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平成２５年度当初予算の規模

◎ 般会計の予算規模は ４ ７７１億円 （対前年度比０ ０％増）◎ 一般会計の予算規模は ４，７７１億円 （対前年度比０．０％増）
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一般会計 477,068 476,882 186 ＋0.0% 

特別会計 13,573 13,071 502 ＋3.8% 

企業会計 32,398 30,364 2,034 ＋6.7% 

計 523,039 520,317 2,722 ＋0.5% 
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平成２５年度当初予算 ５つの重点施策

１１ 新幹線時代にふさわしいまちづくり新幹線時代にふさわしいまちづくり

２２ 新たな時代に飛躍する産業新たな時代に飛躍する産業

３３ 地域間競争を勝ち抜く観光・ブランド戦略地域間競争を勝ち抜く観光・ブランド戦略

４４ 暮らしやすさを高める環境・医療・福祉暮らしやすさを高める環境・医療・福祉

５５ 未来を支える人づくり未来を支える人づくり５５ 未来を支える人づくり未来を支える人づくり
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平成２５年度当初予算 ５つの重点施策

１１ 新幹線時代にふさわし まちづくり新幹線時代にふさわし まちづくり１１ 新幹線時代にふさわしいまちづくり新幹線時代にふさわしいまちづくり

○ 新幹線の整備促進

○ 県都デザイン戦略の実行

○ 新幹線駅周辺のまちづくり

○ 地域交通対策の促進

3



新幹線の整備促進新幹線の整備促進

北陸新幹線建設事業 （１ ７７３百万円）北陸新幹線建設事業 （１，７７３百万円）

・九頭竜川橋りょう設計

・高架橋設計

芦原温泉駅 九頭竜川橋りょう

高架橋設計

・新北陸トンネル掘削工事

・環境調査 など 福井駅

南越（仮称）駅南越（仮称）駅

長野
金沢

福井

富山

新潟上越
（仮称）北陸新幹線

敦賀駅

新北陸トンネル

高崎

福井

敦賀

名古屋

大阪
東京

大宮

敦賀駅
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東海道新幹線



県都デザイン戦略の実行県都デザイン戦略の実行

県都デザイン戦略推進事業 （６６百万円）県都デザイン戦略推進事業 （６６百万円）

・山里口御門復元整備に向けた埋蔵文化財調査、基本設計等の実施

・石垣を活用した県民会館跡地周辺整備への支援

やまざとぐち

・石垣を活用した県民会館跡地周辺整備への支援

・幕末の旧跡や異人館等、歴史拠点の整備構想策定への支援

・足羽川の水辺環境の保全整備足羽川の水辺環境の保全整備

やまざとぐち

山里口御門

御廊下橋
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【県民会館跡地周辺整備イメージ】

【御廊下橋から続く山里口御門】



新幹線駅周辺のまちづくり新幹線駅周辺のまちづくり

福井駅西口中央地区市街地再開発支援事業 （１９０百万円）福井駅西口中央地区市街地再開発支援事業 （１９０百万円）

福井駅周辺土地区画整理支援事業 （３０６百万円）

・福井の玄関口にふさわしい駅前広場および・福井の玄関口にふさわしい駅前広場および

再開発ビルの整備を支援

北陸新幹線沿線市町まちづくり支援事業 （ 百 円）
【駅西口広場の完成イメージ】

北陸新幹線沿線市町まちづくり支援事業 （５百万円）

・敦賀延伸を活かした「まちづくり」を応援

【 芦原温泉駅イメージ 】 【 敦賀駅イメージ 】【南越（仮称）駅イメージ 】【 福井駅 】
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地域交通対策の促進地域交通対策の促進

並行在来線対策事業 （５百万円）並行在来線対策事業 （５百万円）

・並行在来線対策協議会における協議

ぜ 鉄道 福 鉄道相 れ推進事業

【福井鉄道】 【えちぜん鉄道】

えちぜん鉄道・福井鉄道相互乗り入れ推進事業 （２５２百万円）

・相互乗り入れに必要な鉄道施設の整備に要する経費への支援

年度＜２５年度＞

えちぜん鉄道福大前西福井駅の改良工事

福井鉄道田原町駅の線路接続工事 他福井鉄道田原町駅の線路接続工事 他

海外製車両導入事業 （７８百万円）

・土佐電鉄で走行していた海外（ドイツ）製

車両を福井鉄道に導入
【福井鉄道が導入する海外製車両】

超小型ＥＶの利用促進事業 （４百万円）
・軽自動車よりも小さい超小型電気自動車を導入

【福井鉄道が導入する海外製車両】
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・観光地や日常生活での利用に向け実証

【超小型ＥＶ】



平成２５年度当初予算 ５つの重点施策

２２ 新たな時代に飛躍する産業新たな時代に飛躍する産業２２ 新たな時代に飛躍する産業新たな時代に飛躍する産業

○ 活力ある産業の創出

○ 新しい時代の農業の推進新 時代 農業 推進

○ 嶺南地域における産業の振興
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活力ある産業の創出活力ある産業の創出

医療産業創出支援事業 （７百万円）医療産業創出支援事業 （７百万円）
・繊維、眼鏡、機械などの高度なものづくり技術を

活用した医療産業への参入を支援

【産地で作られた新たな製品例】

産地ブランド向上支援事業 （８百万円）

活用 た医療産業 参入を支援

【産地で作られた新たな製品例】
(ステーキナイフ)・産地の知名度向上のため、国際見本市への出展や

専門家からの高い評価の獲得を目指す活動等を支援

ふくい産業遺産・手しごと継承事業 （８百万円）

・長年にわたって使用されてきた製造設備・器具および・長年にわたって使用されてきた製造設備・器具および

手工業的生産が行われている製品・製造技術の保存・

活用や継承を応援
【産業遺産 だるま窯】【産業遺産・だるま窯】

県内成長企業生産拠点拡大促進補助金 （１，２２３百万円）、
企業立地促進補助金 （４６１百万円） などを引き続き実施
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企業立地促進補助金 （４６１百万円） などを引き続き実施



新しい時代の農業の推進

６次産業化推進事業 （３２百万円）

新しい時代の農業の推進

・新たに６次産業化に取り組む農林漁業者の裾野を

広げ、加工業者とのマッチングにより商品化

６次産業化推進事業 （３２百万円）

企業的園芸参入支援事業 （２０４百万円）

広げ、加 業者と ッチ グにより商品化

【ミディトマトと加工品 】【菜種油】

企業的園芸参入支援事業 （２０４百万円）

・電気料金割引優遇制度を活かした大消費

地向け業務用野菜生産施設を誘致向 業務用野菜 産 設 誘致

・坂井北部丘陵地や三里浜砂丘地において

大規模園芸を行う農業法人を育成大規模園芸を行う農業法人を育成
【大規模生産施設】

おいしい福井米生産体制整備事業 （４４６百万円）

・すべての集荷施設において、「特Ａ」を取得した

福井米の食味検査による区分集荷や品質向上を実施

おいしい福井米生産体制整備事業 （４４６百万円）
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福井米 食味検査による区分集荷や品質向 を実施

【食味検査による区分集荷】



嶺南地域における産業の振興嶺南地域における産業の振興

嶺南地域中小企業の特別相談窓口強化事業 （３百万円）嶺南地域中小企業の特別相談窓口強化事業 （３百万円）

・常設の特別相談窓口を設け、企業の経営改善や商品力、販売力の向上を支援

総合相談 敦賀商工会議所

嶺南地域の産品販売支援事業 （ 百万円）

総合相談 敦賀商工会議所

技術相談 若狭湾エネルギー研究センター

嶺南地域の産品販売支援事業 （４０百万円）
・嶺南地域の産品を取り扱う嶺北のスーパー等への

定期的な物流を支援定期的な物流を支援

・大手ネット通販サイトでの特集ページの開設等 【嶺北での産品販売の様子】

・定置網の新設とあわせ、出荷調整用生簀および

定置網漁業による地域活性化事業 （１００百万円）

加工施設の設置により魚価を向上

・定置網を活用した漁業体験や釣堀などを観光資源

として利用
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として利用

【定置網の水揚げ 】



平成２５年度当初予算 ５つの重点施策

３３ 地域間競争を勝ち抜く観光 ブランド戦略地域間競争を勝ち抜く観光 ブランド戦略３３ 地域間競争を勝ち抜く観光・ブランド戦略地域間競争を勝ち抜く観光・ブランド戦略

○ ２６年度北陸新幹線開業・舞若道開通に向けた

観光誘客の拡大観光誘客の拡大

○ 「福井の魅力」発信の強化○ 「福井の魅力」発信の強化

○ 「食」を活かしたブランド戦略の強化○ 「食」を活かしたブランド戦略の強化
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２６年度北陸新幹線開業 舞若道開通に向けた観光誘客の拡大２６年度北陸新幹線開業・舞若道開通に向けた観光誘客の拡大

プ観光まちなみ魅力アップ事業 （１８０百万円）

＜整備箇所＞＜整備箇所＞

あわら市あわら温泉地区

まち歩きが楽しめる通りの石畳化や「湯のまち広場」まち歩きが楽しめる通りの石畳化や 湯のまち広場」

の整備等

敦賀市金ヶ崎周辺 【あわら市・湯のまち広場のイメージ】

赤レンガ倉庫の整備、鉄道と港のジオラマの展示等

若狭町三方五湖周辺

花と光をテーマにした縄文ロマンパークの再整備等花と光をテーマにした縄文ロマンパークの再整備等

＜２５年度に計画策定＞

小浜市小浜西組周辺 福井市浜町界隈

永平寺町永平寺門前 南越前町今庄宿
【今庄宿】【今 宿】
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野外恐竜博物館整備事業 （１５９百万円 債務負担行為１６９百万円）野外恐竜博物館整備事業 （１５９百万円 債務負担行為１６９百万円）

第４次恐竜化石発掘調査事業 （４８百万円）

・恐竜化石発掘現場で実物足跡化石等の見学や

化石発掘体験ができる野外博物館の整備に着手化石発掘体験ができる野外博物館の整備に着手

（２６年夏オープン予定）

「恐竜王国ふくい」体験ツアー造成事業 （４百万円）
【野外恐竜博物館のイメージ】

・夏休みを中心に、恐竜博物館での化石発掘や奥越の自然・食等を体験する

滞在型ツアーを実施

中京 関西方面から 直行バ を運行・中京・関西方面からの直行バスを運行

アジア恐竜シンポジウム開催支援事業 （１１百万円）

・アジアにおける恐竜研究の拠点化を目指して「アジア恐竜協会」を設立し、

国際シンポジウムを開催
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・特定史跡区域内県道沿いの電柱の地中化

トフ ンを使 た遺跡情報の案内

一乗谷朝倉氏遺跡魅力創出事業 （４０百万円）

・スマートフォンを使った遺跡情報の案内

・約５００点の新たな所蔵品の公開 等

【 乗谷朝倉氏遺跡資料館】【一乗谷朝倉氏遺跡資料館】

越前古窯拠点整備事業 （２７百万円）
・地元の古民家を活用し、魅力ある拠点施設の整備に着手

若狭歴史民俗資料館（若狭歴史博物館(仮称)）リニューアル

事業 （１４９百万円 債務負担行為 ２９３百万円）事業 （１４９百万円 債務負担行為 ２９３百万円）

・若狭の特徴である仏像や祭りを中心に展示を一新

・嶺南の歴史文化を学ぶ拠点施設として機能を強化

【越前古窯拠点に活用する古民家】

嶺南の歴史文化を学ぶ拠点施設として機能を強化

海浜自然センターリニューアル事業 （３３５百万円）

・若狭湾の魚介類の生態、特性を体感できる展示に更新

・三方五湖の自然や生き物などの魅力を紹介
【海浜自然センター】
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「福井の魅力」発信の強化「福井の魅力」発信の強化

「福 を売 む誘客プ 強 （ ）「福井」を売り込む誘客プロモーション強化 （２３百万円）

・観光プロモーションビデオの制作

沿線エリアでの戦略的魅力発信 （４８百万円）

・大型広告等の掲出や出向宣伝の実施

（新）東京、（新）上野

大宮、高崎、長野、金沢
【大型広告掲出】

福井県の物産と観光展開催事業 （４８百万円）

・大手百貨店において本県への観光誘客と県産品の販売を促進客

（新）大宮、東京、大阪等
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【物産と観光展】



「食」を活かしたブランド戦略の強化

銀座サテライトショップ新規開業事業 （２６百万円）

「食」を活かしたブランド戦略の強化

銀座サテライトショップ新規開業事業 （２６百万円）

・ふくい南青山２９１のサテライトショップを

東京銀座に出店東京銀座に出店

・首都圏で売れる食品の開発や販路開拓を支援

ふくいフード首都圏販路開拓事業 （１３百万円）
【サテライトショップのイメージ】

ふくいフード首都圏販路開拓事業 （１３百万円）

・農・水産加工品や菓子・スイーツなどの各商品分野の専門家を活用して、

首都圏で売るパッケージデザイン開発や商品の改良を実施首都圏で売るパッケージデザイン開発や商品の改良を実施

・南青山２９１や銀座サテライトショップにおいてテスト販売を

実施し 首都圏の高級スーパーや百貨店へ販路を拡大

【首都圏向け商品の例】

実施し、首都圏の高級スーパーや百貨店へ販路を拡大
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【首都圏向け商品の例】



・「ふくい味の週間（１１月第２日曜日～第３日曜日）」

味わい学ぶ「ふくい 味の週間」推進事業 （２６百万円）

において、食に関係するイベントを『集中』して開催

・新たに「ふるさと知事ネットワーク」参加県の

自慢 農林水産物等 集自慢の農林水産物等を一同に集めて販売 【ふくい 味の祭典】

福井県産米販売強化事業 （２４百万円）福井県産米販売強化事業 （２４百万円）

・通常より大きな網で選別したり、良い環境で

育てたブランド米を企画販売し 「特Ａ」を

【統 名称「に ぽんのふるさと福井 厳選米」 】

育てたブランド米を企画販売し、「特Ａ」を

取得した福井米をＰＲ

・統一名称「にっぽんのふるさと福井 厳選米」
【統一名称「にっぽんのふるさと福井 厳選米」 】

統 名称 に ぽん ふるさと福井 厳選米」

による首都圏等での販売強化

「越前・若狭のさば」振興事業 （４百万円）

・「浜焼きさば」など伝統的なサバ料理を、近海で

18
水揚げされた国産サバを用いて提供

【浜焼きさば 】



平成２５年度当初予算 ５つの重点施策

４４ 暮らしやすさを高める環境 医療 福祉暮らしやすさを高める環境 医療 福祉４４ 暮らしやすさを高める環境・医療・福祉暮らしやすさを高める環境・医療・福祉

○ 豊かな自然環境の保全・活用

○ 結婚・子育て対策の充実

○ がん対策の強化

○ 健康づくりの推進
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豊かな自然環境の保全 活用豊かな自然環境の保全・活用

ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ国際会議開催事業 （１９百万円）ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ国際会議開催事業 （１９百万円）

・会議期間を含む一週間を「ＳＡＴＯＹＡＭＡウィーク」と位置付け、

こども環境教育フォーラムなど県民が参加できるイベントの開催こども環境教育フォ ラムなど県民が参加できるイ ントの開催

・保全活動に参加する若者の育成、里山を活かした地域づくり

※ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ国際会議※ Ｏ イ シアティブ国際会議

開催期間：25年9月11日（水）～14日（土）

【第３回国際会議の様子】
（インドのハイデラバ ド）

里山環境保全・活用支援事業 （５百万円）

・生物の生息地保全など湿地環境の再生を行う地元活動の支援

（インドのハイデラバード）

水月湖「年縞」普及事業 （４百万円）

年縞 特徴を解説したパネ や 作成 研究成果発表会・年縞の特徴を解説したパネルやＤＶＤの作成、研究成果発表会

等で活用

※年縞とは プランクトンなどの死骸や土が年輪のように湖底に堆積されたもの

20
※年縞とは、プランクトンなどの死骸や土が年輪のように湖底に堆積されたもの

【水月湖の年縞】



結婚 子育て対策の充実結婚・子育て対策の充実

ゆとりある働き方と子育ての実現プロジェクト （１６百万円）

１歳になるまでは育児休業を取得 １～２歳児は短時間勤務の活用を推進

０歳 １歳 ２歳 ３歳

・企業において、初めての１歳までの

育児休業取得に対し奨励金を支給

・育児短時間勤務利用者の保育時間

短縮に対する保育料の軽減育児休業取得に対し奨励金を支給

（０歳児育児休業応援企業奨励事業）

短縮に対する保育料の軽減

（育児短時間勤務応援事業）

出会い 縁結び活動促進事業 （１百万円）

・結婚相談員、地域の縁結びさんへの活動支援や

出会い・縁結び活動促進事業 （１百万円）

成果に対する顕彰

・婚活イベントの情報発信や企業間交流を促進

21
【料理教室による出会いイベント】



がん対策の強化

がん検診受診者拡大事業 （１２百万円）

がん対策の強化

【がん検診】

・がん検診受診券の発行対象者を拡大
１９万人 → ３１万人

・がん専門医が連携して、若手医師の育成と

がん専門医等育成事業 （２７百万円）【医療体制】

がん診療の技術向上を支援

がん医療センター機器整備事業 （１４百万円）

【がん検診】

がん医療センタ 機器整備事業 （１４百万円）

・更新時期を迎えた放射線治療装置の

更新方法の検討・設計

がん患者相談支援推進事業 （２百万円）【患者支援】

更新方法 検討 設計

がん患者相談支援推進事業 （ 百万円）

・がん患者等が気軽に病気に関する相談が

できる窓口を地域の中に開設
【放射線治療装置】

域 中 開設
【放射線治療装置】
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健康づくりの推進

みんなでチャレンジ健康習慣アップ事業 （１百万円）

健康づくりの推進

・「みんなで歩こうプロジェクト」

市町と連携しウォーキングの参加者を拡大

・「みんラジ」（みんなでラジオ体操）の推進

職場でのラジオ体操推進のためインストラクターを派遣 【ラジオ体操の推進】

ふくいの食と健康づくり普及事業 （４百万円）

・低塩分で野菜を多く使った「ふくい健幸美食」を広く発信・低塩分で野菜を多く使った「ふくい健幸美食」を広く発信

・飲食店での提供に加え、スーパー等の惣菜に拡大

・家庭版メニューを作成し 家庭に拡大家庭版メニュ を作成し、家庭に拡大

◆栄養のバランスが取れています！

◆低カロリー！（目安：600～800キロカロリー）

◆低塩分！（目安：３ｇ程度）

◆１日に必要な野菜が１／３以上！

◆県内産の食材や福井らしい食材を使用！

23【ふくい健幸美食】



平成２５年度当初予算 ５つの重点施策

５５ 未来を支える人づくり未来を支える人づくり５５ 未来を支える人づくり未来を支える人づくり

○ 「福井型１８年教育」の推進

教員 授業 学 向 対策 強○ 教員の授業力と学力の向上対策の強化

○ 子どもの個性や才能を伸ばす教育の実践○ 子どもの個性や才能を伸ばす教育の実践

○ 高校再編に伴う施設の整備○ 高校再編に伴う施設の整備

○ 教育文化施設の整備

○ 国体開催に向けたスポーツの振興
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「福井型１８年教育」の推進「福井型１８年教育」の推進

保護者や祖父母を対象とした出前家庭教育講座

幼児教育推進事業 （２０百万円）

・保護者や祖父母を対象とした出前家庭教育講座
の開催

保育所 幼稚園と小学校の円滑な接続のための・保育所、幼稚園と小学校の円滑な接続のための
カリキュラムの実証化

【幼児教育講座】

中高一貫教育校（併設型）設置事業（１百万円）

【幼児教育講座】

・全体構想、施設・設備等の検討

中高 貫教育校（併設型）設置事業（１百万円）

・保護者等への説明会の開催
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教員の授業力と学力の向上対策の強化

高校生学力向上推進事業 （２７百万円）

教員の授業力と学力の向上対策の強化

・各学校の授業名人等による「若手教員授業力向上塾」を開催

「授業改善重点実践校 を指定し 授業改善プラ を実施

高校生学力向上推進事業 （２７百万円）

・「授業改善重点実践校」を指定し、授業改善プランを実施

優良授業モデル等実践事業 （２百万円）優良授業モデル等実践事業 （２百万円）

・授業名人等の優良授業モデルＤＶＤを

活用した授業改善

英語力向上事業 （４９百万円）

【英語の授業】

英語力向上事業 （４９百万円）

・ＮＨＫ語学番組講師による教員研修の実施

・小学校４年生に対し、英語版童話や動画を全校に整備

・中学校でのイングリッシュ・シャワーの実施
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子どもの個性や才能を伸ばす教育の実践子どもの個性や才能を伸ばす教育の実践

「夏休み科学実験チャレンジ教室」事業 （１百万円）

・理科好きな中学生３００名に対し、技術者等による

専門的知識の講義や実験指導の実施専門的知識の講義や実験指導の実施

芸術教育推進事業 （５百万円）

・小・中学校での弦楽器クラブ活動の推進

・高校弦楽部のレベルアップ

【バイオリンの演奏】

高校弦楽部 ッ
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高校再編に伴う施設の整備

若狭高校・若狭東高校施設等の整備 （１７百万円）

高校再編に伴う施設の整備

若狭高校 若狭東高校施設等の整備 （１７百万円）

坂井総合産業高校（仮称）施設等の整備 （５０６百万円）

・新たな職業教育に必要な実習施設等の整備

・将来の地域産業を支える人材を育成するための施設整備

教育文化施設の整備

青少年体験活動施設整備事業 （４０百万円）

教育文化施設の整備

福井ふるさと文学館（仮称）整備事業 （３３百万円）

【福井ふるさと文学館（仮称）のイメージ】
・施設整備のための基本設計等の実施
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国体開催に向けたスポ ツの振興国体開催に向けたスポーツの振興

「福井しあわせ元気国体」開催準備事業 （３２百万円）「福井しあわせ元気国体」開催準備事業 （３２百万円）

・学校や県・市町の庁舎に広報用横断幕を掲出

・マスコットキャラクターの制定

【福井国体広報用横断幕イメージ】

「福井しあわせ元気国体」市町競技施設整備費補助事業 （１０１百万円）

・市町競技会場の改修等に対する補助市町競技会場の改修等に対する補助

（２５年度）丸岡スポーツランド（坂井市）

桜橋総合運動公園（南越前町）

競技力向上対策事業 （３４２百万円）

・国民体育大会や各種スポーツ大会に向け

計画的に選手強化対策を実施 【中野希望選手による指導教室】
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