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平成２８年度予算編成の基本方針 

 

国の平成２８年度の経済見通しでは、雇用・所得環境が引き続き改善し、経済

の好循環が更に進展するとともに、堅調な民需に支えられた景気回復が見込まれ

ることから、平成２８年度国内総生産の実質成長率は １．７％程度、名目成長

率は ３．１％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２８年度予算案は、経済再生と財政健全化

の両立を推し進めることとしており、一億総活躍社会の実現に向けて、「子育て

支援」や「介護サービス等の充実」を図るほか、地方創生の本格展開を進める一

方、社会保障関係費の伸びは、経済・財政再生計画の目安に沿って抑制が示され

ています。なお、地方創生関連の予算措置として、地方の自主的かつ先駆的な取

組を支援する「新型交付金」１千億円が盛り込まれています。 

地方財政対策では、地方税が増収となる中で、地方交付税については、平成  

２７年度と同程度の額を確保しつつ、臨時財政対策債の発行を大幅に抑制してい

ます。その結果、まち・ひと・しごと創生事業費の確保や公共施設の老朽化対策

の推進を含め、平成２７年度の水準を１千億円上回る６１兆７千億円の一般財源

総額を確保する内容となっています。 

 

このような中、平成２８年度予算編成にあたっては、第六次福井市総合計画の
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最終年度にあたることから、同計画に掲げる事業については、目指すべき施策の

目標達成に向けて、事業の着実な推進を図ることを基本としました。 

また、人口減少社会が一層進行する中、未来を担う子どもたちが希望を持ち、

誰もが安心して暮らせる全国に誇れる「ふくい」の実現に向けて、『希望と安心

のふくい 実現』及び『福井市まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦略』

に掲げる各種施策に取り組むこととしました。 

これらを踏まえつつ、将来にわたって持続可能な行財政運営を行っていくため、

限られた財源の中、創意と工夫により事業の選択と集中を徹底し、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 28年度予算額 構成比 27年度予算額 構成比

一 般 会 計 112,312,000 51.3 112,354,000 52.4 △ 42,000 △ 0.0

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 28,210,000 12.9 29,098,000 13.5 △ 888,000 △ 3.1

国民健康保険診療所特別会計 4,300 0.0 4,100 0.0 　 200 　 4.9

後期高齢者医療特別会計 3,375,000 1.5 3,355,000 1.6 　 20,000 　 0.6

介 護 保 険 特 別 会 計 24,218,000 11.1 23,201,000 10.8 　 1,017,000 　 4.4

交 通 災 害 共 済 特 別 会 計 0 0.0 5,800 0.0 △ 5,800 皆減

競 輪 事 業 会 計 12,264,000 5.6 10,453,000 4.9 　 1,811,000 　 17.3

簡 易 水 道 特 別 会 計 369,000 0.2 470,000 0.2 △ 101,000 △ 21.5

宅 地 造 成 特 別 会 計 3,744,000 1.7 1,411,000 0.7 　 2,333,000 　 165.3

中 央 卸 売 市 場 特 別 会 計 859,000 0.4 796,000 0.4 　 63,000 　 7.9

駐 車 場 特 別 会 計 228,000 0.1 260,000 0.1 △ 32,000 △ 12.3

集 落 排 水 特 別 会 計 872,700 0.4 892,500 0.4 △ 19,800 △ 2.2

地 域 生 活 排 水 特 別 会 計 194,000 0.1 193,600 0.1 　 400 　 0.2

福井駅周辺整備特別会計 1,662,000 0.7 1,879,000 0.9 △ 217,000 △ 11.5

特 別 会 計 合 計 76,000,000 34.7 72,019,000 33.6 　 3,981,000 　 5.5

下 水 道 事 業 会 計 17,476,000 8.1 17,538,000 8.2 △ 62,000 △ 0.4

ガ ス 事 業 会 計 4,265,000 1.9 4,390,000 2.0 △ 125,000 △ 2.8

水 道 事 業 会 計 8,792,000 4.0 8,256,000 3.8 　 536,000 　 6.5

企 業 会 計 合 計 30,533,000 14.0 30,184,000 14.0 　 349,000 　 1.2

総 額 218,845,000 100.0 214,557,000 100.0 　 4,288,000 　 2.0

平成 28 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，％）

28年度予算額 構成比 27年度予算額 構成比

1 市　税 44,676,000 39.8 43,959,000 39.1 　 717,000 　 1.6

2 地方譲与税 888,000 0.8 825,000 0.7 　 63,000 　 7.6

3 利子割交付金 75,000 0.1 95,000 0.1 △ 20,000 △ 21.1

4 配当割交付金 460,000 0.4 300,000 0.3 　 160,000 　 53.3

5 株式等譲渡所得割交付金 300,000 0.3 150,000 0.1 　 150,000 　 100.0

6 地方消費税交付金 5,500,000 4.9 5,030,000 4.5 　 470,000 　 9.3

7 ゴルフ場利用税交付金 36,000 0.0 44,000 0.1 △ 8,000 △ 18.2

9 自動車取得税交付金 183,000 0.2 150,000 0.1 　 33,000 　 22.0

10 地方特例交付金 140,000 0.1 143,000 0.1 △ 3,000 △ 2.1

11 地方交付税 10,180,000 9.1 10,340,000 9.2 △ 160,000 △ 1.5

12 交通安全対策特別交付金 50,000 0.1 59,000 0.1 △ 9,000 △ 15.3

13 分担金及び負担金 539,944 0.5 1,607,981 1.5 △ 1,068,037 △ 66.4

14 使用料及び手数料 1,618,726 1.4 1,145,288 1.0 　 473,438 　 41.3

15 国庫支出金 14,265,771 12.7 15,515,166 13.8 △ 1,249,395 △ 8.1

16 県支出金 8,995,786 8.0 9,368,009 8.3 △ 372,223 △ 4.0

17 財産収入 269,597 0.2 127,310 0.1 　 142,287 　 111.8

18 寄附金 31,250 0.0 11,870 0.0 　 19,380 　 163.3

19 繰入金 1,041,027 0.9 763,859 0.7 　 277,168 　 36.3

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

21 諸収入 3,395,699 3.0 4,362,617 3.9 △ 966,918 △ 22.2

22 市　債 19,566,200 17.4 18,256,900 16.2 　 1,309,300 　 7.2

112,312,000 100.0 112,354,000 100.0 △ 42,000 △ 0.0歳 入 合 計

平成 28 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，％）

28年度予算額 構成比 27年度予算額 構成比

1 議会費 701,167 0.6 757,224 0.7 △ 56,057 △ 7.4

2 総務費 9,558,441 8.5 9,551,679 8.5 　 6,762 　 0.1

3 民生費 40,274,136 35.9 39,388,974 35.1 　 885,162 　 2.2

4 衛生費 5,213,121 4.7 5,202,598 4.6 　 10,523 　 0.2

5 労働費 560,754 0.5 619,713 0.5 △ 58,959 △ 9.5

6 農林水産業費 5,161,164 4.6 3,450,928 3.1 　 1,710,236 　 49.6

7 商工費 2,850,714 2.5 3,191,003 2.8 △ 340,289 △ 10.7

8 土木費 14,860,135 13.2 16,261,885 14.5 △ 1,401,750 △ 8.6

9 消防費 3,472,548 3.1 4,581,964 4.1 △ 1,109,416 △ 24.2

10 教育費 10,078,544 9.0 11,919,122 10.6 △ 1,840,578 △ 15.4

11 災害復旧費 5,500 0.0 12,000 0.0 △ 6,500 △ 54.2

12 公債費 19,475,776 17.3 17,316,910 15.4 　 2,158,866 　 12.5

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

112,312,000 100.0 112,354,000 100.0 △ 42,000 △ 0.0

款 別 比 較 増 減 額 増 減 率

歳 出 合 計
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（単位　千円，％）

28年度予算額 構成比 27年度予算額 構成比

1 人件費 18,050,907 16.1 18,548,466 16.5 △ 497,559 △ 2.7

2 物件費 14,371,211 12.8 14,222,903 12.6  148,308  1.0

3 維持補修費 757,866 0.7 751,768 0.7  6,098  0.8

4 扶助費 23,669,325 21.1 23,119,125 20.6  550,200  2.4

5 補助費等 9,203,898 8.2 9,621,467 8.6 △ 417,569 △ 4.3

6 普通建設事業費 12,896,196 11.5 15,275,379 13.6 △ 2,379,183 △ 15.6

1 補助 8,527,916 7.6 9,971,189 8.9 △ 1,443,273 △ 14.5

2 単独 4,368,280 3.9 5,304,190 4.7 △ 935,910 △ 17.6

7 災害復旧事業費 5,500 0.0 12,000 0.0 △ 6,500 △ 54.2

2 単独 5,500 0.0 12,000 0.0 △ 6,500 △ 54.2

9 公債費 19,475,776 17.3 17,316,910 15.4  2,158,866  12.5

10 積立金 119,356 0.1 465,200 0.4 △ 345,844 △ 74.3

12 貸付金 1,861,424 1.6 2,150,425 1.9 △ 289,001 △ 13.4

13 繰出金 11,800,541 10.5 10,770,357 9.6  1,030,184  9.6

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

112,312,000 100.0 112,354,000 100.0 △ 42,000 △ 0.0合 計

平成 28 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 32 件 

拡充事業 23 件 

 〈  〉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 50,108,865 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   

○新 E A   １ ハピリンプロモーション事業 ２４,８００ 

A○新 E A   ２ 足羽山魅力向上事業 １２０,８００ 

３ 福井城址周辺整備事業 １８２,６８５ 

４ 中央公園周辺再整備事業 ３１６,６６２ 

〈５２０,０００〉 

A○新 E A   ５ 優良建築物等整備支援事業 ８３９,０００ 

６ 民間活力をいかした県都の顔づくり事業 ９,８４６ 

A○拡 E A   ７ 中心市街地開業促進事業 １４,０００ 

A○新 E A   ８ 民間によるまちなか活性化活動支援事業 ２２,３６５ 

９ まちなか賑わい創出事業 １７,５００ 

A○拡 E A  １０ 北陸新幹線建設整備事業 ２２３,８３２ 

１１ 福井駅付近連続立体交差事業 １００,０００ 

１２ 福井駅周辺土地区画整理事業 ９３７,５７７ 

１３ えちぜん鉄道・福井鉄道相互乗り入れ関連施設整備事業 ９２,５００ 

１４ 地域コミュニティバス運行支援事業 １９,０００ 

A○新 E A  １５ 自転車走行空間整備モデル事業 ４,２００ 

A○拡 E A   １６ 中心市街地分散型自転車駐車場整備事業 ７,０００ 

政策２ 暮らしを支える社会基盤の整ったまちをつくる  

   １７ 道路整備事業 １,６６４,４４５ 

 １８ 西開発周辺道路整備事業 ２６８,４００ 

   １９ 道路案内標識・道路照明改修事業 １５,０００ 

A○新 E A  ２０ 屋外広告物調査・是正指導事業 １３,５００ 

   ２１ 河川・水路整備事業 ４６３,１５０ 

   ２２ 河川浸水対策事業 １７６,３００ 

 ２３ 総合運動公園整備事業 ６４,０００ 

   ２４ 木造住宅耐震改修促進事業 １２,３００ 

A○拡 E A  ２５ 居住推進支援事業 ７４,２７４ 

A○新 E A  ２６ 東安居団地Ｅ棟整備事業 ４６１,８９５ 

〈８３０,０００〉 

 ２７ 土地区画整理事業  １,１７８,７００ 
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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  

   ２８ 下水道整備事業 ４,１２３,４８９ 

２９ 浄化槽設置補助事業 ６０,１６９ 

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 

   ３０ 都市ガス需要開発事業 １４６,６７９ 

   ３１ 都市ガス整備事業 ４８１,３９３ 

政策５ 安全でおいしい水を安定供給するまちをつくる  

   ３２ 上水道整備事業 ３,１６４,７９９ 

 ３３ 簡易水道整備事業 ８８,７００ 

 

基本目標２ みんなでつくる住みよいまち  予算総額 98,110,659千円 

政策６ ともに責任を担う協働のまちをつくる  

○新 E A  ３４ ボランティア活動支援事業 ４,７８０ 

 ３５ 市民協働推進事業 １,９６９ 

A○新 E A  ３６ 地域の魅力発信事業 ５１,５６２ 

A○拡 E A  ３７ 地域おこし協力隊事業 ７,７２０ 

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  ３８ 国際化推進事業 ２９,５４５ 

   ３９ 消費者教育・啓発事業 ４,８８５ 

政策８ 環境にやさしい持続可能なまちをつくる 

    ４０ 自然活動促進補助事業 １,７００ 

 ４１ 新エネ・省エネで快適くらし支援事業 ４,２００ 

A○新 E A  ４２ 伊自良館木質バイオマス（薪）ボイラー導入事業 ２１,９００ 

A○拡 E A  ４３ 環境推進会議推進事業 ４,７００ 

A○新 E A  ４４ ごみ処理施設整備事業 １２,０００ 

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 

４５ 子ども・子育て支援事業 ６,３６０,５４４ 

４６ 地域子育て支援拠点事業 ５０,０６６ 

４７ 私立保育所等施設整備補助事業 ５３６,２４３ 

A○新 E A  ４８ 子ども一時預かり所運営事業 １３,１３９ 

 ４９ 子ども医療費助成事業 ７７１,０００ 

A○拡 E A  ５０ 児童扶養手当給付事業 １,００３,１４４ 

A○新 E A  ５１ ふく２ベジ・ファースト応援事業 ４,５００ 

A○拡 E A  ５２ 健康診査・がん検診事業 ２６９,５２７ 

A○新 E A  ５３ 胃がんリスク評価事業 ２６,０００ 

５４ 国民健康保険事業 ２８,２１０,０００ 
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   ５５ 臨時福祉給付金給付事業 ３０４,０００ 

A○拡 E A  ５６ 障がい者就労促進事業 ４,９４８ 

５７ 地域介護福祉空間整備等補助事業 ４６５,３０１ 

A○拡 E A  ５８ 地域包括支援センター事業 ３２１,９９０ 

A○新 E A  ５９ 多機能よろず茶屋設置モデル事業 ２,０００ 

A○新 E A  ６０ フェニックス・プラザ施設整備事業 １５０,８００ 

政策 10 事故・災害などに強い安全・安心なまちをつくる   

６１ 消防車両整備事業 １０３,４７６ 

 ６２ 消防団地区分団詰所整備事業 ３２,５００ 

６３ 消防団活動事業 ８,０００ 

 ６４ 町名・街区表示板等整備事業 ４９,５００ 

６５ 非常用貯水装置整備事業 ４１,５７０ 

６６ 交通安全施設設置事業 ６１,０００ 

６７ 市庁舎別館耐震改修事業 １,３２６,０００ 

 

基本目標３ みんなが生き生きと働くまち  予算総額  21,402,954 千円 

政策 11 活力と魅力あふれる商工業のまちをつくる 

６８ マーケット開発支援事業 ５６,２５８ 

A○拡 E A  ６９ 起業家支援事業 ２２,６５６ 

A○新 E A  ７０ 「繊維王国福井」発信事業 ８,０００ 

A○拡 E A  ７１ 地域産品販路拡大促進事業 １４,０００ 

７２ 企業立地支援事業 １２０,０００ 

A○新 E A  ７３ 若年者キャリアアップ助成金事業 １,９００ 

A○拡 E A  ７４ 地元企業就職サポート事業 １,４８９ 

 ７５ Ｕ・Ｉターン就職者正規雇用促進事業 １,２００ 

A○新 E A  ７６ キラリ輝く職場環境づくり推進事業 １,０００ 

７７ 中央スタンド耐震補強事業 ２４２,０００ 

〈４０３,０００〉 

政策 12 福井の魅力を発信する観光のまちをつくる 

 ７８ 「一乗谷」ブランドイメージ向上事業 ３３,１５３ 

A○新 E A  ７９ 一乗谷朝倉特急バス運行事業 ６,３００ 

   ８０ 「まちなか」滞在拠点化事業 ７１,４００ 

 ８１ まごころ笑顔おもてなし事業 ３,５００ 

A○拡 E A  ８２ インバウンド推進事業 ５,５６７ 

   ８３ 福井ＤＥナイト事業 ２,８００ 

 ８４ ガラガラ山周辺再整備事業 ２６８,１７３ 
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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  

 ８５ 園芸総合振興事業 ５０,０００ 

A○拡 E A  ８６ 福井市推奨品目育成支援事業 ８,７５７ 

８７ 砂丘地園芸産地育成事業 ４９,４１８ 

８８ 担い手・農地総合対策事業 ６５,６２０ 

A○拡 E A  ８９ 新規就農者支援事業 ３３,１５０ 

A○新 E A  ９０ 農林水産業Ｕ・Ｉターン促進事業 ４,０００ 

A○拡 E A  ９１ ６次産業化普及促進事業 ３,１５２ 

A○新 E A  ９２ 農林水産物「ふくいブランド」構築事業 １,１６４ 

９３ 海外市場販路開拓事業 １,８９８ 

A○新 E A  ９４ 里地・里山活性化事業 １６,５０５ 

９５ 小羽山整備事業 ４５,９００ 

９６ 多面的機能支払交付金 ４８７,７９６ 

A○新 E A  ９７ 国営土地改良事業負担金 １,５５５,３４４ 

A○拡 E A  ９８ 金福すいか振興事業 ９,９００ 

９９ 間伐材資源有効利用促進事業 ２６,０００ 

１００ 有害鳥獣対策事業 ２７,１０５ 

１０１ 漁村再生交付金事業 ４５,５６９ 

A○新 E A １０２ 地域ふれあい広場整備事業 ９４,０００ 

 

基本目標４ みんなが学び成長するまち   予算総額 7,465,001 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 

A○新 E A １０３ 音楽室エアコン設置事業 ９２,０００ 

A○新 E A １０４ 窓ガラス飛散防止対策事業 ３８,０００ 

１０５ 森田小学校校舎増築事業 ３６０,０００ 

A○拡 E A １０６ いきいき学校生活支援事業 １０８,７８７ 

１０７ 地域に生きる学校づくり推進事業 ２７,５９５ 

１０８ 英語活動推進事業 ３４,２３３ 

A○新 E A １０９ 教育用タブレットＰＣ整備事業 １９,０００ 

１１０ 児童クラブ設置事業 ２１,０００ 

A○拡 E A １１１ 放課後児童健全育成事業 ４２０,１９２ 

A○新 E A １１２ 朝倉ゆめまるランチ事業 ８,８１０ 

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 

１１３ 公民館建設事業 ３００,０００ 

１１４ 少年自然の家耐震化事業 １０,２００ 

A○拡 E A １１５ 福井国体開催準備事業 １３１,６２７ 

１１６ 国体競技施設等整備事業 ２７８,０００ 

A○新 E A １１７ 川西地区地域体育館建設事業 ６,０００ 
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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 １１８ 名勝養浩館庭園魅力向上事業 １１,５００ 

１１９ 一乗谷朝倉氏遺跡整備事業 １２,６００ 

A○新 E A １２０ 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館（仮称）用地取得事業 １３４,０００ 

A○新 E A １２１ 文化会館整備検討事業 １０,０００ 

《６,５００》 

１２２ 自然史博物館企画展事業 ３,９５９ 

１２３ 美術館企画展事業 ３０,０００ 

１２４ 歴史博物館企画展事業 １９,５００ 
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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 

 

○新 E A １ ハピリンプロモーション事業 (都市整備室、自然史博物館) ２４,８００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

7,200    17,600 

 

市内外へのＰＲ活動や、賑わい創出に向けたイベントを実施し、中心市街地への誘客とまち

の活性化につなげます。 

【事業概要】 

（１）ハピリン全体のプロモーション 

パンフレット・ポスター作成、出版社等へのパブリシティ活動 

テレビ・新聞広告等 

（２）賑わい創出イベント 
プロジェクションマッピングイベント等 

     （３）セーレンプラネット開館記念イベント 

 

 

A○新 E A ２ 足羽山魅力向上事業 (都市整備室、公園課、おもてなし観光推進室) 

 １２０,８００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

26,640  67,400  26,760 

 

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

魅力向上を図ります。 

【事業概要】 

（１）足羽山魅力向上計画策定 
    既存施設の再整備を含めた足羽山魅力向上計画の策定 

     （２）足羽山公園・西部緑道整備 

〔整備内容〕 

       ①足羽山公園 駐車場増設、園路舗装更新等 

       ②西部緑道  園路舗装更新、サイン施設更新等 

     （３）まちなか観光周遊バス運行 

         市中心部を周遊するバスの運行（運行日：土日祝日） 

     （４）足羽山情報発信強化 

         足羽山の魅力を紹介するガイドブックおよびスマートフォン等を利用し、イベン

ト情報等を広く発信 

     （５）足羽山あじさい植樹事業 

         市民参加のあじさい植樹イベントを開催 
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３ 福井城址周辺整備事業 (都市整備室) １８２,６８５千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

76,583 46,800 53,100  6,202 

 

    福井駅と城址周辺をつなぐ動線と福井城址周辺の歩行者空間を充実させるなど、緑や賑わい

を楽しむことができるよう整備します。 

【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 南側歩道整備、消融雪設備、車道舗装 等 

       城址周辺道路（市道中央 1-368 号線） 測量、設計 
〔整備方針〕 

・駅と城址を緑でつなぐ、緑豊かでゆったりとした歩行空間の形成 
・木陰ができる四季折々の植栽や修景により、風格のある美しい通りの景観を創出 
・無散水融雪等の整備により、冬でも歩きやすい通りの形成 

 

 

４ 中央公園周辺再整備事業 (公園課) ３１６,６６２千円 

〈５２０,０００千円〉 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

140,850 86,075 80,300  9,437 

 

    福井城址と一体性を高めることで歴史が感じられるとともに、緑が多い開放的な公園として

中央公園およびその周辺の再整備を進めます。 

【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 28 年度～30 年度 

（平成 28 年度～30 年度の継続費設定） 

〔平成 28 年度事業内容〕 

 計画面積 22,000 ㎡の内 9,500 ㎡を整備（第 2 期工事） 

・サンクンガーデン、ドライファウンテン、園路広場舗装、電気機械設備等 

 

 

A○新 E A ５ 優良建築物等整備支援事業 (都市整備室) ８３９,０００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

419,500    419,500 

 

中心市街地の活性化に資する優良建築物等の整備を支援します。 

【事業概要】 

〔事業区域〕 中央 1 丁目地係 

〔事業年度〕 平成 27 年度～30 年度 

〔事業内容〕 調査設計計画費（建築設計等）、土地整備費（建物除却等）に対する補助 

 

 

６ 民間活力をいかした県都の顔づくり事業 (都市整備室) ９,８４６千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   9,792 54 

 

    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。 
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    【事業概要】 

     〔事業区域〕 中心市街地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美しいまちなみづくり、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 
 

 

A○拡 E A  ７ 中心市街地開業促進事業 (商工振興課) １４,０００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 1,500   12,500 

 

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

して開業経費の支援を行うとともに、新たに女性起業家への支援を行います。 

【事業概要】 

     〔事業内容〕 開業経費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） 

     〔事業制度〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A○新 E A ８ 民間によるまちなか活性化活動支援事業 (商工振興課) ２２,３６５千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

3,150    19,215 

 

    まちなかを新たなビジネスチャンスの場として再生するため、民間主導の活発なまちづくり

活動を支援し、まちなかの魅力を創出します。 

    【事業概要】 

     （１）まちなかビジネスチャンス創出事業 

      〔事業内容〕 ①美のまちブランド化推進支援事業 

             ②まちなか再生推進支援事業 

     （２）魅力向上活動支援事業 

      〔事業内容〕 ①フクイ夢アート 

             ②まちなか活性化交流イベント事業 

 

コース A B 

対象 
階層 1 階路面店 2 階以上及び地下 

空き期間 3 ヶ月以上 

支援

内容 

補助率 1／2 1／2 

（上限） 80 万円 30 万円 

備考 

※「福井の食」提供店舗の増額 

 70 万円（計 150 万円） 

 

※「福井の食」提供店舗で、総費用 200

万円以上かつ外観改修（総費用の 1/4

以上）を行う場合の増額 

 150 万円（計 300 万円） 

 

A○新 E A「女性」の出店増額 

 10 万円（計 90 万円） 

※ＩＴ，ﾃﾞｻﾞｲﾝ等のｵﾌｨｽ含む 

 

A○新 E A「女性」の出店増額 

 10 万円（計 40 万円） 
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     （３）響のホール運営支援事業 

      〔事業内容〕 ①プロミュージシャン等の公演開催 

             ②ホール利用者に対する利用料金助成等 

     （４）商店街活性化活動支援事業 

      〔事業内容〕 ①どまんなか祭 

 

 

  ９ まちなか賑わい創出事業 (商工振興課) １７,５００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

1,575    15,925 

 

    中心市街地ならではの文化・情報の集積と発信機能を活かしながら、賑わいの創出と集客力

の向上を図るためのイベントを実施します。 

    【事業概要】 

     （１）まちなか文化催事開催事業 

     （２）まちなか灯りイベント開催事業 

     （３）賑わいイベント推進事業 

      〔事業内容〕 ①まちフェス開催事業 

             ②夜間の賑わい創出事業（よるぶら開催事業） 

 

 

A○拡 E A １０ 北陸新幹線建設整備事業 (新幹線推進室) ２２３,８３２千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 48,775 138,600  36,457 

 
本市の観光、経済、地域の活性化に大きな効果が見込まれる北陸新幹線整備事業費の一部を

負担するとともに、沿線地域の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 

             県：総事業費の 1/3 負担 

             市：県が負担する額の 10％負担 

      〔事業対象〕 用地取得、高架工事等 

     （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、寺前町排水路補修工事 

             中藤新保町道路拡幅工事、大町道路測量試験費等 

     （３）北陸新幹線福井駅舎コンセプト策定事業 

      〔事業内容〕 検討会議の開催、デザインコンセプト策定 

 

 

１１ 福井駅付近連続立体交差事業 (駅周辺整備課) １００,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  90,000  10,000 

 

県都の玄関口にふさわしい活力と魅力あるまちづくりを推進するため、県が実施する連続立

体交差事業の事業費の一部を負担します。 
【事業概要】 
 〔事業内容〕 連続立体交差事業にかかる負担金 
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〔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 

 

 

１２ 福井駅周辺土地区画整理事業 (駅周辺整備課) ９３７,５７７千円 

財源

内訳 

国 県 市債 その他 一般財源 

428,067 27,625 360,600 54,146 67,139 

 

    県都の玄関口にふさわしいまちづくりを進めるため、東口駅前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〕 関連公共施設（道路、東口駅前広場等）の整備及び維持管理等 
 

 

１３ 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) ９２,５００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

42,975  44,200  5,325 

 
えちぜん鉄道と福井鉄道の相互乗り入れ運行開始に伴い、田原町駅周辺の整備などを行います。 

    【事業概要】 

〔事業内容〕 

 ①田原町駅周辺整備         82,500 千円 

   多目的待合所建築、シェルター、駐輪場、照明、ベンチ、植栽 

 ②えちぜん鉄道新田塚駅改良工事   10,000 千円 

   駅ホーム改良等 

 

 

１４ 地域コミュニティバス運行支援事業 (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、地域住民と

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

    【事業概要】 

     〔対象地域〕 ①本格運行地域 酒生、殿下、鷹巣･棗、鶉･宮ノ下･大安寺、日新 

            ②試行運行地域 岡保 

 

 

○新 E A １５ 自転車走行空間整備モデル事業 (自転車利用推進課) ４,２００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    4,200 

 

自転車が安全で快適に走行できるよう、自転車走行空間の整備を行います。 

【事業概要】 

〔対象区域〕 自転車通学者の多い中学校区 

〔整備内容〕 中学校通学路に左側通行路面標示 
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A○拡 E A １６ 中心市街地分散型自転車駐車場整備事業 (自転車利用推進課) ７,０００千円 

財源

内訳 

国   諸収入 一般財源 

2,138   2,187 2,675 

 

分散型自転車駐車場を整備することで中心市街地における路上駐輪を減らし、安全の確保と

景観の保全を図ります。 

【事業概要】 

（１）コインパーキングを利用した屋外自転車駐車場の設置 

（２）空き店舗等を活用した自転車駐車場の社会実験 
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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 

 

１７ 道路整備事業 (監理課、道路課) １,６６４,４４５千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

319,305  1,212,700  132,440 

 

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

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

などの解消を行います。 

【事業概要】 

     （１）道路橋りょう改修事業       466,400 千円 

①道路補修事業 

老朽化した舗装や側溝等の補修 

②側溝改修事業 

経年変化により劣化した側溝の敷設 
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 

福井川西線（新明里橋） 

59,400 

境寺蔵作線（境寺橋） 

間戸線（間戸-間戸-002） 

南部 2-812 号線 

(南部 2-408-西大味) 

単独 橋りょう台帳修正 1,000 

計 60,400 

（２）道路舗装事業           465,000 千円 

舗装新設、打換工事、舗装復旧等 （東部 2-652 号線外） 

（３）歩道整備（バリアフリー）事業   184,400 千円 

既設歩道のバリアフリー化 

         （単位：千円） 

区分 路線名 事業費 
 

補助 

高木市場線 

154,400 

春江森田停車場線 

環状西線（国体関連） 

豊島木田線 

環状西線（社南） 

福井駅北通線 

単独 桜橋線 ほか 30,000 

計 184,400 

（４）道路橋りょう改築事業       548,645 千円 

①道路改築事業           524,000 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） 

379,000 

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） 

環状西線（雪寒） 

単独 東部 2-475 号線 ほか 145,000 

計 524,000 

②過疎対策事業           13,500 千円 

美山地区における道路及び消雪施設の整備 

                    （単位：千円） 

路線名 事業費 

横越椙谷線（道路） 2,500 

川上西手線(道路) 2,000 

横越椙谷線（消雪） 6,000 

蔵作 2 号線（消雪） 1,000 

蔵作川添線（消雪） 1,000 

中手河内線（消雪） 1,000 

③橋りょう整備事業         11,145 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 

［橋りょう名］長左橋（文京 1 丁目地係） 

［事業内容］ 市施工「底喰川」河川改修に伴う橋りょう架替 

［橋りょう名］北部 2-120 号線-開発 4（開発 4 丁目地係） 

 

 

１８ 西開発周辺道路整備事業 (駅周辺整備課) ２６８,４００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

143,000  109,600  15,800 

 

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

あわせ都市計画道路を整備します。 

    【事業概要】 

     〔施行区間〕  都市計画道路 志比口開発線 

〔延長・幅員〕 Ｌ＝810ｍ、Ｗ＝12ｍ 

〔施行期間〕  平成 27 年度～32 年度（予定） 

 
 

１９ 道路案内標識・道路照明改修事業 (監理課) １５,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

8,250  6,000  750 

 

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。 
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    【事業概要】              （単位：千円） 

内 容 箇所 事業費 
 

大型道路案内標識 2 3,000 

道路照明施設（橋りょう部） 8 基 12,000 

計 15,000 

 
 
A○新 E A ２０ 屋外広告物調査・是正指導事業 (監理課) １３,５００千円 

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

 10,125   3,375 

 
 
    福井県屋外広告物条例の改正により、新たな基準に適合しない広告物の早期改善を促すため、

撤去・改修に要する費用の一部を支援します。 
    【事業概要】 

     〔事業期間〕 平成 28 年度～30 年度 

〔補 助 率〕 2/3 

 

 

２１ 河川・水路整備事業 (河川課) ４６３,１５０千円 
財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

92,200 16,200 289,500  65,250 

 
    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

の整備を行います。 
    【事業概要】 
     （１）河川水路整備事業       185,850 千円 

     （２）馬渡川整備事業         49,000 千円 

     （３）底喰川整備事業        228,300 千円 

 

 

２２ 河川浸水対策事業 (河川課) １７６,３００千円 
財源

内訳 

国  市債  一般財源 

48,600  112,800  14,900 

 

    浸水区域の被害を軽減するため、河川水路の改良や排水施設の整備を行います。 

    【事業概要】 

     （１）浸水対策事業          30,300 千円 

〔事業内容〕                          （単位：千円） 

箇所名 事業費 

経田排水 6 号 

30,300 

鷲塚川 

底喰川遊水地排水口 

町屋調整池 

板垣川 

計 30,300 

     （２）開発川流域浸水対策事業    146,000 千円 
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〔事業内容〕 調整池（掘込式）掘削工事、護岸工事、ポンプ設備工事  

             導水路工事 

      〔地  係〕 町屋 1 丁目（市車両基地内） 

 

 

２３ 総合運動公園整備事業 (公園課) ６４,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

30,750  29,400  3,850 

 
    総合運動公園の施設整備等を行います。 
    【事業概要】 
     〔整備内容〕  駐車場整備、フェンス設置工事 
     〔対象エリア〕 東エリア（駐車場整備）、西エリア（フェンス設置） 
     〔事業期間〕  平成 7 年度～30 年度 
 
 

２４ 木造住宅耐震改修促進事業 (建築指導課) １２,３００千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

6,150 3,075   3,075 

   

    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支

援します。 

    【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％（上限 80 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） 

 

 

○拡 E A ２５ 居住推進支援事業 (住宅政策課) ７４,２７４千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

29,139 7,700   37,435 

 

    まちなか地区への居住の誘導や市内全域の住環境の向上を図るため、各種住宅支援を行いま

す。特に、人口減少対策として、Ｕ・Ｉターン世帯を対象にした支援の拡充を行います。 

    【事業概要】 

     （１）まちなか住まい支援事業 

〔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 

21,600 

② 共同建て住宅建設補助 

③ 小規模集合住宅建設補助 

④ 戸建て住宅リフォーム補助 

⑤ 共同住宅リフォーム補助 

⑥ 職住近接住宅リフォーム補助 

⑦ 若年夫婦世帯等家賃補助 7,720 

⑧ まちなか住まいアドバイザー派遣等 419 
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（２）移住・定住サポート事業 

〔事業内容〕                  （単位：千円） 
 

（３）空き家ストック循環利用促進事業 

〔事業内容〕                 （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A○新 E A ２６ 東安居団地Ｅ棟整備事業 (住宅政策課) ４６１,８９５千円 

〈８３０,０００千円〉 

財源

内訳 

国  市債 使用料  

195,832  237,600 28,463  

 

    安全で安心な住環境を提供するため、老朽化した東安居団地Ｅ棟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 7 階建て一部 4 階 

 〔戸   数〕 43 戸 

        （平成 28 年度～30 年度の継続費設定） 

 

 

２７ 土地区画整理事業 (区画整理課) １,１７８,７００千円 

財源

内訳 

国  市債 財産収入等 一般財源 

330,800  452,300 345,262 50,338 

 

    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】 

      森田北東部土地区画整理事業 1,178,700 千円 

      〔施行面積〕 240.4ｈａ 

 

  

補助メニュー 事業費 

① 多世帯同居リフォーム補助  18,000 

② 多世帯近居住宅取得補助  12,000 

③ 若年夫婦世帯等住宅応援家賃補助  5,460 

④ U・I ターン若年夫婦世帯等住宅取得補助  5,000 

補助メニュー 事業費 

① 空き家リフォーム補助  1,600 

② U・I ターン世帯空き家購入補助  1,000 

③ U・I ターン世帯空き家居住家賃補助  1,375 

④ 空き家流通アドバイザー派遣  100 
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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 

 

２８ 下水道整備事業 (下水管理課)         ４,１２３,４８９千円 

財源

内訳 

国 県 企業債 その他 一般財源 

1,165,557 450 2,336,300 499,316 121,866 

 

    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          85.4％ 

   （２）処理人口     227,413 人 

   （３）年間処理水量  62,415,000 ㎥ 

   （４）一日平均処理水量 171,000 ㎥ 

     〔事業内容〕 

     ① 森田、六条、麻生津地区等の管渠整備 

    ② 明里バイパス管整備工事等の雨水対策事業 

     ③ 管渠、ポンプ場及び処理場の改築更新工事 

     〔経費内訳〕 

管渠建設費     3,177,312 千円 

流域下水道建設費    25,729 千円 

改良工事費      919,148 千円 

器具備品費       1,300 千円 

  計       4,123,489 千円 

 
 

２９ 浄化槽設置補助事業 (下水管理課) ６０,１６９千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

13,230 8,820   38,119 

 

    生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する費用に対して

支援を行い、普及促進を図ります。 

    【事業概要】 

〔補助対象者〕 合併処理浄化槽区域（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 額〕 国  設置基準額の 1/2 

(低環境負荷型浄化槽整備推進事業) 

県  設置基準額の 1/3 

             市  浄化槽設置に要する費用の 9 割（住宅以外は 7 割）または補助限

度額から、国及び県の補助額を差し引いた額 

〔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 

 

３０ 都市ガス需要開発事業 (企業局) １４６,６７９千円 
財源

内訳 
   その他 自己財源 

   108,706 37,973 

 
    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・安全性の周知及びガス機器普

及促進事業により、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）ガス機器普及促進事業 
（４）ガス事業者やサブユーザーと連携した新たな需要の開発と広報活動の展開 

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

 

３１ 都市ガス整備事業 (企業局) ４８１,３９３千円 
財源

内訳 

  企業債 その他 自己財源 

  390,000 40,380 51,013 

 

    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 23,514 戸 

 （２）年間供給量 16,647,000 ㎥ 

（３）１日平均供給量  45,608 ㎥ 
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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 

 
３２ 上水道整備事業 (企業局) ３,１６４,７９９千円 

財源

内訳 

国  企業債 その他 自己財源 

10,800  1,600,000 343,100 1,210,899 

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

安定供給するため、水道施設の整備・耐震化を進めます。 

    【事業概要】 

 （１）給水栓数     103,511 栓 

 （２）年間配水量  33,748,000 ㎥ 

 （３）１日平均配水量   92,460 ㎥ 

 

 

３３ 簡易水道整備事業 (簡易水道課) ８８,７００千円 
財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  84,200 1,774 2,726 

 

    老朽化した水道管や滅菌設備の更新を行い、安定した飲料水の供給を図ります。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）簡易水道施設整備事業 

〔整備地区〕 上薬師町 

〔事業内容〕 配水管布設工事、消火栓設置工事ほか 

（２）簡易水道施設更新事業 

〔整備地区〕 神当部町、宇坂別所町、市波町ほか 

〔事業内容〕 滅菌設備更新工事、配水管布設替工事ほか 

（３）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・配水池築造工事、配水管布設工事ほか 

（４）簡易水道地方公営企業法適用準備事業 

〔整備地区〕 美山地区、越廼地区 

〔事業内容〕 地方公営企業法適用のための台帳整備ほか 
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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 

 

○新 E A ３４ ボランティア活動支援事業  (男女参画・市民協働推進室） ４,７８０千円 
財源

内訳 

   その他 一般財源 

   190 4,590 

 

総合ボランティアセンターを拠点に啓発、支援事業を実施することで、市民のボランティア

活動への関心や意欲を高め、実際のボランティア活動に結び付けていきます。 

    【事業概要】 

（１）ボランティアの相談体制強化・情報提供事業 

（２）ボランティアの学習・体験事業 

（３）ボランティアの普及拡大事業 

（４）子どもボランティア活動推進助成事業 

（５）ボランティア受入スキルアップ事業 

（６）災害ボランティア支援事業 
 
 

３５ 市民協働推進事業 (男女参画・市民協働推進室） １,９６９千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

    1,969 

 

    市民、市民活動団体及び行政が連携し、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運営事業 

         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 

         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○新 E A ３６ 地域の魅力発信事業 (まちづくり・国際課） ５１,５６２千円 

 

 

    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活動を支援します。 

    【事業概要】 

（１）地域の魅力発信補助事業 

コース 対 象 内  容 助 成 額 

地域づくり 
まちづくり組織 

（1 地区 1 組織） 

・市外まちづくり団体･地域住

民との交流、情報発信事業 

・地域の現状と目標を見つめ、

問題を解決していく事業 

・地域の魅力を高めるまちづ 

くり事業 

補助対象経費の 2/3 以内 

上限 1,400 千円 

財源

内訳 

  市債 その他 一般財源 

  2,300 44,930 4,332 
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上記の活動を連携で取り組む

場合のみ 

補助対象経費の 10/10 

１地区につき 

最大 200 千円上乗せ 

地域連携 

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 以内 

1 組織につき 

最大 200 千円×地区数 

未来創造 

概ね 16 歳～40 歳

代を中心としたま

ちづくり活動グル

ープ 

まちづくりの新たな担い手で

ある若者が事業実施主体とな

り、地域を活性化させる事業 

補助対象経費の 10/10 

１組織につき 

最大 200 千円 

ふるさと 

発信 

まちづくり組織及

びまちづくり活動

グループ 

地域資源を活用し、福井の魅力

を市外へ発信する事業 

補助対象経費の 10/10 

１組織につき 

最大 200 千円 

 

（２）まちづくり活性化支援事業 

①まちづくり座談会 

広域的な連携のまちづくりを推進するため、公民館ブロックごとに行政側と地区

が意見交換を行う座談会の開催 

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 

幅広い世代へ情報を発信するために必要なスキル習得のための講習会、ＮＰＯ団

体等と協働するためのワークショップ、「観光」をテーマとした講習会等の開催 

 

 

A○拡 E A ３７ 地域おこし協力隊事業 (行政管理室) ７,７２０千円 
財源

内訳 

 県   一般財源 

 650   7,070 

 
    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～ ） 
       国見地区（平成 28 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 ３８ 国際化推進事業 (まちづくり・国際課) ２９,５４５千円 
財源

内訳 

   その他 一般財源 

   26,545 3,000 

 

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。また、ヨーロッパ圏からの訪日外国人観光客（インバウンド）

の獲得に向けた取り組みを進めます。 

【事業概要】 

 （１）ジュニア大使派遣・受入（海外姉妹友好都市） 

 （２）韓国水原市友好都市提携 15 周年記念事業（代表者相互派遣） 

 （３）福井市国際文化交流大使活用事業 

（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）姉妹友好都市等人材活用事業（水原市行政職員受入） 

 （５）ヨーロッパ圏都市交流推進事業 

 

 

３９ 消費者教育・啓発事業 (まちづくり・国際課) ４,８８５千円 
財源

内訳 

国 県  その他 一般財源 

3,238   178 1,469 

 

    自立した消費者の育成を図るため、様々な消費生活問題の情報を分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 

         消費者に様々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を開催 
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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 

 

４０ 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、生き物の保護・再生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〕生き物の保護・再生や自然エネルギーを利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） 

 

 

４１ 新エネ・省エネで快適くらし支援事業 (環境課） ４,２００千円 
財源

内訳 

   その他 一般財源 

   1,891 2,309 

 
低炭素型の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 

     〔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 2 万円） 

雨水タンク 補助対象経費の 1/2 （上限 2 万円） 

太陽光発電設備 1kW 当たり 5 千円   （上限 2 万円） 

太陽熱温水器 補助対象経費の 1/5 （上限 2 万円） 

 

 

○新 E A ４２ 伊自良館木質バイオマス（薪）ボイラー導入事業 (環境課） ２１,９００千円 
財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 13,900 7,800  200 

 
    伊自良温泉で現在使用している重油ボイラーに加え、木質バイオマス（薪）ボイラーを設置

し、公共施設における再生可能エネルギーの導入を進めます。 

   【事業概要】 

    〔所 在 地〕 中手町地係 

    〔整備内容〕 ボイラー室建屋、薪置き場 

    〔設置ボイラー〕 2 次燃焼室付き薪ボイラー 
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A○拡 E A ４３ 環境推進会議推進事業 (環境課） ４,７００千円 
財源

内訳 

   その他 一般財源 

   650 4,050 

 
    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 

    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）里山保全活動活性化事業 

    福井市の豊かな自然を守り育て、将来に伝えていくため、地域住民等と協働し、

市民が自然と親しめる事業を実施 

（３）低炭素まちづくり事業（緑 de 憩いスペース設置事業） 

    環境に配慮した生活のＰＲとまちなかにおける緑の創出として、西武福井店及び

福井駅西口広場にグリーンカーテン等による「憩いスペース」を設置します。また

雨水タンク等をモデル展示し、市の補助事業を周知 

（４）環境教育・啓発事業 

    「みんなの環境学習」、「家庭でできるエコ活動」と題した環境に関する学習会や、

より専門的な知識向上を図る学級制の「ふくい環境ゼミナール」を開催 

（５）環境フェア開催事業 

    福井市の環境活動の取組や環境問題等について分かりやすく市民に啓発するた

めのイベントを開催 

    ○新 （６）「夏の節電コンテスト」実施事業 

    夏場の効果的な節電を促し温室効果ガスの排出削減を図るため、小学生が同居す

る家庭を対象にした節電コンテストを実施 

 

 

○新 E A ４４ ごみ処理施設整備事業 (清掃清美課） １２,０００千円 
財源

内訳 

    一般財源 

    12,000 

 
    老朽化が進むクリーンセンターの今後のあり方について、検討を行います。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 

      ①新ごみ処理施設整備検討委員会の設置 

      ②計画策定業務 

       ・循環型社会形成推進地域計画策定 

       ・新ごみ処理施設整備計画策定 
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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 

 

４５ 子ども・子育て支援事業 (子育て支援室) ６,３６０,５４４千円 

財源

内訳 

国 県 負担金 その他 一般財源 

2,090,373 1,364,158 482,705 50,752 2,372,556 

 

    保育園等の運営や一時預かり事業を実施することで、安心して子育てができる環境を整えます。 

【事業概要】 

     （１）私立保育所委託事業         2,113,000 千円 

         児童福祉法第 24 条に基づき、私立保育園で保育を実施 

〔事業対象〕私立保育園 

     （２）私立教育・保育施設給付事業     3,639,000 千円 

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

      〔事業対象〕私立認定こども園 

私立幼稚園 

   （３）私立教育・保育施設運営費補助事業   462,000 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             90,000 千円 

         私立保育園及び認定こども園において未入園児の一時預かりを行うとともに、私

立幼稚園及び認定こども園において、在園児の通常教育時間外に保育の提供を行う

幼稚園型一時預かりを実施 

      〔事業対象〕私立保育園 

私立幼稚園 

            私立認定こども園 

     （５）すみずみ子育てサポート事業       56,544 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を支援 

  〔事業内容〕一時的保育、保育園等への送迎、家事代行などの支援 

      〔事 業 所〕一時預かり 10 事業所（うち新規 1 事業所）、家庭援助 4 事業所 

            （の～び・のび、ひだまりの家、ハーツきっず等） 

 

 

４６ 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子育て及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 

            （あ・の・ね、赤とんぼ、ハーツきっず、ぱんだルーム等） 
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４７ 私立保育所等施設整備補助事業 (子育て支援室) ５３６,２４３千円 
財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 357,494 142,900  35,849 

                            

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

園の整備に対して支援します。 

    【事業概要】 

     〔対象施設〕私立幼稚園    2 か所 

私立認定こども園 1 か所 

 

 

A○新 E A ４８ 子ども一時預かり所運営事業 (子育て支援室) １３,１３９千円 

財源

内訳 

 県  諸収入 一般財源 

 5,077  4,585 3,477 

 

    ハピリン内に子ども一時預かり所を開設します。 

【事業概要】 

     〔施設規模〕約 150 ㎡ 保育室、ほふく室、事務室 

     〔定  員〕20 人 

 

 
４９ 子ども医療費助成事業 (子ども福祉課) ７７１,０００千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 287,368  89 483,543 

 
    中学 3 年生までの子どもの医療費を助成し、安心して子どもを生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 

         保護者が負担した子どもの医療費に対して助成 

         ただし、小中学生には、１医療機関（科）ごとに、 

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

 

 

A○拡 E A ５０ 児童扶養手当給付事業 (子ども福祉課) １,００３,１４４千円 
財源

内訳 

国    一般財源 

333,333    669,811 

 
    国のひとり親家庭に対する支援強化策として、児童扶養手当の第２子以降の加算額を増額

します。 

    【事業概要】 

     〔制度概要〕 

①増額対象者 

        児童が２人以上いるひとり親家庭等 

      ②支給額 

        児童２人目    最大で月額 10,000 円を加算（現行 5,000 円） 
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        児童３人目以降  最大で月額 6,000 円/人を加算（現行 3,000 円/人） 

 

 

A○新 E A ５１ ふく２ベジ・ファースト応援事業 (保健センター) ４,５００千円 

財源

内訳 

国 県  その他 一般財源 

  
 

 
4,500 

     

ベジ・ファースト（野菜から食べる食習慣）を広く市民に浸透させ、健康づくりをサポート

します。 

    【事業概要】 

（１）食を通じた健康づくり 

    若い世代からの適正な食習慣の普及定着のため、ベジ・ファーストをキャッチ

フレーズに、広く市民に健康づくりを啓発 

（２）働く世代の健康づくり 

     働く世代の健康づくり意識向上のため、企業と連携し健康づくりの啓発に取り

組む 

（３）糖尿病重症化予防 

福井大学と連携し、大学の持つ調査研究機能と専門知識を活用し、有効な糖尿

病対策を構築 

 

 

A○拡 E A ５２ 健康診査・がん検診事業 (保健センター) ２６９,５２７千円 

財源

内訳 

国 県  その他 一般財源 

2,285 25,673  64,626 176,943 

 

    疾病の早期発見と健康づくりを支援するため、健康診査やがん検診を実施します。 

    【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 

    ○拡 （５）がん検診 

         胃がん（腹部エックス線検査・○新 胃内視鏡検査） 

肺がん、大腸がん、前立腺がん、子宮頸がん、乳がん 

 

 

○新 E A ５３ 胃がんリスク評価事業 (保健センター) ２６,０００千円 

財源

内訳 

国 県  その他 一般財源 

 
11,054  2,286 12,660 

 

     血液検査により胃がんリスクを評価し、検診のきっかけづくりや、胃がん予防・早期発見・

早期治療につなげます。 

   【事業概要】 

     〔対 象 者〕 40 歳～69 歳の市民 

〔受診見込数〕約 9,000 人 
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５４ 国民健康保険事業 (保険年金課) ２８,２１０,０００千円 

財源

内訳 

国 県 国保税 その他 一般財源 

5,232,512 1,087,191 5,470,984 13,968,736 2,450,577 

 

    国民健康保険を健全に運営するため税率を改定します。また、保険税の負担緩和措置を行

うとともに、生活習慣病の予防対策などにより医療費の適正化を推進し、財政の健全化を図

ります。 

    【事業概要】 

（１）保険税の改定 一人当たり 2,400 円増 

          総額        約 1 億 2 千 8 百万円増 

税区分 現行 改定後 現行比 

医療保険分 
所得割 7.1％ 7.6％ ＋0.5％ 

均等割 29,600 円 29,900 円 ＋300 円 

（２）保険税負担緩和分繰入金の新設  繰入金 約 2 億 2 千 5 百万円 

 
 

５５ 臨時福祉給付金給付事業 (地域福祉課) ３０４,０００千円 

財源

内訳 

国    一般財源 

304,000     

 
     消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得の低い方々に対して給付金を支給します。 

     

【事業概要】 

     （１）給付対象者  平成 28 年 1 月 1 日現在の住民基本台帳登録者で、平成 28 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 

        加算対象者  給付対象者のうち、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給して

いる者 

     （２）給付額    給付対象者１人につき   3,000 円 

               加算対象者１人につき   30,000 円 

     （３）給付対象者数 約 47,000 人 

加算対象者数 約 3,200 人 

 
 
○拡 E A ５６ 障がい者就労促進事業 (障がい福祉課) ４,９４８千円 

財源

内訳 

国 県   一般財源 

2,474 1,237   1,237 

 
    障がい者の一般企業への就労を支援することで、障がい者の自立を促進します。 

    【事業概要】 

     〔対 象 者〕 障がい者就労施設を利用する障がい者等 

     〔対象者数〕 約 1,000 人（平成 28 年度見込） 

     〔事業内容〕 ①障がい者雇用調整員を障がい福祉課に配置 

②障がい者就労施設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 

③障がい者を雇用する一般企業の開拓 

A○新 E A④障がい者が就労適性を見極めるための短期就労体験の実施 

⑤就職に向けた障がい者と雇用企業間の調整及び支援 
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⑥就職後の定着のための支援 

⑦一般企業就労促進のための研修会及び情報交換会の開催 

 
 

５７ 地域介護福祉空間整備等補助事業 (地域包括ケア推進課) ４６５,３０１千円 
財源

内訳 

国 県 その他   

73,778 388,994 2,529   

 
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、スプリンクラー設置や防災改修などの経費を助

成します。 
    【事業概要】 
     （１）地域密着型サービス事業所整備 

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

     （２）既設施設のスプリンクラー等整備 
（３）認知症高齢者グループホーム等防災改修 

 

 

A○拡 E A ５８ 地域包括支援センター事業 (地域包括ケア推進課) ３２１,９９０千円 
財源

内訳 

国 県  介護保険料 一般財源 

125,576 62,788  70,838 62,788 

 

    地域包括ケアシステムを構築するための地域との連携強化や、高齢者人口の増加に対応する

ため、地域包括支援センターを増設します。 

   【事業概要】 

（１）地域包括支援センター事業 

         日常生活圏域の見直しにあわせ、地域包括支援センターを 9 カ所から 13 カ所に増設 

    （２）地域包括支援センター相談協力員の育成 

         各センターに配置している相談協力員に対して研修等を実施 

 

 

A○新 E A ５９ 多機能よろず茶屋設置モデル事業 (地域包括ケア推進課) ２,０００千円 
財源

内訳 

国 県 支払基金 介護保険料 一般財源 

413 556 462 363 206 

 

    現在の居場所・交流機能を持ついきいき長寿よろず茶屋に、見守りや生活支援の機能を追加

した多機能よろず茶屋に係る費用を補助し、住民主体の地域の助け合い活動を促進します。 

    【事業概要】 

（１）多機能よろず茶屋設置 

         サロン・見守り・生活支援を一体的に提供する多機能よろず茶屋をモデル的に 

2 箇所設置 

     （２）多機能よろず茶屋支援コーディネーター設置 

         多機能よろず茶屋の立ち上げを支援するコーディネーターを設置 
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A○新 E A ６０ フェニックス・プラザ施設整備事業 (行政管理室、地域福祉課) 

 １５０,８００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  134,800  16,000 

 

    フェニックス・プラザに市民福祉会館機能が移転することに伴い、施設整備とともに障がい

者や高齢者に配慮したバリアフリー対応の充実を図ります。 

    【事業概要】 

     〔整備内容〕 ①ハートフル駐車場整備工事 

            ②社会福祉協議会等事務所整備工事 

            ③ボランティアルーム整備工事 

④多目的トイレ整備工事 

⑤南側スロープ設置工事 

⑥点字ブロック及び手すり設置工事 

⑦障がい者対応館内案内設置工事 

⑧シェルター整備設計委託料 
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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 

 
６１ 消防車両整備事業 (救急救助課) １０３,４７６千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 56,500 44,200  2,776 

                                                

    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      2 台 

            ②高規格救急車        1 台 

            ③広報車           1 台 

            ④軽デッキバン消防車     5 台 

 

 

６２ 消防団地区分団詰所整備事業 (消防総務課) ３２,５００千円 
財源

内訳 

  市債  一般財源 

  30,400  2,100 

                         

    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。 

    【事業概要】 

     〔整備地区〕 ①分団詰所  松本地区  旧松本公民館敷地内 

            ②車 庫   日新地区  下水道部資料保管庫（旧日新公民館）敷地内 

殿下地区  殿下分遣所敷地内 

鶉地区   鶉分遣所敷地内 

〔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 ㎡ 

 
 
６３ 消防団活動事業 (消防総務課) ８,０００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 3,763   4,237 

    

    「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」に基づき、消防団の装備の充実

を図ります。 

    【事業概要】 

     （１）防火衣  69 着配備 

  （２）トランシーバー 260 台配備 

  （３）応急処置セット 52 セット配備 

  （４）警戒用ロープ 52 本配備 

 

 

６４ 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) ４９,５００千円 

財源

内訳 
 県   一般財源 
 22,942   26,558 

 

 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。 
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【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 

 
 

６５ 非常用貯水装置整備事業 (危機管理室)     ４１,５７０千円 

財源

内訳 
国  市債  一般財源 

12,960  21,100  7,510 

 

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、非常用貯水装置及び備蓄飲料水

を設置します。 
【事業概要】 

     （１）非常用貯水装置の設置   1 地区（清水西小学校敷地内） 

     （２）備蓄飲料水の設置     1 地区（宮ノ下公民館内） 

 
 

６６ 交通安全施設設置事業 (道路課)   ６１,０００千円 

財源

内訳 

国  市債 その他 一般財源 

7,700  4,700 15,000 33,600 

 
    安全で円滑な交通環境を確保するため、防護柵や道路照明灯などの交通安全施設を整備しま

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 

 

 

６７ 市庁舎別館耐震改修事業 (施設活用推進室)   １,３２６,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

109,748  1,155,400  60,852 

 

    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  延床面積 6,060 ㎡ 

     〔平成 28 年度事業内容〕  

耐震改修及び大規模改修工事、工事監理委託 

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

６８ マーケット開発支援事業 (商工振興課) ５６,２５８千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   45,000 11,258 

 

    市内の中小企業者等が行う新技術・新製品の開発や新たな販路の開拓、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 

         市内ものづくり企業等が行う新技術・新製品の開発などに対して助成 

       〔対象者〕 市内中小企業者、市内中小企業者グループ、市内中小企業団体 

       〔補助率〕 1/2 以内 

     （２）小規模企業者人材育成補助金 

         公的機関等が主催する研修や講座等の受講に対して助成 

       〔対象者〕 市内小規模企業者 

（従業員数：商業・サービス業 5 人以下、その他 20 人以下） 

       〔補助率〕1/2 以内 

     （３）中小企業者等生産拡大設備投資支援補助金 

         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又はそのグループ 
       〔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支援補助金 

         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〕 市内中小企業者又はそのグループ 

       〔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 

         県外又は海外における展示会の開催又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 

       〔補助率〕 1/2 以内 

       ②グループ展示会 

       〔対象者〕 出展企業のうち 3 社以上が市内中小企業者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 
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       〔対象者〕 市内中小企業者、市内中小企業者グループ、市内中小企業団体 

       〔補助率〕 1/2 以内 

     （７）グッドデザイン開発支援補助金 

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

       〔対象者〕 市内中小企業者、市内中小企業グループ 

       〔補助率〕 1/2 以内 

     （８）新事業創出支援補助金 

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

業に対し、研究開発から製造、販路開拓までを対象に助成 

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

       〔補助率〕 2/3 以内 

     （９）中小企業団体人材育成補助金 

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

に対して助成 

       〔要 件〕 参加企業のうち 1/2 以上又は 10 社以上が市内企業 

       〔補助率〕 1/2 以内 

     （10）中小企業団体販路開拓補助金 

         中小企業団体が県外で開催される展示会へ出展する又は県外で独自に展示会を

開催する事業に対して助成 

       〔要 件〕 出展企業のうち 1/2 以上又は 10 社以上が市内企業 

       〔補助率〕 1/2 以内 

 

 

A○拡 E A  ６９ 起業家支援事業 (商工振興課) ２２,６５６千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   20,000 2,656 

 

    新規起業を促進するため、初期投資費用等を補助します。また、女性の起業を促進するため、

新たに女性起業家への支援を行います。 
    【事業概要】 

    ○拡 （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のうち、65 歳未満の方 

      〔補 助 率〕 1/2 以内 

      〔対象事業〕 事業拠点支援（事業所家賃）  

              ・対象期間 開業翌月から 6 か月 

              ・限度額 30 万円 

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

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

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

             生活拠点支援（住居家賃） 

              ・対象期間 開業翌月から 6 か月 

              ・限度額 12 万円 

     （２）ビジネスプランコンテスト開催事業 

         地域を活性化する新事業の創出やベンチャースピリットの醸成を目的として、ビ

ジネスプランコンテストを開催 
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     （３）起業女子支援事業 

         市内での女性による起業を促進するため、起業を考えている女性や起業間もない

女性起業家を対象にセミナーを開催 

 

 

○新 E A ７０ 「繊維王国福井」発信事業 (商工振興課) ８,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    8,000 

 

    繊維王国である福井の高い技術力と福井産繊維の品質の高さを市内外に発信するために、福

井ファッショングランプリを開催します。 
    【事業概要】 

     〔開催場所〕 ハピテラス 

     〔開催日程〕 最終審査会：11 月（ファッションショー形式） 

 

 

A○拡 E A ７１ 地域産品販路拡大促進事業 (商工振興課) １４,０００千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

3,150   630 10,220 

 

    市内企業が開発した農林水産加工品を「ふくいの恵み」として認定し、物産展への出展など

を通じ販路開拓を支援します。 
    【事業概要】 

     （１）「ふくいの恵み」認定事業 

    ○新 （２）お土産開発 

（３）物産展等への出展 

（４）バイヤー向け商談会への出展 
 

 

 ７２ 企業立地支援事業 (商工振興課) １２０,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    120,000 

 

    市内への企業誘致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 

（２）雇用奨励助成金        2 社 

（３）空き工場等活用助成金       5 社 

 

 

○新 E A ７３ 若年者キャリアアップ助成金事業 (労政課) １,９００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,900 

 

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

中小企業に対し助成金を支給します。 
    【事業概要】 

     〔対 象 企 業〕 ①市内に事業所等をもつ中小企業であること 

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

リアアップ助成金の交付決定を受けていること 
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     〔対象労働者〕 ①福井市の住民基本台帳に記載されている者 

             ②正規雇用に転換した日において 35 歳未満である者 

     〔支 給 額〕 ①有期非正規雇用からの転換 対象労働者一人につき 25 万円 

             ②無期非正規雇用からの転換 対象労働者一人につき 15 万円 

 

 

A○拡 E A ７４ 地元企業就職サポート事業 (労政課) １,４８９千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,489 

 

    地元企業への就職を促すため、各種事業を実施します。 

    【事業概要】 

     （１）保護者向け就活応援セミナー開催事業 

         県内外の大学に通う子を持つ保護者を対象にした就活関連セミナーの開催 

      〔事業内容〕 ①Ｕターン就職のポイントの説明や企業人事担当者、Ｕターン経験者と

の座談会 

             ②市内企業見学 

             ③文系大学生の保護者、理系大学生の保護者に分けて開催 

      〔対  象〕 県内外の大学に進学した大学生の保護者 

      〔実施時期〕 1 月～2 月を予定 

    ○新 （２）保護者向け就活相談会開催事業 

         福井での就職活動のサポート方法等について個別アドバイスを行う保護者向け就

活相談会の開催 
      〔対  象〕 県内外に進学した大学生の子を持つ保護者等 

      〔開催回数〕 年 4 回 

      〔開催場所〕 市役所会議室、ハローワーク福井会議室、福井市研修センター等 

      〔相談対応〕 相談者の状況に応じて、ハローワーク福井の職員や中小企業診断士、 

市職員等で対応 

    ○新 （３）地元企業魅力発見セミナー開催事業 

         地元大学生やＵターン就職希望学生と地元企業経営者が福井での仕事について語

り合う座談会の開催 

      〔事業内容〕 学生と地元企業経営者の座談会 

      〔対  象〕 大学（院）、短大、専門学生等 

      〔実施時期〕 2 月頃を予定 

 

 

  ７５ Ｕ・Ｉターン就職者正規雇用促進事業 (労政課) １,２００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,200 

 

    Ｕ・Ｉターン者を正規雇用した市内の中小企業等に対し奨励金を交付することで、市内への

Ｕ・Ｉターン就職を促進します。 

    【事業概要】 

     〔対  象〕 市内に本社、営業所等をもつ雇用保険適用事業所の事業主  

     〔支給要件〕 6 か月以上継続してＵ・Ｉターン者を正規雇用していること 

     〔支 給 額〕 対象者 1 人当たり 120 千円 
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○新 E A ７６ キラリ輝く職場環境づくり推進事業 (労政課) １,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,000 

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

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

     〔対象企業〕 市内に本社をもつ中小企業 

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

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

            ③イクメンやイクボスの養成に取り組む事業 

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

     〔補 助 率〕 1/2 以内 

     〔限 度 額〕 50 千円 

 

 

７７ 中央スタンド耐震補強事業 (公営競技事務所) ２４２,０００千円 

                               〈４０３,０００千円〉 

財源

内訳 

国   その他  

25,561   216,439  

 

    福井競輪場中央スタンド棟の耐震補強を行います。 
    【事業概要】 

 〔事業内容〕 中央スタンド棟の耐震補強、特別観覧室のリフォーム、中央スタンドのク

ラック補修、椅子の取替え等 

 〔工  期〕 平成 28 年 7 月～29 年 8 月 

        （平成 28 年度～29 年度の継続費設定） 

  

- 43 -



政策 12 福井の魅力を発信する観光のまちをつくる 

 

  ７８ 「一乗谷」ブランドイメージ向上事業 (おもてなし観光推進室) ３３,１５３千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   31,432 1,721 

 

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・東郷魅力体感事業 

         一乗谷と東郷エリアで連携して実施する誘客ソフト事業の実施 

     （４）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 

     （５）越前朝倉戦国まつり開催補助金 

     （６）越前朝倉万灯夜開催補助金 

 

 

A○新 E A ７９ 一乗谷朝倉特急バス運行事業 (おもてなし観光推進室) ６,３００千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 3,150  211 2,939 

 

一乗谷朝倉氏遺跡へのアクセス向上を図るため、新たに一乗谷朝倉特急バスを運行します。 

    【事業概要】 

      ルート 福井駅東口～朝倉資料館前～朝倉武家屋敷前～永平寺（門前） 

 

 

  ８０ 「まちなか」滞在拠点化事業 (おもてなし観光推進室) ７１,４００千円 

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

2,745   65,300 3,355 

 

    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 
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８１ 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 

 

 

    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推進事業 

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

親切に迎える「観光おもてなし市民運動」を市民総ぐるみで進める。 

       ①観光おもてなし市民運動推進大会の開催 

       ②おもてなし講習会 

       ③最上級のおもてなし研修 

       ④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」育成事業 

         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を行うことでおもてなしの心を醸成 

 

 

A○拡 E A ８２ インバウンド推進事業 (おもてなし観光推進室) ５,５６７千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    5,567 

   

    海外において本市の観光・物産展の開催や旅行社等へのセールスを実施することで、訪日

外国人観光客（インバウンド）の増加を図ります。 

    【事業概要】 

     （１）台湾向けインバウンド事業 

    ○新 （２）タイ向けインバウンド事業 

    ○新 （３）インバウンド向け外国語表記支援事業 

    ○新 （４）インバウンド向けホームページ作成事業 

 

 

  ８３ 福井ＤＥナイト事業 (おもてなし観光推進室) ２,８００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    2,800 

 

    首都圏、関西圏、中部圏の観光事業者や出版社等を対象とした、本市の観光地めぐりなど魅

力あふれるモニターツアーを実施し、観光情報発信を行います。 

    【事業概要】 

     〔実施期間〕   8 月～10 月にかけて 2 回 

     〔モニター構成〕 総数 40 名 

 

 

  ８４ ガラガラ山周辺再整備事業 (おもてなし観光推進室) ２６８,１７３千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  268,000  173 

 

    平成 29 年春のリニューアルオープンに向け、オートキャンプ場などの整備を進めます。 

財源

内訳 

    一般財源 

    3,500 
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     【事業概要】 

      （１）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〉 

      （２）指定管理者の選定 
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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  

 
８５ 園芸総合振興事業 (農政企画室) ５０,０００千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 37,921   12,079 

 

    産地や農業者の育成、農業所得の維持・増加に向け、園芸生産に必要な施設・機械の導入に

対し支援します。 

    【事業概要】 

     （１）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

ＰＲに係る経費や共同利用施設等の整備に対する支援 

①生産体制確立事業 

〔補助割合〕 市 1/20 以内、県 1/2 以内 

②生産環境整備事業 

〔補助割合〕 市 1/10 以内、県 1/3 以内 

     （２）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） 

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

の整備を支援 

〔補助割合〕 市 1/3 以内       

 

 

○拡 E A ８６ 福井市推奨品目育成支援事業 (農政企画室) ８,７５７千円 

財源

内訳 

    一般財源 

      8,757 

 

    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に対して支援します。 

    【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 

〔補助割合〕 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 

      ○新 ①三里浜砂丘地種苗支援事業 〔補助割合〕 1/2 以内 

②推奨品目種苗支援事業   〔補助割合〕 1/3 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 

〔補助割合〕 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 

〔補助割合〕 1/3 以内 
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８７ 砂丘地園芸産地育成事業 (農政企画室) ４９,４１８千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 39,653   9,765 

 

    園芸産地を再生するため、新規就農希望者の募集や営農相談、農地の斡旋などを行う窓口を

設置するとともに、ハウス等の整備に対して支援します。 

    【事業概要】 

     （１）三里浜砂丘地農業支援センター運営負担金  

         三里浜砂丘地の農業者や新規就農者に対して、きめ細かい支援を行うために設置

した「三里浜砂丘地農業支援センター」の運営にかかる経費を負担 

（２）生産技術高度化施設整備  

         三里浜砂丘地での農産物生産量を増加させるために、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整備と土壌改良材の施用に対し支援 

         〔補助割合〕 市 1/10 以内、国 1/2 以内 

     （３）かんがい施設整備 

         生産技術高度化施設に必要な浅井戸の整備に対し支援 

         〔補助割合〕 市 1/10 以内、県 1/3 以内 

 

 

８８ 担い手・農地総合対策事業 (農政企画室) ６５,６２０千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 65,379    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・法人化に対し支援します。 

    【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中心となる経営体等を定めたプラン作成等の支援 

     （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及び地域に対し協力金を交付 

 

 

○拡 E A ８９ 新規就農者支援事業 (農政企画室) ３３,１５０千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 30,400   2,750 

 

     本市における地域農業の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

に対し支援します。 

【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

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

（２）新規就農者経営支援事業 
        ①就農奨励金 

45 歳以上 60 歳未満の新規就農者に対し奨励金を給付 

〔補助割合〕 市 1/2、県 1/2 
②小農具等整備奨励金 
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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（上限 50 万円） 

A○新 E A（３）新規就農者所得向上事業 

新規就農者を対象に経験豊富で実績のある講師を招き、現地での栽培技術指導

や座学での研修会を実施 

 

 

A○新 E A ９０ 農林水産業Ｕ・Ｉターン促進事業 (農政企画室・林業水産課) ４,０００千円  

財源

内訳 

    一般財源 

    4,000 

 

    都市部でのイベント出展や就農への支援等を実施することによって、農林水産業に魅力を感

じる人のＵ・Ｉターンを推進します。 

【事業概要】 

（１）イベント出展 

就業希望者が多く集まる都市部で行われる農林漁業イベントにブースを出展 

     （２）市単独奨励金 

市内で農林水産業に就業する見込みのＵ・Ｉターン者が研修又は就業する場合、

従来の支援とは別に奨励金を給付  

     （３）Ｕ・Ｉターン見学補助金 

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

行う見学会などのカリキュラムに参加するための交通費や宿泊費を補助 

 

 

A○拡 E A ９１ ６次産業化普及促進事業 (農政企画室) ３,１５２千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    3,152 

 

農林漁業者の所得向上を図るため、６次産業化の取り組みに必要な経費の補助や、農林漁業

者が開発・生産した商品の販路開拓支援を行います。 

    【事業概要】 

     （１）６次産業化経費支援 
         農産物等の加工または販売に必要な施設・機械類の整備に要する経費等を補助 
        〔補助率〕 2/3 以内（上限額 300 千円） 

（２）販路開拓支援 

①商談会等への出展 
    市内や県外で行われる商談会や物産展にブースを出展 

A○新 E A②バイヤーの招聘 
首都圏等からバイヤーを福井に招聘し、生産現場の見学や農林漁業者との商談を

実施 
（３）情報発信 

市内で生産される農林水産物やそれらを原料とする加工品に関して、入手方法・

生産者に関する情報を掲載した販促用パンフレットを作成 
 

 

A○新 E A ９２ 農林水産物「ふくいブランド」構築事業 (農政企画室) １,１６４千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,164 

 

    本市の農産物や加工品を国内外に「ふくいブランド」として売り出すため、国内外での販売
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動向の調査・分析、海外販路拡大に向けた勉強会、香港でのインターネットによる販売等を実

施します。 

    【事業概要】 

     （１）調査・分析 

農林漁業者や加工業者に対し、販路開拓の実態及び意向についてアンケート調

査を実施 

     （２）海外販路勉強会 

         香港及びタイについての国内事業を把握するための勉強会を開催 

     （３）香港でのインターネット販売 

         香港でインターネット販売事業に参入している企業と連携し、香港での販路開

拓を実施 

     （４）ブランド化戦略の構築 

国内外で農産物の販売事業に参入している企業のアドバイスを受けながら本市の

ブランド化戦略を構築 
 
 

９３ 海外市場販路開拓事業 (農政企画室) １,８９８千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    1,898 

 

    台湾において物産展を開催することで、本市の農林水産物や６次産品の海外販路開拓を進め

ます。 

    【事業概要】 
     〔開催場所〕 台湾 台中市 
     〔事業内容〕 本市農林水産物及び６次産品の紹介・販売 
 

 

A○新 E A ９４ 里地・里山活性化事業 (農政企画室) １６,５０５千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 10,179   6,326 

 

地域コミュニティの維持、交流・定住人口の増加を目的とする取組を支援し、里地・里山の

活性化を図ります。 

【事業概要】 

（１）里地・里山活性化会議・説明会 

（２）モデル地区事業 
①美山上味見地区 

②殿下地区 
③東郷地区 
④麻生津地区冬野町 

 

 

９５ 小羽山整備事業 (林業水産課) ４５,９００千円 

財源

内訳 

 県補助金 市 債  一般財源 

 8,820 27,800  9,280 

 

    小羽山及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を整備します。 

【事業概要】 

〔整備期間〕 平成 28 年度～30 年度  
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     〔整備内容〕 敷地・排水整備 

駐車場整備 

散策路整備 

 

 

９６ 多面的機能支払交付金 (農村整備課) ４８７,７９６千円 

 

 

    農業の多面的機能維持のために行われる地域活動に対して支援します。 

【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 

        （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等の補修・更新など施設の長寿命化のための活動へ

の助成 

 

 

A○新 E A ９７ 国営土地改良事業負担金 (農村整備課) １,５５５,３４４千円 

 

 

    国営かんがい排水事業 九頭竜川下流地区（一期事業）の福井市負担分について償還します。 

    【事業概要】 
〔受益面積〕 11,642ha 

     〔工事計画〕 幹線用水路 54.8km 

     〔工  期〕 平成 11～29 年度 

     〔負担割合〕 国 2/3 県 23.8％ 市町 9.53％（うち福井市分 33.927％）    

 

 

A○拡 E A ９８ 金福すいか振興事業 (園芸センター) ９,９００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   1,392 8,508 

 

金福すいか生産量の拡大と品質向上および販売促進に取り組み、本市特産品として普及を進

めます。 

    【事業概要】 

     （１）研究体制の整備とメリクロン苗の作成 

     （２）良質苗の供給 

    ○新 （３）生産農家ハウス補助 

施設による規模拡大にハウス建設費の 1/3 補助 

     （４）巡回指導の強化 

     （５）販売促進事業 

 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 366,946   120,850 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  1,555,300  44 
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９９ 間伐材資源有効利用促進事業 (林業水産課) ２６,０００千円 

財源

内訳 

  市 債  一般財源 

  12,900  13,100 

 

    間伐材資源を有効利用するため、高性能林業機械等の導入及び間伐材の搬出にかかる経費を

支援します。 

    【事業概要】 

（１）間伐促進強化対策事業 

         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/㎥ 

     （２）間伐材等安定供給促進事業 

         高性能林業機械の導入経費に対する支援 

 

 

１００ 有害鳥獣対策事業 (有害鳥獣対策室) ２７,１０５千円 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 8,472   18,633 

 

イノシシやシカ、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 

有害獣による被害を防止するための電気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獣害対策普及推進 

（２）捕獲有害獣処理対策事業 

（３）有害鳥獣駆除対策事業 

里山付近や市街地周辺におけるカラスの駆除 

 

 

１０１ 漁村再生交付金事業 (林業水産課) ４５,５６９千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 37,350 7,300  919 

 

漁船の陸揚げ・係留等の作業の安全及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】 
〔補助内容〕 白浜漁港沖防波堤築造工事 

沖防波堤の築造、消波ブロック設置 
工事施工延長 14.0m 

 

 

○新 E A １０２ 地域ふれあい広場整備事業 (中央卸売市場) ９４,０００千円 

財源

内訳 

  市債   

  94,000   

 

地域交流イベント会場や憩いの場として、また災害発生時には緊急消防援助隊等の宿営地や
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臨時的な避難場所として活用する地域ふれあい広場の整備を行います。 

    【事業概要】 

     （１）所在地  大和田 1 丁目地係 

     （２）事業内容 実施設計 

             広場整備工事 

             トイレ棟及び防災倉庫設置工事  
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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 

 

A○新 E A １０３ 音楽室エアコン設置事業 (教育総務課) ９２,０００千円 
財源

内訳 

国  市債  一般財源 

22,920  51,800  17,280 

 
    夏季における良好な学習環境を確保するため、中学校の音楽室にエアコンを設置します。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 音楽室へのエアコン設置 
     〔実 施 校〕 中学校 19 校  

 

 

A○新 E A １０４ 窓ガラス飛散防止対策事業 (教育総務課) ３８,０００千円 
財源

内訳 

国  市債  一般財源 

12,666  25,300  34 

 
    拠点避難所に位置づけられる小学校体育館の窓ガラス飛散防止対策を進めます。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 体育館の窓ガラスへの飛散防止フィルム貼付 
     〔実 施 校〕 6 校 

（木田・足羽・和田・円山・清明・社西小学校） 

 

 

１０５ 森田小学校校舎増築事業 (教育総務課)  ３６０,０００千円 
財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

68,441 17,280 241,400  32,879 

 

    長期的な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  

〔事業内容〕 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 ㎡ 

 

 

A○拡 E A １０６ いきいき学校生活支援事業 (学校教育課) １０８,７８７千円 

 

   

    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、全小中学校にい

きいきサポーターを配置するとともに、必要に応じ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 

財源

内訳 

    一般財源 

    108,787 
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   〔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 

 

 

１０７ 地域に生きる学校づくり推進事業 (学校教育課) ２７,５９５千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 1,500 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 

 

 

１０８ 英語活動推進事業 (学校教育課) ３４,２３３千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    34,233 

 

    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（27 年度 1 学級 24 回／年） 

  

 

A○新 E A １０９ 教育用タブレットＰＣ整備事業 (学校教育課)   １９,０００千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    19,000 

 

  普通教室での授業においてタブレット端末を使用できる環境を整備することで、ＩＣＴ教育

を推進し、応用力や表現力の育成、学びの意欲向上を図ります。 

    【事業概要】      

〔対  象〕 小学校 42 校 

〔整備台数〕 770 台 

 

 

１１０ 児童クラブ設置事業 (学校教育課) ２１,０００千円 

 

   

    放課後留守家庭児童に遊びと生活の場を提供するため、新たに児童クラブを整備します。 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 14,000 4,300  2,700 
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    【事業概要】 

〔事業内容〕 施設改修、備品購入 
〔整備箇所〕 5 か所 森田（小学校）・啓蒙・清水東・文殊・和田 

 
 

A○拡 E A １１１ 放課後児童健全育成事業 (学校教育課) ４２０,１９２千円 

 

   

    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、児童クラブの運営委託料 

            ②事務諸経費、電気料、借地料 

     〔新規箇所〕 森田（集会場）・上文殊 

〔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 

 
 

A○新 E A １１２ 朝倉ゆめまるランチ事業 (保健給食課)   ８,８１０千円 
財源

内訳 

    一般財源 

    8,810 

 

    郷土の食材やふくいの名物を取り入れた、おいしい給食を実施します。 

    【事業概要】 

     （１）ふくいの食を取り入れた献立 

        子どもに人気のある献立に、郷土の食材やふくいの名物を取り入れた「朝倉ゆめま

るランチ」を年２回実施 

     （２）朝倉ゆめまるの学校訪問 

        朝倉ゆめまるが学校を訪問し、楽しい給食を演出 

  

財源

内訳 

 県 市債 その他 一般財源 

 271,224 3,600 1 145,367 
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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 

 

１１３ 公民館建設事業 (生涯学習室) ３００,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  279,100  20,900 

 

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

    【事業概要】 

     （１）中藤島公民館移転新築 

〔所 在 地〕 高木町地係 

〔事業内容〕 建築工事、設備工事、備品購入等 

〔構  造〕 鉄筋コンクリート造 2 階建  

〔延床面積〕 746.68 ㎡ 

     （２）建設用地調査設計費 

      〔事業内容〕 用地調査、工事設計委託等 

 

 

 １１４ 少年自然の家耐震化事業 (青少年課) １０,２００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

3,000  6,300  900 

 
    安全で安心な施設環境を確保するため、体育館の耐震化工事を行います。 

    【事業概要】 

      少年自然の家体育館の耐震補強工事 
 
 
A○拡 E A １１５ 福井国体開催準備事業 (国体・障害者スポーツ大会推進室) 

 １３１,６２７千円 

財源

内訳 

 県  その他 一般財源 

 58  100,000 31,569 

 

    平成 30 年開催の福井しあわせ元気国体・障害者スポーツ大会に向けて、広報・機運醸成活

動や大会運営の準備、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、PR グッズ等の作成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 

・会場設営に関する競技会場仮設物等設計業務及び競技会場周辺道路や乗降所調査          

 等に関する輸送交通等調査業務の委託 

（２）国体運営費基金積立金 

 
 

１１６ 国体競技施設等整備事業 (スポーツ課) ２７８,０００千円 

財源

内訳 

 県 市債 その他 一般財源 

 77,166 113,100 50,000 37,734 

 
    平成 30 年に開催される「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体
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育施設の改修を行います。 

    【事業概要】 

     （１）わかばテニスコート改修 

（２）きららパークグラウンド改修 

（３）地域体育館改修（西体育館、南体育館） 

（４）大島グラウンド改修 

 

 

A○新 E A １１７ 川西地区地域体育館建設事業 (スポーツ課) ６,０００千円 

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  4,500  1,500 

                        
    スポーツ環境の充実を図るため、川西地区地域体育館建設に向けた準備を行います。 

    【事業概要】 

     （１）用地調査・測量業務委託 

（２）不動産鑑定業務委託 
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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 １１８ 名勝養浩館庭園魅力向上事業 (文化課) １１,５００千円  

財源

内訳 

国   その他 一般財源 

4,215   5,457 1,828 

 

    国指定文化財である名勝養浩館庭園の魅力を向上させ、まちなか観光の充実を図ります。 

    【事業概要】 

（１）茶席 

 御月見ノ間にてお茶席開催 

    ○拡 （２）養浩塾 

         伝統工芸や日本酒文化等に触れる体験講座の開催 

    ○新 （３）庭カフェ 

         芝生広場に仮設カフェを設置 

         （４）魅力発見事業 

         ライトアップ、○新 写真コンテスト、○新 シンポジウム開催   

    ○新 （５）旅行ガイドブック広告掲載 

    ○新 （６）多言語対応ＨＰ開設 

 

 

１１９ 一乗谷朝倉氏遺跡整備事業 (文化課) １２,６００千円  

財源

内訳 

国 県 市債  一般財源 

2,000 666 8,700  1,234 

                

    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）唐門修理事業 

     （２）復原町並町屋屋根修理事業 

     （３）復原町並施設改修事業 

         ガイダンス施設へのエアコン設置、障がい者用トイレの自動ドア化 

 

 

○新 E A １２０ 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館（仮称）用地取得事業 (文化課)  

１３４,０００千円  

財源

内訳 

  市債  一般財源 

  120,600  13,400 

                

    一乗谷朝倉氏遺跡の魅力向上を図るため、県が進める博物館建設事業の用地取得及び市道等の

移設を進めます。 

    【事業概要】 

     〔事 業 内 容〕   博物館用地の取得 
               市道・用水路・水道管の移設工事設計業務委託 

〔取得予定地〕   安波賀中島町地係 
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A○新 E A １２１ 文化会館整備検討事業 (文化課) １０,０００千円  

《６,５００千円》 

財源

内訳 

    一般財源 

    10,000 

                

    老朽化が進む文化会館の今後のあり方について、再整備も含めた検討を行います。 

    【事業概要】 

      文化会館整備基本構想及び基本計画策定 

（平成 29 年度の債務負担行為設定） 

 

 

１２２ 自然史博物館企画展事業 (自然史博物館) ３,９５９千円  

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   316 3,643 

 

    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 81 回特別展「昆虫たちのメッセージ～守り伝えたい福井の自然環境～」（仮称） 

      〔会  期〕 平成 28 年 3 月 ～ 5 月 

     （２）第 82 回特別展「旅をするタネ～生命のタイムカプセル～」（仮称） 

      〔会  期〕 平成 28 年 7 月 ～ 9 月 

     （３）第 83 回特別展「蝶蛾コレクション～舞姫たちのつどい～」（仮称） 

      〔会  期〕 平成 29 年 3 月 ～ 5 月 

 
 

１２３ 美術館企画展事業 (美術館) ３０,０００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   21,100 8,900 

 

    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「篠山紀信展 写真力」 

〔会  期〕 平成 28 年 6 月 ～ 7 月 

（２）企画展「憧れの欧米への旅 竹久夢二展」 

〔会  期〕 平成 28 年 7 月 ～ 8 月 

（３）企画展「ジュディ・オング倩玉 木版画展」 

〔会  期〕 平成 28 年 9 月 ～ 11 月 

（４）企画展「ウィリアム・モリス展」 

〔会  期〕 平成 29 年 2 月 ～ 3 月 

 

 

１２４ 歴史博物館企画展事業 (郷土歴史博物館) １９,５００千円 

財源

内訳 

   その他 一般財源 

   15,079 4,421 

 

    郷土の歴史と文化に誇りを持つことができるよう、親しみやすく関心度の高い企画展を開催

します。 

    【事業概要】 

（１）春季特別展「江戸の小袖の春夏秋冬」 

〔会  期〕 平成 28 年 3 月 ～ 5 月 
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（２）夏季特別陳列「大坂の陣と福井藩」 

〔会  期〕 平成 28 年 7 月 ～ 8 月 

（３）秋季特別展「福井の仏像－白山を仰ぐ人々と仏たち－」 

〔会  期〕 平成 28 年 10 月 ～ 11 月 

（４）春季特別展「刀に彫る－刀身彫刻の世界－」 

〔会  期〕 平成 29 年 3 月 ～ 5 月 
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自主財源
51,672,243

46.0%

依存財源
60,639,757

54.0%

市税

44,676,000

39.8%

諸収入
3,395,699

3.0%

分担金及び負担金

539,944

0.5%
使用料及び手数料

1,618,726

1.4%

その他
1,441,874

1.3%

市債

19,566,200

17.4%

地方交付税
10,180,000

9.1%

国庫支出金

14,265,771

12.7%

県支出金

8,995,786

8.0%

地方消費税交付金

5,500,000

4.9%

地方譲与税
888,000

0.8%

地方特例交付金

140,000

0.1% その他交付金

1,104,000

1.0%

歳 入
１,１２３億
１,２００万円

平成28年度 一般会計予算の内訳

歳 入

（単位：千円）
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議会費

701,167

0.6%

総務費

9,558,441

8.5%

民生費

40,274,136

35.9%

衛生費

5,213,121

4.7%

労働費

560,754

0.5%
農林水産業費

5,161,164

4.6%

商工費

2,850,714

2.5%

土木費

14,860,135

13.2%

消防費

3,472,548

3.1%

教育費

10,078,544

9.0%

災害復旧費

5,500

0.0% 公債費

19,475,776

17.3%

予備費

100,000

0.1%

歳 出
１,１２３億
１,２００万円

歳 出（目的別）

（単位：千円）
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義務的経費

61,196,008

54.5%

投資的経費

12,901,696

11.5%

その他の

経費

38,214,296

34.0%

人件費

18,050,907

16.1%

扶助費

23,669,325

21.1%

公債費

19,475,776

17.3%

普通建設事業費

12,896,196

11.5%

災害復旧事業費

5,500

0.0%

物件費

14,371,211

12.8%

補助費等

9,203,898

8.2%

繰出金

11,800,541

10.5%

貸付金

1,861,424

1.6%

維持補修費

757,866

0.7%

その他

219,356

0.2%

歳 出
１,１２３億
１,２００万円

歳 出（性質別）

（単位：千円）
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市税収入の推移

445  

431  
435  

442  
440  

447  

439  

434  
436  

441  
436  

250

300

350

400

450

500

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

億円 

予算 

決算 

（決算見込み） 
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