料

1,145,288

1.0%

その他

1,003,039

0.9%

市債

18,256,900

16.2%

地方交付税

10,340,000

9.2%

国庫支出金

15,515,166

13.8%

県支出金

9,368,009

8.3%

地方消費税交付金

5,030,000

4.5%

地方譲与税

825,000

0.7%

地方特例交付金

143,000

0.1%

その他交付金

798,000

0.8%

歳 入
１,１２３億
５,４００万円

平成27年度 一般会計予算の内訳

歳 入

（単位：千円）
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議会費 

757,224 

0.7% 

総務費 

9,551,679 

8.5% 

民生費 

39,388,974 

35.1% 

衛生費 

5,202,598 

4.6% 

労働費 

619,713 

0.5% 

農林水産業費 

3,450,928 

3.1% 

商工費 

3,191,003 

2.8% 

土木費 

16,261,885 

14.5% 
消防費 

4,581,964 

4.1% 

教育費 

11,919,122 

10.6% 

災害復旧費 

12,000 

0.0% 
公債費 

17,316,910 

15.4% 

予備費 

100,000 

0.1% 

   歳 出 
  １,１２３億 
  ５,４００万円  

 

      歳  出（目的別） 

 （単位：千円） 
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義務的経費 

58,984,501 

52.5% 

投資的経費 

15,287,379 

13.6% 

その他の 

経費 

38,082,120 

33.9% 

人件費 

18,548,466 

16.5% 

扶助費 

23,119,125 

20.6% 

公債費 

17,316,910 

15.4% 

普通建設事業費 

15,275,379 

13.6% 

災害復旧事業費 

12,000 

0.0% 

物件費 

14,222,903 

12.6% 

補助費等 

9,621,467 

8.6% 

繰出金 

10,770,357 

9.6% 

貸付金 

2,150,425 

1.9% 

維持補修費 

751,768 

0.7% 

その他 

565,200 

0.5% 

   歳 出 
  １,１２３億 
  ５,４００万円  

 

      歳  出（性質別） 

 （単位：千円） 
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市税収入の推移

443  

445  

431  

435  

442  

440  441  

439  

434  

436  

442  

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

億円 

予算 

決算 

（決算見込み） 
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