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～ 事業内容の見方について ～ 

 

 

１ 事業名称の先頭に 

 

 「」とあるのは、２６年度当初予算の新規事業です。 

 

 「」とあるのは、２６年度当初予算において事業内容の拡充を行った事業です。 

 

 

２ 項目の欄に 

 

「（施策番号○○○○）」とあるのは、各種事業を体系的に整理するために付与した番号です。 

（例 Ｐ１ ◇「これから１００年企業」育成プロジェクト （施策番号１０１１） ） 
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福井新々元気宣言の実現  

 

福井新々元気宣言の実現 

 

１ 元気な産業 

 

（１）技術と戦略で勝ち抜く福井の産業 

 

  ◇新成長産業の創出と誘致（施策番号１０１２） 

 

＜新成長産業の創出＞ 

 

 

  医療産業創出支援事業                  （産業労働部地域産業・技術振興課） 17,985

[9,062]  繊維、眼鏡などの加工技術を活かした医療関連製品の開発を進め、医療展示会への出展

等により販路を拡大します。 

事業内容  国内 大規模の医療展示会（ＨＯＳＰＥＸ ＪＡＰＡＮ）への共同出展 

 医療関連展示会等の誘致 

医療学会や機器展示会への出展支援 

    補助率 県１／２ 

 

 新技術事業化スピードアップ補助金             （産業労働部地域産業・技術振興課） 63,247

  環境エネルギー、医療福祉などの新成長分野における早期事業化や、小規模企業の底上

げのため、技術開発から販路開拓までを一貫して支援します。 

 対象事業 補助率 補助限度額 補助件数 補助対象経費 補助期間 

重点支援（環境

ｴﾈﾙｷﾞｰ分野など

成長分野） 

県 

２／３ 

１社あたり 

１，０００万円
４件 

販路開拓費 

原材料費 

機械装置費等

１～２年 早期事業化支援

（成長分野以外）

県 

１／２ 

１社あたり 

  ５００万円
２件 

小規模企業有望

技術発展支援 

県 

２／３ 

１社あたり 

  １００万円
１０件 

 

[60,247]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  炭素繊維の世界市場獲得事業                   （産業労働部地域産業・技術振興課） 107,606

  炭素繊維複合材料の研究開発を加速させ、国内外の自動車、航空機メーカー等に国際展

示会を活用して強くアピールし、新しい販路を開拓します。 

事業内容 炭素繊維複合材料の量産・大型成型技術の確立に向けた研究開発、民間企

業の共同研究支援 

     炭素繊維強化複合材料の世界 大級展示会（ＪＥＣ）への福井ブース出展 

国の大型プロジェクト参加研究者の招へい 

[ ― ]

予 算 額 
[25年度当初予算額] 

（単位：千円） 
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福井新々元気宣言の実現  

 

 

＜ＩＴ企業の集積化＞ 

 

  ふくいｅ－オフィスプロジェクト                   （産業労働部商業振興・金融課） 4,205

  ウェアラブルコンピュータ（※）などの県外ＩＴ企業を誘致し、地場産業の技術との融

合を図り、特に福井国体時に活用可能な製品の開発を重点的に支援します。 

  事業内容  コンピュータ関連企業の誘致にかかる補助制度の創設 

   補助対象経費 事務所等資産の取得・改修等、事務機器のリース、

通信回線使用料、新規地元雇用にかかる費用 

          補  助  率 県１／３ （市町１／３） 

（通信回線使用料、地元雇用費用は県） 

        「ウェアラブルコンピュータ製品」を活用した実証実験を行う企業に対

する経費の支援 

補助上限額  １社あたり５０万円 

     福井国体での使用につながる製品を奨励(１社あたり１００万円） 

          ※ウェアラブルコンピュータ 

眼鏡や時計など、身に付けることができるコンピュータ 

[ ― ]

 

  ＩＴ活用起業化支援事業                      （産業労働部産業政策課） 52,647

  県内におけるＩＴを活用した起業化支援拠点として、県産業情報センターを再整備し、

企業間交流から生まれる新たなビジネスの発展を図ります。 

  事業内容 入居スペースの小割化、コワーキング（共働利用）スペースの設置 

       Ｅビジネスプランコンテストの開催 等 

[ ― ]

 

 

＜企業誘致の強化＞ 

 

  企業誘致強化プロジェクト                    （産業労働部企業誘致課） 8,844

［ ― ］  都市圏の企業に対するトップセールスを実施し、企業誘致を強化します。 

  事業内容 都市圏（東京、大阪、名古屋）における企業誘致カンファレンスの開催 

       大手企業の設備投資に関するリサーチの実施 

 

  企業立地促進補助金                       （産業労働部企業誘致課） 426,997

［461,459］  県内に新たに立地、増設を行い、新規雇用を伴う投資等を行う企業に対して助成します。 

  対 象 業 種 一般製造業、先端技術産業、試験研究所、 地域資源活用型産業 

  補助対象経費 土地取得・造成費、建物建設費、機械装置整備費 

  補  助  率 １０～２０％ 

 

 産業団地整備事業補助金                          （産業労働部企業誘致課） 15,100

  企業誘致の基盤となる市町の産業団地整備を支援します。 

  事業内容 用地測量、設計経費の補助 

  実施市町 敦賀市、美浜町 

  補 助 率 県２／３ 

９月補正

[31,200]

 

 

 

 

 

 

 

 
－2－



福井新々元気宣言の実現  

 

 

 

 

 ◇「これから１００年企業」育成プロジェクト（施策番号１０１１） 

 

＜新たな手法を活用した販売促進＞ 

 

  オリンピック・国体用品販路獲得事業           （産業労働部地域産業・技術振興課） 2,431

［ ― ］  スポーツ用品メーカーや大会主催者に対して本県の幅広い分野の製品や技術を提案し、

東京オリンピックや国体における県産品活用につなげます。 

  事業内容 スポーツ用品メーカーによる 新ニーズ勉強会、提案会の開催 

伝統工芸品等の組織委員会への売り込み 

 

  ふくい「ＨＵＢＴＡＥ（羽二重）」ブランド発信事業    （産業労働部地域産業・技術振興課） 4,000

［ ― ］  生地などの製造を主に手掛ける本県繊維産地から 終消費者へ情報を直接発信し、産地

の認知度向上と活性化を図ります。 

  事業内容 福井産繊維製品を表すブランド名等の考案、産地オリジナル商品の開発 

メディアや小売店におけるＰＲの支援 

  実施主体 県織物工業組合 

  補 助 率 県１／２ 

 
  県産品売る力強化事業                     （産業労働部産業政策課） 9,343

［ ― ］  企業が自ら「売る力」を身につけるため、専門家が直接指導する体制を整備し、商品の魅

力のストーリー化とセールストークなどの販売ノウハウの向上（「言える化」）を図ります。 

  事業内容 自社製品を紹介する販売ツールとしてモデル事例集を作成 

 
  ふるさと産品ギフトマーケット拡大事業            （産業労働部商業振興・金融課）     7,893

  メイドインふくいの商品やサービスを掲載したカタログギフトに高価格帯のコースを追

加し、県内外における県産品の販路を拡大します。 

  事業内容 県産品を掲載したカタログギフトの作成（３千円、５千円、 １万円の 

３コースを設定） 

         利用例：記念品、県外へのお土産、結婚式の引出物、お中元・歳暮等 

[5,639]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  研究開発型企業等立地促進事業               （総合政策部電源地域振興課） 110,916

  嶺南地域において研究開発機能の強化と産業の育成・創出を図るため、研究開発部門の

新増設を行う企業を支援します。 

  補助対象者 嶺南地域において新たに３人以上の研究者を配置する研究開発型企業 

  補助対象経費 研究開発経費（人件費、原材料費、機械装置等） 

  補 助 率 県１／２ 

[ ― ]
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福井新々元気宣言の実現  

 

 

＜新分野進出等の支援＞ 

 
  ふくいの逸品創造ファンド事業          （産業労働部産業政策課、地域産業・技術振興課） ファンドの運

用益（7 千万

円）を活用 

 

  恐竜や伝統的工芸品など本県の特色ある分野を新たに支援対象とし、地域資源を活用し

た創意工夫ある事業を推進します。 

  事業内容  恐竜関連新商品開発の支援  

 重点（成長産業）分野に挑戦する企業の支援 

スポーツ・医療関連分野展開、新たな土産品開発 

 農産品等を活用した新事業展開等を支援 

新商品の開発・販路開拓、 海外市場開拓、 事業承継に伴う 

新事業展開 

        企業連携による新商品開発等を支援 

繊維、眼鏡、農商工、 伝統的工芸品分野の連携 

  補 助 率 県１／２～２／３ 

  財源内訳 ファンド５０億円（県１０億円 国４０億円）の運用益  

  事業期間 １９～２９年度 

 
 ふるさと企業育成ファンド事業            （産業労働部産業政策課、地域産業・技術振興課） ファンドの運

用益（１億円）

を活用 

 

  県内金融機関と連携して創設したファンドを活用し、県内中小企業の新分野進出や優秀

な人材確保を支援します。 

  事業内容 新分野展開スタートアップ支援事業 

         既存事業の経営資源を活用した多角化や事業転換への助成 

           補 助 率 県２／３ 

           補助上限額 １，０００万円 

       ものづくり人材育成修学資金貸与事業 

         県内ものづくり企業へ就職を希望する理工系大学院生に月額６万円を

貸与（県内企業に継続して７年勤務した場合返還免除） 

  財源内訳 ファンド１００億円（県２０億円 民間金融機関８０億円）の運用益 

  事業期間 ２３～３３年度 

 

  事業承継モデル支援事業                    （産業労働部産業政策課） 1,619 
［ ― ］   企業の新陳代謝を促進するため、新規創業希望者と後継者不在の課題を抱える中小企業

を結び付け、円滑な事業承継を支援します。 

  事業内容 商工会議所、商工会を通じた承継者・被承継者の発掘とマッチング 

 

  事業転換促進資金の創設                         （産業労働部商業振興・金融課） 400,000

  経済環境の変化に対応して事業転換を図る中小企業者の資金繰りを支援する新しい融資

制度を設けます。 

融資対象 現在の事業を縮小（廃止を含む）し別事業を開始する中小企業者 

資金使途 既存債務の借換に必要な資金および新規の事業資金 

融資期間 １０年以内 

融資限度額 ８，０００万円 

融 資 枠 ２０億円 

［ ― ］
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福井新々元気宣言の実現  

 

 

＜中心市街地の活性化＞ 

 

  おもてなし商業エリア創出事業                     （産業労働部商業振興・金融課） 66,679

  県内商業者の魅力ある個店づくりや、中心市街地におけるにぎわい・交流を創出する活

動を支援し、県内外からの誘客を促進します。 

  事業内容 ハード整備等に対する支援 

県がまちづくりを支援する地域に外部専門家を派遣 

実施主体 市町 

補 助 率 県１／２ （市町１／２） 

上記地域における個店のリノベーション・新築に対する助成 

    実施主体 市町 

    補 助 率 県１／４ （市町１／４） 

対象事業費 ２００～６００万円 

個店のリノベーション・新築、地域資源を活用した新商品開発に対する

融資 

産業活性化支援資金、開業支援資金における保証料補給１／２ 

ソフト事業に対する支援 

中心市街地におけるにぎわいを創出する新たな商業ゾーンの形成に対

する支援 

実施主体 商工会議所、市町等 

対象経費 店舗賃借料、備品購入費、広告宣伝費等 

補 助 率 県１／３～３／４ 

事業期間 ２６～３０年度 

[ ― ]

 

 

＜制度融資の充実＞ 

 
 セーフティネット資金の確保                 （産業労働部商業振興・金融課） 8,045,150

〈債務負担行為〉

<55,184> 

[8,045,150]

  経営安定資金、資金繰り円滑化支援資金の融資枠を引き続き確保し、消費税増税による

売上減少などの影響を受けている中小企業者の資金繰りを支援します。 

  経営安定資金〔金融機関への預託金４０億円、保証料補給金４５，１５０千円〕 

    融 資 枠 ２００億円 

    融資限度額 ８，０００万円 

    資金使途 設備資金および運転資金 

    融資期間 ７年以内 

    融資利率 年１．３％（セーフティネット保証付きの場合 年１．２％） 

    保証料補給 セーフティネット保証を利用した借入れの場合、保証料の 

          １／３を軽減 

資金繰り円滑化支援資金〔金融機関への預託金４０億円〕 

    融 資 枠 ２００億円 

    融資限度額 ８，０００万円 

    資金使途 既往借入金の借換え等のために必要な資金 

    融資期間 １０年以内 

    融資利率 年２．０％（セーフティネット保証付きの場合 年１．７％） 

    ※セーフティネット保証：特に業況の厳しい中小企業に対する特別保証   
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 小規模事業者経営改善貸付（マル経資金）利子補給       （産業労働部商業振興・金融課） 18,660 

〈債務負担行為〉

<30,000>
  消費税増税による売上減少等により小規模事業者の経営に支障を来たさないよう、小規

模事業者経営改善貸付に対して、引き続き利子補給を行います。 

  小規模事業者経営改善貸付（マル経資金） 

    融 資 枠 ３０億円   

    融資限度額 ２，０００ 万円 

    資金使途 設備資金および運転資金 

    融資期間 設備資金 １０年以内  運転資金 ７年以内 

    融資利率 １．６０％ 

    支援内容 年０．５％を県が利子補給（対象は２６年度の借入分とし、借入時

から２年間利子を補給） 

 

  事業転換促進資金の創設 再掲（Ｐ４）                （産業労働部商業振興・金融課） (400,000)

 
 

＜嶺南地域の経済対策＞ 

 

 嶺南消費喚起キャンペーン事業                      （産業労働部商業振興・金融課） 106,892

  嶺南地域への域外からの観光客に対して、消費額に応じた特産品等を進呈することによ

り消費を喚起するキャンペーンを実施します。 

  事業内容 嶺南地域の小売店や飲食店、民宿等協賛店での消費額に対し１割相当の地

域特産品、商品券等を進呈 

進呈した商品のモニタリング 

対  象 嶺南地域以外に居住する者 

実施期間 ２６年４月、９月に開始予定 

商品総額 ２５～２６年度 １億円 

９月補正

[28,609]

 

 嶺南企業人材スキルアップ支援事業                        (産業労働部産業政策課) 1,898

  嶺南地域の原発関連企業等の受注拡大のため、従業員のスキルアップ研修を支援します。 

事業内容 事業所外の研修費および賃金の一部を助成 

対象企業 ２５年度または直近３か月の平均売上高が前年または前々年度より１０％

以上減少している機械器具保守業者 

９月補正

[4,895]

 
 

 ◇ふくいを本拠にグローバルシフト（施策番号１０１３） 

 

  ふくいバンコクビジネスサポートセンター運営事業           （産業労働部産業政策課） 19,366

  県内企業の関心が高まる東南アジアにおいて、企業の事業展開をサポートするため、タ

イに支援拠点を新設します。 

  事業内容 県内企業拠点開設支援、販路開拓支援、ビジネスコーディネーターによる

専門的支援、観光客誘致等 

  開設時期 ２６年１１月（予定） 

[ ― ]
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 ふくい貿易促進機構運営事業           （産業労働部産業政策課・地域産業・技術振興課）   65,189
［78,742］  県内企業の海外展開を支援するため、県内および海外に支援拠点を設置し、アジア市場

への販路拡大を促進します。 

  事業内容 ビジネスサポート拠点の運営 

         ふくい貿易促進プラザ（福井）において県内企業の相談に対応 

         ふくいバンコクビジネスサポートセンターを新設（再掲） 

上海ビジネスサポートセンターにおいて中国、香港、台湾での事業所

開設や販路開拓等を支援 

（香港事務所を閉鎖し、香港・台湾での支援業務を上海に集約） 

       現地企業とのマッチング支援 

         台湾企業と連携したアジア市場開拓に向けたビジネスマッチング等 

 

 

 ◇若者に雇用と所得を（施策番号１０１４） 

 

  若者就職支援センター（ジョブカフェ）運営事業         （産業労働部労働政策課）   123,410

  求職中の若者の正規就職を促進する機能等を充実させ、若年者の就職支援を強化します。 

  事業内容  中小企業の採用活動、職場環境改善に関する講座の開催 

         大学生と先輩社会人との交流会の開催 

         就職応援セミナーの開催 等 

［122,602］

 

 

  地域人づくり事業（緊急雇用基金事業）             （産業労働部労働政策課） 802,500

［ ― ］  地域の産業や社会情勢等の実情に応じた多様な人づくりにより、若者や女性、高齢者等

の潜在力を引き出し、民間の活力を用いた雇用の拡大および処遇改善を図ります。 

  事業内容 新たに失業者を雇い入れて人材育成を図る事業 

       在職者に対する賃金上昇など処遇改善を図る事業 

実施方法 民間企業、団体等への委託事業 

財  源 緊急雇用創出事業臨時特例基金 

 

 

 社会人キャリアアップ支援事業                   （産業労働部労働政策課） 1,400
［1,400］ 社会人が企業で働きながら大学等で学びなおし、長期的にキャリアアップを図ることが

できるよう支援します。 

  事業内容 企業に在籍したまま、放送大学の全科履修生として入学した者（学士の学 

位を有している者を除く）への奨励金  ７万円／人 

       学びなおしモデル企業の認定 

       学びなおしに関する情報発信 

 

 

 離転職者等能力開発推進事業                   （産業労働部労働政策課） 263,300

［288,490］  離職者等を対象とした職業訓練を実施し、再就職に向けた資格取得や能力向上を支援し

ます。 

  事業内容 介護・福祉、ⅠＴ系等成長分野の訓練コースなど、民間教育訓練機関での

座学訓練と企業実習を組み合わせた訓練の実施 等 
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（２）新しい方向をひらく農林水産業 

 

  ◇農業から「食料産業」へ（施策番号１０２１） 

 

  ふくいの農業・農村総合対策会議開催事業                 （農林水産部） 1,130 

[ ― ]   ＴＰＰ交渉や国の政策の見直しなどによる本県農業への影響や課題に適切に対応するた

め、将来の方向性を議論します。 

 

 

＜収益性の高い米づくり＞ 

 

  水田農業大規模化・園芸導入事業          （農林水産部水田農業経営課・園芸畜産課） 200,000

[ ― ]  収益性の高い農業経営への転換を図るため、営農規模の拡大や新たに園芸経営の導入を

目指す集落営農組織の育成を支援します。 

  事業内容 営農組織１００ha規模のメガファーム化推進 

１０haを超える規模への拡大と法人化を図る集落営農組織等の育成 

新規集落営農組織の育成 

園芸経営を取り入れる集落営農組織の育成 

  補 助 率 県１／３～１／２ 

事業期間 ２６～２８年度 

 

  土に有機を福井の水田パワーアップ事業             （農林水産部水田農業経営課） 3,836

[ ― ]

 

  土壌分析結果に基づく土づくり肥料を使用する「秋の田起こし」を推奨し、１等米比率

の向上を図ります。 

  事業内容 「秋の田起こし」の推進 

水田土壌分析の実施 

       生産者に対する土づくり指導、土づくりの効果のフィードバック 

  事業期間 ２６～２７年度 

 

 環境保全型農業支援事業                    （農林水産部水田農業経営課） 49,866
[50,541]

 

  化学肥料や農薬を５割以上低減した栽培に加え、生物多様性の保全に効果の高い営農活

動を支援します。 

  事業内容 レンゲやクローバーなどの作付け、冬期湛水（たんすい）管理等 

         支援交付金 ３千円～／１０ａ 

  実施主体 農業者、活動組織 

  補 助 率 県１／４ （国１／２ 市町１／４） 

 

 水稲新品種「ポストこしひかり」の開発              （農林水産部水田農業経営課） 6,673

[3,976]

  

  消費者の好みにあった、作りやすく、環境にやさしい水稲の次世代品種の開発を行い、

２９年度の品種登録出願を目指します。 

  事業内容 新品種として有望な１００種を１０種に選抜 
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＜集落営農等へ農地集積＞ 

 

  農地中間管理事業                      （農林水産部水田農業経営課） 104,605

[ ― ]  農地中間管理機構を活用し、担い手への農地の集積・再配分・面的集約化を推進します。 

  事業内容 ふくい農林水産支援センターに農地中間管理機構を設置 

       担い手への農地の集積・集約の推進 

  事業期間 ２６～３０年度 

  財  源 農業構造改革支援基金等 

 

  地域農業確立支援事業                    （農林水産部水田農業経営課） 328,711 

[120,944]  地域農業のあり方を定めた「人・農地プラン」に基づき、農地集積を進める地域への農

地の出し手に対して協力金を交付します。 

  交付対象   農地中間管理機構へ自作地を貸し付けた農業者 

            ３０万円～／戸  

        農地中間管理機構へまとまった農地を貸し付けた地域 

   ２万円～／１０ａ 

  財  源 農業構造改革支援基金 

 

 

＜園芸基盤の拡大＞ 

 

 「次世代大規模施設園芸」整備事業                 （農林水産部園芸畜産課） 751,000

[ ― ]  大規模園芸施設、加工施設、出荷センターを一体的に整備し、生産から調製・出荷まで

取り組む農業法人等を支援します。 

 補 助 率 国１／２ 県１／１０ （市町１／１０） 

   実施主体 農業生産法人等 

 

 自然光利用型の連棟ハウス整備事業                  （農林水産部園芸畜産課） 120,000
９月補正

[120,000] 
  自然光を利用する大型ハウスによる通年出荷型の大規模園芸を支援します。 

 事業内容 施設建設、栽培装置の導入 （１箇所） 

        補助率 国１／２ 県１／１０ （市町１／１０） 

       経営初期の雇用支援（嶺南地域 １００万円／年を５年間） 

   実施主体 農業生産法人、農業生産者集団等 

 

 企業的園芸支援事業                       （農林水産部園芸畜産課） 500,410

[203,610]   ＬＥＤ等を利用した屋内の大規模園芸設備等による企業的園芸を支援します。 

  実施主体 新規参入する農業生産法人、一般法人 

         補 助 率 産出額３千万円以上 県１／３ 

              産出額６千万円以上 県１／２ 

       大規模生産設備を設置する一般法人 

         補 助 率 県１／３ 

 

 園芸産地総合支援事業                      （農林水産部園芸畜産課） 112,710

[119,050]  施設園芸や加工用野菜の生産に加え、県外向けに高単価で計画的に大量出荷する産地を育

成します。 
  事業内容 施設園芸の導入、加工用野菜の生産、共同利用施設の高度化 

         補助率 県１／３  

       産出額１億円以上を目指す産地の育成に必要な施設整備等 

         補助率 県１／３  
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＜特色のある産地づくり＞ 

 

 砂丘地園芸産地育成事業                      （農林水産部園芸畜産課） 157,530

[47,730]  ラッキョウやミディトマト、メロンなど高品質な作物が生産される三里浜砂丘地において

新規農家の参入を促進します。 

  事業内容 具体的な経営プランの提案などを通じた新規就農の促進 

         補助率 県１／２ 

       新規農家を早期育成するために必要な遊休農地の優良化 

         補助率 国１／２ 県２／１０ （市３／１０） 

       高品質な作物を生産する施設の導入等 

         補助率 国１／２ 

 

 
 いきいき里山特産品育成事業  

（部局連携：農林水産部園芸畜産課、県産材活用課、総務部市町振興課、安全環境部自然環境課） 

9,934

[ ― ]

  くずやナツメ等、里山の特産品の育成・活用を促進するとともに、国産生産の需要が高

まっている薬草を新たな特産品とするための実証研究を行います。 

  事業内容 里山の特産品づくり 

里山にある特産品の生産振興、商品開発等を支援 

          補助率 県１／２ 

薬草の栽培適地の検証（薬草の産地づくり） 

       特産品を活かした地域づくり 

薬膳料理開発など薬草を活かした地域づくりを支援 

 

  園芸研究センター機能強化事業               （農林水産部水田農業経営課） 149,714

[ ― ] 収量・品質を安定させる次世代園芸技術の開発や、市場性の高い本県オリジナル園芸品種

の育成など戦略的な研究に取り組みます。 

  事業概要  温度や光、湿度環境などの制御による、ミディトマト・パプリカの年間を

通した高単収・高品質栽培技術の開発 

        カラフルで高糖度のスペシャルミディトマトの開発 

夏イチゴの栽培を可能にした通年出荷技術の開発 

  事業期間  ２６～２７年度 

 

  くだもの産地育成事業                      （農林水産部園芸畜産課） 16,116

[2,296]  古くから地域に根付く在来果樹のミカン、ビワに加え、三里浜砂丘地や嶺南地域を中心に

ブドウ、イチジク等の新植を支援します。 

  事業内容  栽培棚、雨よけ設備の支援 

           補 助 率 県１／３ 

         果樹実践圃を活用した生産実践、技術指導 

 

 「福井夏そば」産地確立事業                   （農林水産部水田農業経営課） 916

[1,360]  「福井夏そば」を新たな食ブランドとして、積極的に情報発信するとともに生産の拡大

を図ります。 

  事業内容 そば店での「福井夏そば」販売促進の支援 

  実施主体 県麺類業生活衛生同業組合 

補 助 率 県１／２ 
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 越前水仙安定生産支援事業                      （農林水産部園芸畜産課） 4,023

[4,441]  越前水仙の担い手の高齢化に対応し、新規農家を育成するとともに、省力化に必要な施

設・機械等の整備を支援します。 

  事業内容 安定生産のための灌水設備の整備 

         補助率 県１／３ 

新規農家による安定出荷に必要な施設の導入等 

         補助率 県１／３ 

       集落単位での新たな担い手の育成支援 

         補助率 県１／２ 

       ふるさと知事ネットワーク参加県（１３県）の直売所等における販売促進 

 

  ６次産業化推進事業                        （農林水産部園芸畜産課） 42,990
[32,411]  ６次産業化を進める認定農業者や漁業者グループ等を支援し、農林漁業者の所得の向上

と農山漁村の活性化を推進します。 

  事業内容  ＪＡや企業、観光関連業者など専門力を結集した商品の開発支援 

補助率 国１／２ 

         ６次産業化を進める際に必要な機器整備への支援 

           補助率 県１／２ 

         ６次産業化サポートセンターの設置 

         農林漁業者と流通・加工業者との商談の場の設置とＰＲ活動への支援等 

 

 畜産経営安定化支援事業                     （農林水産部園芸畜産課） 16,084
[16,184]

 

  畜産業や養蜂業への新規参入者や意欲のある農家の施設整備等に助成します。 

  事業内容 新規就農者や経営継承者の研修期間中の家賃 

         補助率 県１／２ 

       畜舎、堆肥舎等の施設整備（飼養頭羽数または生産量１．２倍以上の拡大） 

         補助率 県１／３ 

       畜産物等の加工開発、商品化や販路拡大 

         補助率 県１／２ 

 

 

 ◇暮らしとともに地域農業（施策番号１０２２） 

 

＜農地の保全＞ 

 

  いきいき地域営農サポート事業                （農林水産部水田農業経営課） 72,653

[ ― ]  地域住民等のボランティア活動を通じ、農地の集積が困難な中山間地域等での農作業や

条件不利地域を中心に広域的に農作業を受託する組織を支援します。 

  事業内容 市町に農業サポートセンターを設置し地域マネージャーを配置 

         実施主体 市町 

         補 助 率 県１／２    

       農作業の支援活動等に対する助成 

       広域的に農作業を受託する組織の設立支援 

         実施主体 農業者団体 

         補 助 率 県１／３ 

  事業期間 ２６～２８年度 
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  多面的機能支払交付金事業                    （農林水産部農村振興課） 618,702

[ ― ]   多面的機能を持つ農地・農村を維持する活動や、農地、農業用水、農道などの地域資源

の質的向上を図る活動に対して支援します。 

  事業内容 農地維持支払 

         農地の草刈り、水路の泥上げなど農地を維持保全 

       資源向上支払 

         農地の軽微な補修や植栽による景観形成など農村環境保全 

         農業用用排水路や農道等の長寿命化のための補修、更新 

  補 助 率 県１／４ （国１／２ 市町１／４） 

 

 中山間地域等直接支払交付金事業                  （農林水産部農村振興課） 310,369

[309,632]  急傾斜や自然的条件による小区画、不整形等、平地に比べて生産条件が不利な中山間地

域における農業生産活動に対して支援します。 

  事業内容 協定に基づいた農業生産活動に対し直接支払交付金を交付 

       （３１１集落、２，４８７ｈａ） 

  補 助 率 県１／４ 国１／２ （市町１／４） 

       （知事特認の場合 県１／３ 国１／３ 市町１／３） 

 

 鳥獣害のない里づくり推進事業 （部局連携：農林水産部農林水産振興課、森づくり課、安全環境部自然環境課） 550,265
[928,772]

 

  金網柵等の整備を引き続き支援するとともに、シカの捕獲活動を強化するなど有害鳥獣

対策を総合的に実施します。 

  事業内容 金網柵等の整備への支援 

         金網柵 （７０㎞）補助率 国１／２ 

         ネット柵（２４㎞）補助率 県１／２（市町１／６ 地元１／３） 

         電気柵  （１２㎞）補助率 県１／３（市町１／６ 地元１／２） 

       有害鳥獣捕獲檻整備および捕獲経費の支援 

         補助率 県１／２（市町１／２） 

       シカ捕獲の強化 

         シカ捕獲技術の普及や複数の市町の協働による広域捕獲活動の実施 

       獣肉料理の普及促進 

       サルの特定鳥獣保護管理計画の策定 

       鳥獣との共生を学ぶ自然環境教室の開催 

  実施主体 県、市町、各市町鳥獣害対策協議会等 

 

 

＜新規就農者の育成＞ 

 

  園芸経営者誘致事業                        （農林水産部園芸畜産課） 13,635
９月補正

 [3,978]
 誘致セミナーの開催や現地視察会等を行い、農業経営を目指す新たな担い手や農業生産

法人、企業を誘致します。 

  事業内容  県外出身研修生に研修奨励金を給付（６００千円／年を２年以内） 

希望者に対する就農情報をまとめた就農セットプランの提供 

農業生産法人や企業に対し本県農業の紹介や現地視察会を実施 

大規模展示会への出展等による広報活動の実施 
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福井新々元気宣言の実現  

 

 

  ふくい園芸大学校研修事業                     （農林水産部園芸畜産課） 51,313

[ ― ]  園芸振興センターの機能を園芸の研修機関に特化し、新規就農者の確保および就農初期か

ら安定した経営ができる農家を育成します。 

  事業内容 新規就農コース 

施設園芸や露地栽培の模擬経営研修、知識習得研修 

       プラス園芸コース 

園芸を取り入れる水稲農家、集落営農組織向けの実践研修 

研修用ハウス、農業機械の整備 

 

 新規就農者支援事業                       （農林水産部園芸畜産課） 164,889

[120,272]   新規就農希望者に対する農家での研修や就農後の経営安定を支援します。 

  事業内容 青年就農給付金の給付 

         ４５歳未満の新規就農者に対し就農給付金を給付 

           補助率 国１０／１０ 

       就農奨励金の給付 

         国の青年就農給付金の対象とならない４５歳以上６０歳未満の新規就

農者に対し就農奨励金を給付 

           補助率 県１／２ （市町１／２） 

       草刈機等小農具の整備支援（４５歳以上６０歳未満の新規就農者） 

           補助率 県１／４ （市町１／４） 

 

 

 ◇森を市場にもっと直結（施策番号１０２３） 
 

  緊急森林整備事業                          （農林水産部県産材活用課、森づくり課） 1,987,000

[889,188]  山ぎわ集落の利用間伐のための作業道整備等を行い、森林整備を促進します。 

  事業内容  木質バイオマス発電事業化支援事業 

           木質バイオマスを利用した発電施設等の整備を支援 

山ぎわ集落間伐促進事業 

           境界測量、作業道整備等を一体的に推進 

         公的分収林緊急整備事業 

           県有林の作業道の整備 

         間伐材加工施設整備事業 

           間伐材搬出のための機械や木材乾燥機、加工施設等の整備を支援 

  事業期間 ２１～２６年度 

  財  源 緊急森林整備基金 

 

 

 森林整備地域活動支援交付金事業                  （農林水産部森づくり課） 100,033

[49,043]   集約化を図りながら搬出間伐等を行う森林所有者等に対し、面的なまとまりを持って計画

的な森林施業が実施できるよう支援します。 

  事業内容 森林の現況調査、施業提案の作成、境界確認、作業路網の改良 

  補 助 率 県１／４ （国１／２ 市町１／４） 

  財  源 森林整備地域活動支援基金 

 

 

 

 

 

 
－13－



福井新々元気宣言の実現  

 

 

 コミュニティ林業支援事業                    （農林水産部県産材活用課） 14,177

[14,177]  集落を単位として組織化することにより、所有者が協力しながら、計画的、効率的な木材

生産を行い、山ぎわの景観保全など総合的な森林整備を進めます。 

  事業内容 境界確認や木材生産計画等を進める地域木材生産組合の設立・活動支援 

       伐採した木材をストック、選別するための土場等の整備 

       集落景観の向上や獣害対策のための下枝払い 

  補助内容 １４０万円／集落 

  実施地区 １０集落 

 

 福井県型森林環境税による森林環境の整備          （農林水産部県産材活用課、森づくり課） 224,299

 [222,454]  災害に強く美しい森林整備を推進するとともに、県民が木に親しむ機会を提供し、県民共

通の財産である森林の大切さを普及啓発します。 

  事業内容 間伐材の搬出拡大に対する助成 

         間伐材のうち採算性の劣る木材搬出への支援 

       流木災害を防ぐ森づくりの推進 

         渓流沿いの倒木や根が浮き上がった危険木等の伐採撤去 

       県産材を活用した住宅の取得、リフォームに対する助成 

       景観を阻害する不用木等の除去など 

 

  県産材のあふれる街づくり事業                  （農林水産部県産材活用課） 18,700

[6,600]  多くの県民が利用する商業施設や児童施設などの民間公共施設に対し、県産材を使用した

内装等の木質化を支援します。 

  事業内容  県産材を使用した児童施設の内装の木質化に対する支援 

           補助率 県１／２（上限：床２，０００千円、壁３００千円） 

県産材を使用した店舗等の内外装の木質化に対する支援 

           構造材：７千円／㎥ 

造作材：５千円／㎡ 
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 ◇おいしく割安な若狭・越前の地魚（施策番号１０２４） 

 

  水産加工施設総合振興事業                      （農林水産部水産課） 804,000

 [ ― ]  大漁時の新鮮な魚や未利用魚を有効活用する水産加工施設の整備を支援します。 

  補 助 率 国４／１０～ 県２／１０～ 

実施主体 県漁業協同組合連合会 

 

 

  養殖業振興対策事業                        （農林水産部水産課） 29,760

[ ― ]  新規養殖就業希望者に対する漁業現場での里親研修や養殖業の経営に必要な初期設備等

の導入を支援するなど、養殖生産量を拡大します。 

  事業内容 新規養殖業就業者の育成 

         独立自営を目指す４５歳未満の里親研修生に対し給付金を支給 

         養殖業に就業する場合の初期設備や資材等に対する支援 

          補 助 率 県１／２ 

       養殖業生産拡大への支援 

         先進的な手法による養殖の生産拡大や魅力ある魚種の養殖生産に要す 

         る設備、資材費に対する支援 

          補 助 率 県１／３ 

新魚種養殖技術の実証 

         高収益が見込める新魚種の種苗生産技術の開発や、養殖生簀の設置が

不可能とされていた沖合海域での大型養殖施設設置を支援 

          補 助 率 県１／２ 

 

 

 県産水産物付加価値向上事業                     （農林水産部水産課） 42,578

[55,878]    漁業者が漁協等と連携して実施する鮮度や商品力の向上に必要な設備等の導入を支援し

ます。 

  事業内容 漁業者や漁協に対する設備の導入支援 

  補 助 率 海水滅菌・冷却装置など高鮮度流通機器 県１／２ （漁協等１／２） 

       省エネエンジン 県１／３ （漁業者２／３） 

 

 

 越前・若狭のさかな販売力強化支援事業                  （農林水産部水産課） 18,625

[18,959]   鮮魚から加工品まで県産水産物の流通販売体制を強化し、漁家所得の向上を図ります。 

  事業内容 「今朝獲れ市」の実施に対する支援 

       水産加工品の開発に対する支援 

       水産会館における地魚の情報発信 

 

 

 「越前・若狭のさば」振興事業                      （農林水産部水産課） 3,600

[3,771]    近海で水揚げされた国産サバを伝統の「浜焼きさば」や「半夏生さば」などに用いて、「越

前・若狭のさば」として提供します。 

  事業内容 焼さば等として使用されている外国産サバを近海産に切り替え、各地のイ 

       ベント等においてＰＲ 
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 豊かな藻場・浅場保全対策事業                     （農林水産部水産課） 1,800

[565]  ウニ、ワカメ、サザエ等の水産資源の保護や、水質浄化の役割を果たす沿岸の藻場・浅

場（浅い海辺）を地域住民の参加により保全する活動を支援します。 

  事業内容 藻場の清掃や母藻の設置等地域が実施する活動への支援 

  事 業 費 ５８，３７３千円（２４年度実績：１９，３４９千円）※国直接交付 

 

 

 ◇食卓に「福井の食」（施策番号１０２５） 

 

＜食育・地産地消の推進＞ 

 

  和食給食への地場産食材提供事業                （農林水産部農林水産振興課） 23,975

[ ― ]

 

  和食や郷土料理を取り入れた学校給食が提供できるよう地場産食材を供給する体制を支

援します。 

  事業内容 学校給食向けの野菜生産を拡大する生産者を支援 

         補助率 １／３ 

       学校給食に県産食材を活用した和食や郷土料理を提供する市町を支援 

         補助率 １／２ 

       給食関係者、生産者、農産物直売所による地場産給食推進会議の実施   

 

  ライフステージに応じた食育推進事業             （農林水産部農林水産振興課） 13,366

[4,706]

 

  生涯にわたって健やかで豊かな食生活を送るため、それぞれの年代に求められる知識等

を自ら体験して学ぶことのできる食育を推進します。 

  事業内容   未就学の子供とその保護者を対象とした地域の食文化体験講座の実施 

        小・中学生を対象とした農業体験学習・味覚を学ぶ授業の実施 

         高校生、大学生等を対象とした食育サークル活動の支援 

         食育・地産地消を推進するリーダーの育成 
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（３）観光とブランドを産業の柱に 

 

  ◇観光を福井のリーディング産業へ（施策番号１０３１） 

 

  観光新戦略策定事業                       （観光営業部観光振興課） 3,559

[ ― ]   高速交通ネットワークの整備進展や国体開催の機を捉え、本県の認知度向上を図り、地

域間競争に打ち勝つ観光戦略を策定します。 

  事業内容 観光新戦略策定委員会の開催 ４回 

         計画期間 ２６年１０月～３０年度 

 
 

＜新たな観光地づくり＞ 

 

 観光まちなみ魅力アップ事業                 （観光営業部ブランド営業課） 788,782

[179,602]

 
 伝統的まちなみや地域独自の歴史・文化を活かし、市町等とともに観光地のスケールアッ

プを図ります。 

  事業内容 多くの誘客が見込まれる観光地などのまちなみ整備支援 

あわら温泉街の石畳歩道整備、敦賀金ヶ崎の赤レンガ倉庫整備、三方

五湖周辺の縄文ロマンパーク整備および福井浜町界隈（グリフィス

館）、永平寺門前、今庄宿、小浜西組周辺のまちなみ整備 

観光まちづくりへの支援 

  実施主体 市町 

補 助 率 ２５～２６年度 

県４／１０（国４／１０ 市町２／１０） 

２７～２９年度 

   県３／１０（国４／１０ 市町３／１０） 

観光魅力づくり活動への支援 

実施主体 市町、観光団体等 

補 助 率 県１／２ 

補助上限額 ３００万円 

 

 「道の駅」整備事業（公共）                       （土木部道路保全課） 137,550

[238,350]  道路利用者への休憩サービスの提供、観光・案内や県産品販売の拠点として、「道の駅」

を市町と共同で整備します。 

  整備箇所 永平寺町 永平寺温泉（２５～２７年度） 

若狭町   縄文プラザ（２５～２６年度） 

 

  観光地バス運行実証化事業                 （観光営業部ブランド営業課） 7,053

[12,630] ＪＲ利用者のバスによる二次交通アクセスの改善により、県内周遊観光を促進する実証

実験を継続して実施します。 

  事業内容 観光地を周遊するなど新たな交通システムの実証実験 

コース あわら温泉～恐竜博物館への直行バス 

文化財特別公開に合わせた嶺南地域の寺社仏閣巡回 

  運行範囲の拡大（若狭町、高浜町を追加） 

 

 

 

 

－17－



福井新々元気宣言の実現  

 

 

  福井の一押しバスツアー運行支援事業            （観光営業部ブランド営業課） 1,186

[ ― ]  県外観光客を対象として、知名度の高い観光地を結ぶ周遊観光ルートを構築します。 

  事業内容 本県の代表的観光地を日帰りで周遊するバスツアーの催行 

コース例 ＪＲ芦原温泉駅～あわら温泉～東尋坊～恐竜博物館～永平

寺～一乗谷朝倉氏遺跡～ＪＲ福井駅～あわら温泉 

 

 

＜新幹線開業と誘客拡大＞ 

 

  北陸デスティネーションキャンペーンを活用した誘客拡大事業 （観光営業部ブランド営業課） 19,059
[ ― ]

 
  北陸３県とＪＲ各社が連携して実施する２７年秋の大型観光キャンペーンに向け、全国

の旅行会社に対して本県の魅力を売り込みます。 

  事業内容 ＤＣプレキャンペーンの実施（１０～１２月） 

全国宣伝販売促進会議（１０月）での売り込み、体験旅行の実施 

 

  沿線エリアでの戦略的魅力発信事業             （観光営業部ブランド営業課） 45,680
[47,990]  北陸新幹線沿線エリアの主要駅での広告・宣伝活動を強化し、本県の認知度向上と観光

客の誘致拡大を図ります。 

  事業内容 「ふるさと祭り東京」における北陸３県共同ＰＲ 

主要駅（上野、大宮、長野）での大型広告等の掲出および出向宣伝 

 

  北陸新幹線開業プロモーション推進事業            （観光営業部ブランド営業課） 12,802
[ ― ] 

 

  ＪＲや出版社とのタイアップにより本県の観光情報を集中的に発信し、新幹線開業後の

誘客につなげます。 

  事業内容 新幹線開業後の春旅旅行プランをＪＲと共動で開発 

沿線各駅やＪＲの会員向け旅行雑誌への旅行コース掲載 

個人向け旅行雑誌への特集記事および旅行体験記掲載 

 

  旅行商品造成東京会議開催事業                （観光営業部ブランド営業課） 1,353
[ ― ] 

 

  首都圏の旅行事業者に対して本県ならではの観光素材を独自に提案し、魅力的な旅行商

品造成につなげます。 

  事業内容 旅行商品造成東京会議の開催 

  開催時期 １０～１１月頃（福井ホテルフェアに合わせて開催） 

  実施主体 県観光連盟 

 

  「恐竜が招く」誘客拡大事業                 （観光営業部ブランド営業課） 49,026
[ ― ]   ダントツ日本一ブランドの「恐竜」を活用し、首都圏や沿線各駅において本県独自の誘

客活動を展開します。 

  事業内容 恐竜フィギュアを製作しジオラマ展示による広報活動を展開 

上野駅中央コンコースでの「恐竜王国福井」の集中プロモーション 

越前和紙恐竜や恐竜骨格の展示 

地産品ショップ「福井のもの」の開催 

東京スカイツリーでの「恐竜王国福井」ＰＲ 

恐竜骨格展示、恐竜キャラクターによるＰＲ 

新幹線沿線駅（大宮、長野、金沢）や県内主要駅へのダイノベンチ設置 
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  ＪＲ金沢駅内福井県観光案内コーナー設置運営事業        （観光営業部観光振興課） 6,792

[ ― ]   ＪＲ金沢駅内に福井県の観光案内コーナーを設置し、北陸・金沢を訪れる観光客に対し

て県内観光情報を発信し、本県への誘客拡大を図ります。 

  事業内容 福井県観光案内コーナーの設置、観光コンシェルジュによる観光ＰＲ 

         開設時期 ２７年２月頃 

         営業期間 年中無休 

  実施主体 県観光連盟 

 

 

＜舞若道開通と誘客拡大＞ 

 

  「海
う

湖
み

と歴史の若狭路」発信事業                   （観光営業部ブランド営業課） 32,181

  舞若道全線開通を契機に、地域の観光魅力度を高めて嶺南・嶺北地域の一体化と県外か

らの誘客拡大につなげます。 

事業内容  開通記念シンポジウムおよびオープニングイベントの開催 

       記念イベントの企画・調整および新たな誘客エリア（中国、四国、東海、

北信越）での出向宣伝 

実施主体 実行委員会等 

負担割合 県２／３ （嶺南６市町１／３） 等 

９月補正

[5,534]

 

  若狭路恐竜展２０１４開催事業                （観光営業部ブランド営業課） 29,439

[ ― ]   嶺南地域において、恐竜博物館所蔵の骨格標本を展示する大規模な恐竜展を開催し、舞

若道全線開通後の嶺南への誘客拡大を図ります。 

  事業内容 フクイラプトル等の復元全身骨格、恐竜博物館発掘調査の成果を展示 

  開催場所 美浜町総合体育館 

  開催期間 ２６年１０月４日～１１月１６日の４４日間（予定） 

 

  ふるさと交流による嶺南・嶺北一体化事業           （観光営業部ブランド営業課） 7,621
[ ― ] 

 

  高速交通体系の整備進展を機に、嶺北の子どもが嶺南の歴史・風土を学ぶ機会を増やし

て、ふるさと福井の一体化を図ります。 

  事業内容 嶺北の小中学校が嶺南で体験学習する場合の経費支援 

       嶺南市町の受入体制充実（遠足プログラム開発、学習用手引き作成 等） 

  補 助 額 １人当たり５００円（上限） 

 

 小学生による嶺南・嶺北交流事業                   （教育庁義務教育課） 2,114
[1,165]  舞鶴若狭自動車道の全線開通により、利便性が高まる嶺南・嶺北の間の小学生の相互交

流をさらに拡大します。 

   事業内容 小規模校同士の交流活動の実施 

 

  近代化遺産周遊バス運行事業                   （観光営業部観光振興課） 5,776

[ ― ]   旧北陸本線隧道や北前船主の館など、歴史的、文化的価値の高い近代化遺産を巡るツア

ーバスを運行し、周遊性の拡大と新たな旅行ニーズの発掘を図ります。 

  事業内容 観光ガイドによる旧国鉄隧道と周辺観光地を巡るツアーバスの運行 

         実施時期 ６月～１０月の土日 

解説パンフレットの作成 

誘客イベントの開催および特産品の開発支援 

  実施主体 敦賀市、南越前町 

  補 助 率 県１／２以内 （補助対象限度額 １００万円） 
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  マイカー観光促進キャンペーン事業    （部局連携：観光営業部観光振興課、土木部道路建設課） 40,851

[28,955]  市町・企業等と連携して、主要観光地を結ぶ有料道路の割引を中心とした観光促進キャ

ンペーンを展開します。 

  事業内容 三方五湖有料道路と法恩寺山有料道路の半額割引を地元市町と実施 

       民間事業者と協力したキャンペーンの展開 

  実施期間 三方五湖有料道路  ７～１１月 

       法恩寺山有料道路   ゴールデンウィーク、夏休み、スキーシーズン 

（１～２月）の土日・祝日 

 

  「若狭路ご膳」推進事業                   （観光営業部ふるさと営業課） 6,717

[2,511]  嶺南地域の新鮮な海の幸等を活かしたランチメニューを普及・拡大し、「食」による嶺南

への誘客を促進します。 

  事業内容  登録店舗によるメニューコンテストの開催 

         地魚等を使用したランチメニューの普及・情報発信 

         調理師学校による調理指導研修会の開催 

 

 

＜観光誘客の強化＞ 

 

  東アジア観光客誘致拡大事業                   （観光営業部観光振興課） 20,929
〈債務負担行為〉

〈5,000〉
[20,893]

 

  恐竜博物館やスキー場、温泉地等への外国人観光客の誘客拡大に向け、東アジアの旅行

会社に対して誘致活動を行います。 

  事業内容   送客実績に応じた助成 

          対 象 国 台湾、中国、韓国、シンガポール、タイ、 

マレーシア 

          補 助 額 １，０００円／人 

          補助要件 県内宿泊１泊以上、県内観光地２か所以上、小松空港利用 

         現地大手旅行社と連携したツアー販売 

        大手旅行社と連携した訪日教育旅行や企業報奨旅行の誘致 等 

  実施主体   県観光連盟等  

 

 ふくい観光誘客強化事業                      （観光営業部観光振興課） 53,983
〈債務負担行為〉

〈13,000〉

[50,797]

 

 本県への旅行商品を企画・販売する旅行会社に対して、誘客促進地域からの送客がさら

に進むよう実績に応じた助成を行います。 

  団体・ツアー旅行 

    補 助 額 誘客促進地域  ２，０００円／人泊 

         （関東、甲信越、中国、四国、九州） 

          ※プレミアム旅行商品を造成した場合は３，０００円／人泊  

          その他の地域    ６００円／人泊 

         （石川県、富山県を除く） 

  個人旅行 

    補 助 額 送客実績に応じた広告費を助成 １５万円～３００万円 

  補助上限額  年間１，０００万円／社 

  実施主体  県観光連盟 
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  福井を学ぶ体験旅行推進事業                   （観光営業部観光振興課） 46,089

[34,365]  大都市圏の学生等を対象に、地域の宝や出会いなど本物の福井を学び体験する教育旅行

を推進します。 

  事業内容 三大都市圏、中国・四国地方の大学や旅行会社への営業訪問 

首都圏等の教育関係者の招へい 

       学生団体等の合宿や地域との交流に要する経費への支援 

         助成内容   宿泊費 １人泊当たり５００円（市町補助と同額以下） 

               地域交流費 １人当たり２５０円 

 

 漁業と観光のトータル化支援事業                          （農林水産部水産課） 13,437
[13,301]  漁家民宿（越前・若狭漁師の宿）が行う観光の視点を取り入れた活動等を支援します。

また、内水面の漁業資源の増大を図り、川や湖での賑わいを創出します。 

  事業内容 漁家民宿の誘客活動への支援 

         リピーター確保のためのポイント制度の導入、海釣り大会の開催等 

       漁家民宿用養殖種苗の生産 

         漁業者からの受託により漁家民宿で使用するマダイの種苗を生産 

       川・湖での賑わい創出 

         県産サクラマスの種苗生産を支援 

         各地域の河川や湖の特色を活かした採卵場の造成等を支援 

  補 助 率 県１／２ 

 

  総合グリーンセンター緑と花の拠点施設機能強化事業        （農林水産部県産材活用課） 95,909

 [ ― ]  花づくり活動の輪を全県下に展開していく中心的施設として、総合グリーンセンターの機

能を強化します。 

  事業内容 花の講習会・相談会を実施する花の専門家の設置 

       花づくり講座等の体験学習に適した施設の改修 

       花の良さや花の癒しを体感できるフラワーゾーンを設置 

 

 花いっぱい運動推進事業                       （農林水産部県産材活用課） 7,984

[10,401]  住民や団体との協働による草花の栽培や花壇づくり等を通じて、美しいまちづくりを推

進するとともに、来県者を美しい景観により出迎えます。 

  事業内容 花いっぱい運動推進員の活動支援と地域や家庭での花苗づくりなどの実践 

       福井駅、芦原温泉、永平寺の周辺など６か所の花の拠点づくり 

       希望する団体等に花の種子を貸し出すフラワーバンクの活用 
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 ◇ダントツ日本一ブランドの「恐竜王国」（施策番号１０３２） 

 

＜恐竜キッズランド構想の展開＞ 

 

 野外恐竜博物館整備事業                     （観光営業部ブランド営業課） 201,003
[158,705]  恐竜化石発掘現場での恐竜の実物足跡化石等の展示や化石発掘体験などが楽しめる野外

博物館の整備を進めます。 

  事業期間 ２５～２６年度 

 

  野外恐竜博物館開館事業                    （観光営業部ブランド営業課） 55,189
[ ― ]  恐竜化石発掘現場に野外恐竜博物館を開館し、臨場感にあふれる発掘体験等により来館

者が楽しめる施設運営を行います。 

  事業内容 研究員指導による化石発掘体験、実物足跡化石等の展示 

ナビゲーターによる案内・解説 

  開館時期 ２６年７月（予定） 

 

  福井駅広場恐竜王国ふくい推進事業             （総合政策部交通まちづくり課） 89,576

[ ― ]  福井駅西口駅前広場に恐竜モニュメントを設置するとともに、スマートフォンによる恐

竜の解説や立体映像のソフト（ＡＲ）を開発するなど「恐竜王国福井」をＰＲします。 

  事業内容 恐竜モニュメントの設置、ライトアップ、恐竜ＡＲの提供 

 

  「恐竜王国福井」体験ツアー開催事業               （観光営業部観光振興課） 7,905

[3,949]

 

  恐竜化石発掘現場での発掘体験など、子どもが楽しく体験できる長期滞在型ツアーを行

うとともに、県外の子どもに人気の高い短期のツアーを継続して実施します。 

  事業内容  長期滞在型ツアーの実施 

         恐竜博物館直行バスの運行 

 

 恐竜博物館企画展開催事業                   （観光営業部ブランド営業課） 51,696

[83,228]  日本初公開となるスペインの「奇跡の恐竜」の実物化石を中心に、福井の恐竜との共通

点を紹介する企画展を開催します。 

  事業内容 テ ー マ 「スペインの恐竜たち」（仮称） 

       開催期間 ２６年７月１１日～１０月１３日の９２日間（予定） 

 

  恐竜ブランドビジネス化推進事業               （観光営業部ブランド営業課） 21,745

[5,844]

 

  本県で発掘された恐竜をモチーフにしたオリジナルキャラクターを活用し、企業が開発

する商品群を充実して、恐竜ビジネスの活性化と本県の認知度向上を図ります。 

  事業内容  恐竜キャラクターデザインの追加制作 

         公式ホームページやギフトショー等でのＰＲ 

         キャラクター使用商品群の充実 

        恐竜関連新商品開発の支援（ふくいの逸品創造ファンドの活用）［再掲］ 

 

 

＜恐竜研究の推進＞ 

 

 第４次恐竜化石発掘調査事業                   （観光営業部ブランド営業課） 70,456
[47,875]  昨年度から開始した勝山市北谷地区の地層における第４次恐竜化石発掘調査を継続して

進め、国内の恐竜研究をレベルアップします。 

  事業期間 ２５～２９年度 
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 アジア恐竜研究推進事業                    （観光営業部ブランド営業課） 36,151
[31,291]  昨年１２月に協定を締結したタイの研究所や中国の研究機関等と共同で恐竜化石の発掘

調査・研究を行い、アジアにおける恐竜化石研究の拠点化を推進します。 

  事業内容 海外恐竜化石発掘調査共同研究（タイ・中国） 

       国内恐竜化石等共同調査研究 

 

 

 ◇ブランド拡大の営業戦略（施策番号１０３３） 

 

＜「和食」を活かしたブランド戦略の強化＞ 

 

 
 和食教育推進事業 

   （部局連携：教育庁スポーツ保健課、義務教育課、農林水産部農林水産振興課、産業労働部地域産業・技術振興課） 

39,766
[ ― ] 

  小中学校において、和食を取り入れたおいしい学校給食を導入するとともに、地場産食

材や伝統工芸品の食器の使用を通じて、和食文化を守り育てる教育を推進します。 

事業内容 学校給食における和食教育の推進 

   石塚左玄の「一物全体食」を活かしたメニューを開発・提供 

主食が白ごはんの時にみそ汁を中心に汁物による和食給食を提供 

小学５年生の家庭科実習で和食の基本「昆布だし」の取り方を学習 

       和食給食への地場産食材の提供［再掲］ 

         学校給食に県産食材を活用した和食や郷土料理を提供する市町を支援 

           補助率 県１／２ 

       和膳を使用した学校給食の推進 

学校給食用の食器に伝統的工芸品等を導入する市町を支援 

           補助率 県 １／５ （市町等４／５） 

         全市町の新小学１年生に若狭塗・越前塗の箸を配布し正しい使い方 

を教育 

           補助率 県 ４／５ （産地等１／５） 

 

  「福井の和食」継承・発展事業    （部局連携：観光営業部ふるさと営業課、安全環境部自然環境課） 3,039

[ ― ] 

 

 世界無形文化遺産登録に寄与した本県の「食育」、「食守」、「和膳」を活かした本県の食

文化を県民全体で継承し、普及・発展させる活動を推進します。 

  事業内容 「福井の和食」の魅力再発見 

         四季の食材や年中行事と結びつけて「福井の和食文化」を体系化 

         年中行事などで食される郷土料理を行事の日に合わせて販売 

       「里山里海湖」の恵み研究・活用［再掲］ 

         里の恵みを活用した食文化、伝統漁法の情報収集と体験講座の実施 

 

  「福井の和食」発信事業                （部局連携：観光営業部ふるさと営業課、観光振興課） 3,684

[ ― ] 

 

  食の歴史への深い関わりや他地域にない食文化を持つ本県の「食」や「食文化」を、食

の旬として全国へ発信します。 

事業内容 全国や世界に向けた福井の食の発信 

       「福井の和食」全国発信事業 

         季節を知らせる「旬のふくい食彩フェア」の開催 

「福井食の歳時記」を作成し出向宣伝等で食による誘客を推進 

         ふくい観光誘客強化事業［再掲］ 

           精進料理を本山や門前等で体験する観光ツアーの販売 
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＜食を活かした発信力の強化＞ 

 

  県産農林水産物のアジア市場開拓事業 （部局連携：農林水産部園芸畜産課、観光営業部ふるさと営業課） 4,940
[ ― ] 食市場の大幅な拡大が見込まれるアジア地域において、現地バイヤーや高級デパート等

からの情報を収集する体制を整備し、県産農林水産物の販路を開拓します。 

  事業内容 タイおよびシンガポールにおける市場調査 

       「食の國ふくい」の情報発信（海外ＰＲ用のパンフレット等作成） 

 

  「福井発コシヒカリ」全国作付面積日本一３０周年記念事業   （農林水産部水田農業経営課） 7,149

[ ― ]

 

  全国のコシヒカリの作付面積が日本一になってから３０年を記念して、「コシヒカリを生

んだ福井県」を全国に発信し、福井米の販路拡大を図ります。 

  事業内容  第１回「コシヒカリ一族サミット」の開催 

        「福井発コシヒカリ」をＰＲする全国キャラバンの実施 

 

 福井県産米販売強化事業                     （農林水産部水田農業経営課） 25,550

[24,382]  こだわり米の登録制度を設け、首都圏等への販路を拡大するとともに、福井米の販売促

進活動を支援し、県産米の販売を強化します。 

  事業内容 こだわり米のＰＲ活動への支援 

         実施主体 「にっぽんのふるさと福井 厳選米」の生産者 

         補 助 率 県１／２ 

       全国に向けた新米販売キャンペーンへの支援等 

       福井米のブランドリーダーとなる「限定コシヒカリ」の企画・販売 

         実施主体 福井県経済農業協同組合連合会 

         補 助 率 県１／２ 

 

 ふるさと知事ネットワークによる食と農林水産物の交流事業    （農林水産部農林水産振興課） 2,603

[3,212]   ふるさと知事ネットワークを活かし、本県の農林水産物および食文化を県外にＰＲする

とともに、県産品の販売を推進します。 

  事業内容 ふるさと知事ネットワーク参加県の各直販所での相互販売 

 

 県産鮮魚・野菜の首都圏販路開拓事業                     （産業労働部産業政策課） 3,793

  銀座・南青山のアンテナショップと県内鮮魚店や生産者等をネット回線で結ぶ対面販売

を行い、店舗の知名度アップと県産鮮魚、野菜の販路開拓を図ります。 

  事業内容 テレビ電話による対面販売の実施 

       首都圏消費者・飲食店等への配送費の支援 

県１／３ （消費者 ２／３） 

９月補正

[ 3,576 ]

 

 ふくいフード首都圏販路開拓事業      （部局連携：産業労働部産業政策課、農林水産部園芸畜産課） 12,845

[12,993]

 

  首都圏での食品の販売を目指す中小企業者や農林漁業者に対して、商品の開発、改良か

ら販路開拓までを一貫して支援し、ふくい南青山２９１や食の國福井館、首都圏のスーパ

ー・百貨店等での販売につなげます。 

  事業内容 専門家（セールスマネージャー）による売れる食品づくり、販売開拓支援 

 

 味わい学ぶ「ふくい 味の週間」推進事業              （農林水産部農林水産振興課） 21,750

[23,900]  「ふくい 味の週間」において、食についての知識を高めるとともに、全国に誇れる「お

いしい福井の食」を県内外に発信します。 

  事業内容 「ふくい 味の祭典」の開催 

       昆布だしや永平寺精進料理のＰＲ、体験 
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 ふくいの食と健康づくり普及事業                       （健康福祉部健康増進課） 3,981

［3,625］  福井の豊富な食材を活かし、低塩分で野菜を多く使った食事を「ふくい健幸美食」とし

て広く発信し、健康づくりと「食の國ふくい」をアピールします。 

  事業内容 「ふくい 味の週間」を中心に飲食店や社員食堂での提供 

       スーパー等における惣菜版の提供と家庭版のメニューの普及 

 

 「地産外商」フードビジネス推進事業               （観光営業部ふるさと営業課） 15,805

[16,744]   マーケティング、営業活動、販路拡大、広報宣伝を含めた総合的なフードビジネスを展

開し、「地産外商」を推進します。 

  事業内容 都市圏の一流ホテルや高級レストランなどへの外商活動 

 
 

＜ふくいブランドの価値向上＞ 

 

  越前ものづくりの里プロジェクト             （産業労働部地域産業・技術振興課） 21,293

［ ― ］  伝統的工芸品産地の魅力を高めるため、一流デザイナーを活用し、デザイン力のある職

人の育成や新しい製品づくりを進めます。 

  事業内容 伝統工芸職人塾の開設 

         デザインやマーケティングの座学 

         産地職人による技能実習 

       伝統工芸産地の連携 

         見せる戦略 工房の見える化、産地散策マップの作成 

売る戦略 旅館とのタイアップによる伝統工芸のＰＲと販売 

         広げる戦略 伝統工芸品イメージポスター等の作成、他の観光地や食

と結びつけた観光ルートの設定 

       伝統工芸セレクトショップ等の整備 

         サンドーム福井内の伝統工芸品等の販売拠点整備に向けた調査設計 

実施主体 県、市町、産地組合等による「越前ものづくりの里プロジェクト協議会（仮

称）」 等 

 

 越前古窯拠点整備事業                   （産業労働部地域産業・技術振興課） 55,640

  越前陶芸村に古民家を活用した多くの人が集まる魅力ある拠点施設を整備し、越前焼の

振興と陶芸村全体の活性化を図ります。 

  事業内容 移築する旧水野家住宅の解体・調査および詳細設計等 

［27,189］

 

 伝統的工芸品発信力強化事業                  （産業労働部地域産業・技術振興課） 16,740

[14,558]  国内 大級のギフト見本市への出展や食のイベント等を活用して、伝統的工芸品の魅力

を幅広く発信するとともに、技能者の養成や新製品の開発を支援します。 

  事業内容 東京インターナショナルギフトショーを活用した販路開拓支援 

食のイベントを活用した情報発信や販売促進 

越前焼技能者の養成と新たな製品の開発支援 

 

  世界の越前和紙発信事業                 （産業労働部地域産業・技術振興課） 4,225

  越前和紙が世界的に流通していた歴史を調べるとともに、国内有数の産地の魅力を世界

に発信し、越前和紙のブランド力を高めます。 

  事業内容 県・越前市・和紙組合・学識経験者等による日本の和紙研究会の設立 

学識経験者を講師とした講習会の開催と和紙関連知見の集積 

       ヨーロッパの絵画に越前和紙が用いられていた可能性調査および現地にお

ける展示会の開催 

［ ― ］
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 産地ブランド向上支援事業                    （産業労働部地域産業・技術振興課） 8,000

  伝統的工芸品等の産地の企業グループが行う、著名展示会での入選や専門家からの高い

評価の獲得を目指す活動を支援し、販路拡大につなげます。 

  事業内容 産地や製品の知名度・評価を向上させる活動を支援 

  補 助 率 県２／３ 

  補助上限額 ４００万円 

  実施主体 中小企業で構成される伝統的工芸品等の産地グループ 

[8,000]

 

 

 

  越前瓦産地再生支援事業                       （産業労働部地域産業・技術振興課） 9,477

  住宅新築・リフォーム時に越前瓦を使用する経費に助成し需要拡大を図るとともに、瓦

の軽量化研究を進めます。 

事業内容 県産材を活用したふくいの住まい支援事業の対象者が屋根材に越前瓦を使

用する場合に上乗せして助成 

       助成単価 １，０００円／㎡  上限額 １０万円 

越前瓦の耐凍害性を維持し軽量化するための研究、新たな用途開発 

[ ― ]
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２ 元気な社会 

 

（４）日本のモデル「福井の教育」 

 

  ◇夢と希望を育てる学校（施策番号２０４２） 

 

＜福井型１８年教育の推進＞ 

 

  幼児教育支援事業             （部局連携：教育庁義務教育課、健康福祉部子ども家庭課）  25,093
[20,364]  幼児教育支援センターを拠点として、幼児や家庭の教育力向上のための研修、調査、研

究等を実施します。 

  事業内容   知育おもちゃを普及するためグッド・トイ広場を開設 

          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指針策

定・普及 

                 保育所・幼稚園や家庭で気軽に学習できるワークシートの活用 

童謡、絵本、伝承遊びなどの家庭教育ツールの普及 

 

  児童科学館展示改善事業                   （健康福祉部子ども家庭課） 1,826

［ ― ］  県児童科学館を、子どもたちが遊び、科学に親しみ、夢をもてるような施設とするため、

これからの運営方法や展示内容を検討する会議を設置し、整備計画を策定します。 

 

  小中学校における学校・学級の適正規模化の推進     （教育庁義務教育課、学校教育政策課） ― 

［ ― ］  小･中学校において、県独自の少人数学級編制等を引き続き実施し、児童・生徒の学力向

上を図るとともに、小規模校の統合を推進します。 

事業内容 ２７年度までに順次、小学校３年生、４年生の３６人以上学級を解消 

 
 中高一貫教育校（併設型）設置事業                       （教育庁学校教育政策課） 126,527

９月補正

[7,246]
  中高一貫教育校（併設型）の設置のため校舎の改修等を行います。 

  事業内容 高志高等学校の講義室、技術室、中高合同職員室等の改修 

 

 高校生学力向上推進事業                        （教育庁高校教育課） 26,656

[27,441]  生徒による授業評価制度を充実し、教員の指導力をより一層向上することにより、学習

指導・進路指導を強化します。 

  事業内容 大学進学希望者の学力向上を支援（特別講座、教材の充実等） 

問題作成力向上チームを設置し、教員の問題作成力・分析力を向上 

若手教員授業力向上塾の充実 

 
  英語力向上事業                     （教育庁高校教育課、義務教育課） 61,709

[48,732]  英文和訳を中心とした授業から「話す」「聞く」ことを充実する授業への改善など、使え

る英語力を育成する教育を実践します。 

  事業内容   職業系高校の生徒向けに「仕事で役立つオリジナル英語教材」を開発 

         英語教育推進重点校の指定 

          教員の海外研修などによる指導方法の改善 

 

 

 

 

 

 

予 算 額 
[25年度当初予算額] 

（単位：千円） 
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＜特色ある教育の推進＞ 

 

  「夢や希望を育て未来を築く教室」開催事業  （教育庁学校教育政策課、高校教育課、義務教育課） 4,858

 [ ― ]  本県にゆかりがある企業経営者等を「福井ふるさと教員」として任命し、社会での第一

線での経験をもとにした授業を実施します。 

  事業内容 「福井ふるさと教員」による授業 

 

  ふるさと教育推進事業                   （教育庁高校教育課、義務教育課） 1,076
[ ― ]  中高生が福井の偉人の生き方等を学ぶことで、県民としての誇りを持ち、本県の魅力を

発信できる人材として育てるための「ふるさと教育」を推進します。 

  事業内容  福井の偉人の生き方等を学ぶ教材を作成 

 

 「白川文字学」普及・研究促進事業               （教育庁生涯学習・文化財課） 8,598

[6,942]  白川文字学を活用した本県独自の漢字学習を研究し、学校教育で実践するとともに、そ

の指導方法を県内外に広げます。 

  事業内容  漢字教育を実践する教員等を表彰する「白川静漢字教育賞」の実施 

漢字教育アドバイザーの県外派遣 

         教員の指導力向上を目指した「漢字指導者認定制度」の実施 

 

  福井テクノロジーアカデミー事業                 （教育庁高校教育課） 7,491

 [ ― ]  理系の進学希望者を支援するため、高校生の先端科学技術分野の学習を充実します。 

  事業内容 理科教員の専門性を向上するための研修 

       ものづくり企業の技術者、起業家、科学者等による講演会 

       グローバル企業や大学等での講義および実習等 

一流の科学技術者による特別講義 

 

  芸術教育推進事業                        （教育庁義務教育課） 8,770
[5,296]  弦楽器や日本画を小学校から体験させ、小中学校での奏者育成や高校弦楽部のレベルア

ップを図るとともに、形や色彩等による表現の技能を育成します。 

  事業内容  小中学校および高校の授業で日本画の製作を体験 

         弦楽器クラブ等でのプロ奏者による技術指導 

         小学校での四季に応じた童謡・唱歌の活用 

 

  土曜日の教育活動推進事業                    （教育庁義務教育課） 2,291

 [ ― ]  外部人材を活用した質の高い土曜授業を推進します。 

  財  源 国１０／１０ 
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 ◇次をめざす教育の充実（施策番号２０４３） 

 

＜教員の指導力の向上＞ 

 

  スマート教育推進事業        （教育庁学校教育政策課、高校教育課、義務教育課、教育振興課） 62,748

[ ― ]  動画や音声などＩＣＴ機器の長所を活かした英語の授業や本県独自の予習型授業を導入

するなど、高校の授業内容を改善し、生徒の学力向上につなげます。 

  事業内容 実践推進校においてタブレット端末を活用した新しい授業の実施 

学習教材等をタブレット端末に配信するシステムの開発 

 

 

＜職業教育の充実＞ 

 

  企業連携型地域産業担い手育成事業            （教育庁教育振興課、高校教育課） 75,516

[77,729]  職業系高校と産業界の連携を強め、社会のニーズや技術の進展に対応した教育を充実し

ます。 

  事業内容  企業ニーズに基づく職業教育への助言、進路指導・求人開拓を行う 

コーディネーターの配置 

         企業の生産現場における実践的な実習の実施 

         難関資格取得のための講習会 

         生徒に対するキャリア教育など社会人基礎力の育成 

         企業現場の水準に応じた機械設備の導入               

 

 
先端のものづくり教育の推進  

   （部局連携：教育庁教育振興課、高校教育課、産業労働部地域産業・技術振興課） 

7,041

[ ― ]

  工業高校と工業技術センターの連携により、最先端のものづくり技術に対応した教育を

推進します。 

  事業内容 全工業高校への３Ｄプリンターの導入 

       工業技術センターと連携した教員向けの研修、生徒への実践教育          

 
 坂井高等学校の施設等の整備                       （教育庁教育振興課、高校教育課） 1,670,378

９月補正

[627,691]
  坂井地区の総合産業高校として２６年４月に開校する坂井高等学校のカリキュラムに合

わせ施設・設備の整備を引き続き行います。 

  事業内容 工業実習棟の新築工事 

専門教育に必要な実習設備・備品の整備 

  事業期間 ２４～２７年度 

 
 若狭・若狭東高等学校の施設等の整備            （教育庁教育振興課、高校教育課） 50,594

[17,277]  若狭地区の高校再編に伴い、若狭高等学校および若狭東高等学校の施設・設備の整備を

引き続き行います。 

  事業内容 若狭高等学校  海洋科学科の調査研究備品の整備 

       若狭東高等学校 ビジネス情報科の商業実践室等の整備 

  事業期間 ２４～２６年度 
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＜大学教育の質の向上＞ 

 

 福井県立大学運営費交付金                     （総務部大学・私学振興課） 2,487,161

[2,496,604]  県立大学の経営を一層効率化し、第２期中期計画期間における教育の質の向上や人材育

成、研究による地域貢献を促進します。 

  交付内容 標準運営費交付金 標準的な法人運営に要する経費 

特定運営費交付金 グローバル化に対応する人材育成、県内企業のアジア

ビジネス支援、恐竜学研究のレベルアップ、研究成果

の地域への還元など中期目標・計画達成に要する経費 

 

 

 ◇日本の教育センター福井（施策番号２０４１） 

 

＜福井の教育発信等＞ 

 

  福井の教育発信事業             （教育庁学校教育政策課、高校教育課、義務教育課） 1,976

 [ ― ]  福井型１８年教育をはじめとする福井の高い教育力、授業力を日本のモデルとして全国

に発信するため、公開授業やシンポジウム等を実施します。 

  事業内容  授業名人による公開授業の実施 

大学教授の記念講演会等 

 

 福井県教育振興基本計画策定事業                    （教育庁教育振興課）  1,100
[ ― ]  今後の本県の教育施策体系を明らかにするため、２３年度に策定した計画の見直しに着

手します。 

  事業内容  有識者による「福井県教育振興基本計画検討委員会（仮称）」の開催 

 

 

＜きめ細やかな不登校対策＞ 

 

 スクールカウンセラー配置事業                （教育庁高校教育課、義務教育課） 97,930

[96,860]  臨床心理士等を配置し、いじめ・不登校等の児童・生徒の心の悩みに関する相談に対応

します。 

  配 置 校 小学校（４５校）、中学校（全７４校）、定時制高校（全７校） 

       ※ 全日制高校については、専任教員を配置 

  財  源 県２／３ 国１／３ 

 

 スクールソーシャルワーカー配置事業            （教育庁高校教育課、義務教育課） 15,354

[15,354]  社会福祉士等を配置し、不登校等の児童・生徒の家庭環境への働きかけを実施します。 

  配置場所 小中学校（全市町）、定時制高校（全７校） 

※ 全日制高校については、専任教員を配置 

  財  源 県２／３ 国１／３ 
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＜特別支援教育等の充実＞ 

 

  発達障害者支援体制整備事業                  （健康福祉部障害福祉課） 12,938

［8,659］  発達障害児の早期発見・支援により、スムーズに就学期に移行して教育を受けられるよ

う、福井県方式による支援体制を確立します。 

  事業内容  発達障害者地域支援マネジャーの配置による支援体制の強化 

発達障害者支援体制整備検討委員会の開催 

福井県方式支援ツール「子育てファイルふくいっ子」の普及 

 

 「ともに働く」就労応援事業  （部局連携：教育庁高校教育課、農林水産部水田農業経営課、園芸畜産課） 7,898

[ ― ]  特別な支援を要する生徒が行う企業実習でのサポートを充実し、地元企業や農業法人等

への一般就労を促進します。 

  事業内容 ジョブコーチ（３名）による実習補助 

ジョブサポーター（３名）による求人開拓 

  財  源 国１０／１０ 

 
  福井県高校奨学給付金事業            （教育庁高校教育課、総務部大学・私学振興課） 57,441

[ ― ]  高校教育の経済的負担を軽減するため、低所得世帯に対し給付金を支給します。 

  事業内容 給付金支給額 公立３２，３００円～１２９，７００円（年額） 

                            私立３８，０００円～１３８，０００円（年額） 

  財  源 県２／３ 国１／３ 

 
 

＜特色ある私立学校教育の振興＞ 

 

 私立高等学校教育振興補助金                   （総務部大学・私学振興課） 1,941,972
[1,959,145]  生徒一人ひとりにきめ細かな教育のできる私立高等学校づくりを支援し、特色ある私学

教育を推進します。 

  事業内容 教育振興補助（一般分）（１，６０５，１７２千円） 

         人件費、設備経費等に対し補助（職員・生徒数に応じ助成） 

       魅力発信強化加算       （１，８００千円） 

         私立高校が共同して特徴・魅力などを発信する活動に対し加算補助 

       魅力アップ推進事業    （３３５，０００千円） 

         教育改革の積極的推進、学力向上・就職支援等の取組みに対する補助 

         学力・スポーツ・芸術分野等での目標に対する成果配分 

 

 私立高等学校等就学支援事業                   （総務部大学・私学振興課） 968,971

  国の就学支援金制度を実施するとともに、低所得世帯等の生徒に対する授業料等の減免

を行う私立高校、専修学校（高等課程）に対し県独自に助成します。 

  事業内容 国の支援制度（７９６，４７８千円） 

         世帯の所得状況に応じた就学支援金の支給 

       県の支援制度（１７２，４９３千円） 

         国の支援制度と授業料の差額を所得に応じて支援するとともに、入学

金等に対しても支援 

  財  源 私立高等学校等就学支援金交付金、高校生修学等支援基金等 

[976,221]
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（５）すぐれた医療と支えあいの福祉 

 

  ◇さらに高まる医療水準（施策番号２０５１） 

 

＜総合的ながん対策の推進＞ 

 

  がん検診の推進                              （健康福祉部健康増進課） 43,955

［48,666］  がん検診の受診率の向上を図るとともに、働く女性が受診しやすい環境を整備します。 

事業内容  働く女性のがん検診推進事業 

           土日祝日に「がん検診レディースデー」を設定 

           新たに子宮がん、乳がん検診を実施する事業所に費用を助成 

がん検診受診者拡大事業 

         がん検診受診勧奨センター事業 

         市町検診受診率アップ推進事業 

財  源 地域医療再生基金等 

 

  陽子線がん治療の推進                            （健康福祉部地域医療課） 71,192

［34,328］  陽子線がん治療センターがより利用しやすくなるよう、治療技術の向上と環境づくりを

進めます。 

事業内容  陽子線がん治療利用促進事業 

         国内の第一線で活躍する粒子線治療医の招へいによる治療技術の

向上 

       乳がん治療法の開発 

         陽子線としては日本初となる乳がん治療の臨床試験の実施 

       陽子線がん治療費等助成事業 

 

  がん検診の新しい推進体制と医療体制の強化         （健康福祉部地域医療課、健康増進課） 487,452

［217,150］  地域単位や県全体で課題を協議する体制を整備するとともに、医療体制を強化し、総合

的ながん対策をさらに進めます。 

事業内容 がん検診の新しい推進体制 

    がん委員会での総合的ながん対策の検討 

   がん検診受診率向上対策協議会の開催 

医療体制の強化 

がん診療連携拠点病院機能強化事業  

がん医療センター機器整備事業（放射線治療装置の更新） 

 

 

＜医師の確保とレベルアップ＞ 

 

 医師に魅力のある研修システム・派遣システム構築事業        （健康福祉部地域医療課） 75,000

［75,000］  福井大学と連携し、魅力のある研修を行うとともに、医師不足の公的病院、診療所に医

師を派遣するシステムなど、地域に必要な医師の確保を図ります。 

  事業内容 福井大学医学部に設置した「地域医療推進講座」による出張指導等 

       医師不足の医療機関への医師の派遣（８名程度） 

  事業期間 ２２～２７年度 

  財  源 地域医療再生基金 
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  医療技術レベルアップ事業                   （健康福祉部地域医療課） 1,210

[ ― ]  国内の第一線で活躍し、卓越した技術を持つ医師を招へいして、高度専門医療技術の向

上や医療提供体制の強化を図ります。 

  事業内容 招へい医師による手術・治療の実施、指導 

       症例検討会や講習会での助言指導 

  財  源 地域医療再生基金 

 

 

＜こころとからだの健康づくり＞ 

 

  子どもの目と歯の健康プロジェクト事業  （部局連携：健康福祉部健康増進課、教育庁スポーツ保健課） 6,582

［5,737］  子どもの目と歯の健康づくりを推進します。 

  事業内容 子どもの目の健康プロジェクト事業 

目と歯にやさしい生活習慣についての小冊子を母子健康手帳交付

時、１歳半健診時、３歳児健診時に配布 

保育所、幼稚園での「目のリフレッシュタイム」の実施 

就学前の児童や公立小学校１・２年生に対して近視予防活動を実施 

       子どもの歯の健康プロジェクト事業 

           保育所、幼稚園の施設管理者などを対象に、フッ化物の効果等につ

いて研修会を開催 

           保育所、幼稚園におけるフッ化物洗口の実施（１１０施設） 

          歯垢染色剤を用いた歯磨き教室を、小学校１・２年生に加え、 

３・４年生までに拡大して実施 

 

  風しん抗体検査助成事業                           （健康福祉部健康増進課） 15,508

［ ― ］  妊娠を希望する女性の風しん抗体検査を無料で実施し、先天性風しん症候群の発生を予

防します。 

 

  いつまでも元気な生活支援事業                 （健康福祉部健康増進課） 1,648

［1,153］  ウォーキングを中心とした健康づくりを民間企業と連携して実施し、県民自ら運動習慣

の定着に取り組むよう支援することにより、県民の体力向上を図ります。 

  事業内容   「みんなで歩こうプロジェクト」 

           チーム部門、個人部門、イベント参加部門ごとに参加者募集 

         「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普及のためインストラクターを派遣（１０箇所） 

        ロコモ予防の推進 

           市町の健康診断受診会場等でロコモ予防指導の実施 

 

 地域自殺対策緊急強化特別事業                  （健康福祉部障害福祉課） 46,791

［50,208］  相談しやすい体制の充実や民間団体の活動支援を実施し、自殺の防止を図ります。 

  事業内容 自殺予防キャンペーンの実施 

       各分野の専門家による総合相談会や休日相談会の開催 

       うつ病医療体制の強化等 

  財  源 地域自殺対策緊急強化基金  
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 ◇元気生活のアクティブ･シニア、「元気活躍率日本一」へ（施策番号２０５２） 

 

＜健康・生きがいづくり＞ 

 

  高齢者元気活躍支援事業                             （健康福祉部長寿福祉課） 2,500

［ ― ］  高齢者が地域住民とともに実施する地域を支える活動を支援し、高齢者が元気で活躍で

きる地域社会を推進します。 

  事業内容 老人クラブが地域住民と実施する活動への支援 

  財  源 高齢者保健福祉基金 

 

  通所介護事業所等における農作業活用促進事業               （健康福祉部長寿福祉課） 3,000

［1,000］  農作業を通じた高齢者の健康づくりや生きがいづくりをさらに進めるため、農作業の場

を地域に開放する事業所を増やし、施設利用者と地域の元気な高齢者との交流を進めます。 

  事業内容 農具等の必要経費の助成 

  財  源 高齢者保健福祉基金 

 

  高齢者地域交流ウォーキング事業                     （健康福祉部長寿福祉課） 1,764

［882］  老人クラブが主体となり、地域住民も参加して実施する定期的なウォーキングの支援を

さらに拡大し、会員と地域住民の交流を進めます。 

  事業内容 ウォーキングへの参加募集等の必要経費の助成 

 

 

＜在宅ケアの推進＞ 

 

 

 

 

  在宅医療・介護連携推進事業                        （健康福祉部長寿福祉課） 44,417 
９月補正

［5,781］
  中重度の要介護者も安心して医療・介護が受けられる坂井地区の在宅ケア体制のレベル

アップと、坂井地区の成果を活かした全市町での体制整備を進めます。 

事業内容   坂井地区のレベルアップ 

ボランティアによる生活支援を含む在宅サービスの一元的な提供 

ＩＴシステムの本格運用 等 

 全市町における体制整備 

市町単位での在宅ケア体制の中心となるコーディネーターの配置 

全市町・郡市医師会による「在宅ケア体制整備推進協議会」の設立 

  財  源 地域医療再生基金等 

  認知症支援体制構築推進事業                        （健康福祉部長寿福祉課） 2,057
［926］  モデル事業として実施してきた本県独自の認知症検診を広く県内に普及し、制度の定着

を図るとともに、認知症の早期発見を図ります。 

  事業内容   認知症施策総合推進会議の開催 

 市町が実施する認知症検診を支援 

  財  源 高齢者保健福祉基金 

 訪問看護新規就業支援事業                            （健康福祉部長寿福祉課） 8,652 
９月補正

［8,322］
  訪問看護分野への就業を希望する看護師に対しチャレンジ就業制度を設け、訪問看護の

人材の充実を図ります。 

  事業内容 訪問看護分野への就業希望者に対し、就業への不安軽減を図るため２か月

間のトライアル雇用を実施（１０名） 

  財  源 地域医療再生基金 
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＜介護人材の確保と施設介護の充実＞ 

 

  介護人材確保対策総合事業                         （健康福祉部長寿福祉課） 31,884

  介護サービス分野への就業意欲を喚起するとともに、介護従事者の資質向上や事業所の

経営改善を支援し、介護に携わる人材の確保、定着を図ります。 

  事業内容  事業所の経営改善に向けた専門家等の派遣 

介護職場体験の実施 

福祉・介護人材マッチング支援 等 

  財  源 緊急雇用創出事業臨時特例基金 

［17,292］

 

 介護基盤緊急整備等特別対策事業                        （健康福祉部長寿福祉課） 123,300

  介護施設等の新築および増築に助成します。 

  事業内容 認知症高齢者グループホーム等の介護施設の新築・増築に対する工事費

等の補助（１５施設） 

補助上限額 認知症高齢者グループホーム  ３，０００万円／施設 

       小規模多機能型居宅介護事業所  ３，０００万円／施設 

            介護予防拠点           ７５０万円／施設  

財   源 介護基盤緊急整備等臨時特例基金 

［949,000］

 

 老人福祉施設整備事業                               （健康福祉部長寿福祉課） 213,250

  老人福祉施設の整備に助成し、地域の老人福祉の向上を図ります。 

  補助対象 特別養護老人ホーム、養護老人ホームの改築（２施設） 

［ ― ］

 

 

 

 訪問看護ステーション支援事業                         （健康福祉部長寿福祉課） 4,055 
［4,115］  訪問看護ステーションへの側面支援を行い、「２４時間定期巡回・随時対応型訪問介護看

護」サービスに対応できる体制の整備と基盤強化を図ります。 

  事業内容 ５ブロックごとに２４時間サポート体制を強化 

       訪問看護、２４時間サポート体制の普及啓発 

       訪問看護ステーションからの相談対応等 

  財  源 地域医療再生基金 

 住まい環境整備支援事業                             （健康福祉部長寿福祉課） 40,000
［40,000］  高齢者が暮らしやすい住居環境の整備を促進し、要介護高齢者の在宅生活の継続を支援

します。 

  対象経費 要介護高齢者の住宅の改修経費（廊下、トイレ、洗面台等） 

  補 助 率 県１／２ （市町１／２） 

  補助上限額 ８０万円（自己負担１割） 

  財   源 高齢者保健福祉基金等 

 サービス付き高齢者向け住宅普及促進事業                  （健康福祉部長寿福祉課） 52,000 
［39,000］ 中重度の要介護者の受入れが可能なサービス付き高齢者向け住宅の普及を促進します。 

  対象経費 サービス付き高齢者向け住宅の建築に要する経費 

  補助上限額 １戸あたり５０万円（ただし、機械浴槽を設置しない場合は、１戸あた

り３０万円） 

  財   源 高齢者保健福祉基金 
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 ◇「一役を分担」の地域活動（施策番号２０５３） 

 

  ふるさと集落元気づくり事業                    （総務部市町振興課） 18,865
[17,865]  中山間地域や高齢化が進んだ集落等において、地域おこし協力隊の受入れ・活動・定住

を促進するとともに、若者が参画する地域活性化のための活動を支援します。 

事業内容  地域おこし協力隊の受入人数を倍増（目標２０人） 

            補助率 県２／３ （市町１／３） 

         協力隊や集落支援員が企画し、若者が参画する集落イベント等を実施 

            補助率 県２／３ （市町１／６以上 集落等１／６以内） 

         地域住民による集落活動や地域ニーズを活かしたビジネスなどを実施 

            補助率 県１／２ （市町１／６以上 事業者２／６以内） 

 

 

  公共施設等利活用プロジェクト                   （総務部市町振興課） 33,000

[ ― ] 使用していない公共施設等を地域住民による体験・交流施設等として利活用を進めます。 

  補助対象  廃校舎に加え、市町庁舎、幼稚園、保育所などの公共施設、歴史的価値

を有する施設に拡充 

  補助内容  地域住民とともに策定する公共施設等の利活用計画策定への補助 

        当該施設を活用して行う商品開発などへの補助 

         利用計画に基づく施設整備への補助 

  補 助 率 県１／２（市町１／２） 

  事業期間 ２６～３０年度 

 

 

 ふくい県民活動・ボランティアセンター運営事業         （総務部男女参画・県民活動課） 16,669
［17,457］  ボランティア希望者と募集団体とのマッチングを行うとともに、県民の社会貢献活動へ

の参加と実践を促進します。 

  事業内容 ふくい県民活動・ボランティアセンターの運営 

       県社会貢献活動支援ネットの運営 

       県民社会貢献活動推進協議会の開催 

 

 

 ◇自立を基本に頼れる福祉（施策番号２０５４） 

 

 生活困窮者就労・自立支援モデル事業                    （健康福祉部地域福祉課） 57,784

  県自立促進支援センターにおいて、生活困窮者の就労や自立に向けた支援を実施します。 

事業内容 自立に関する相談支援と個々の事情に応じた支援プランの作成 

     面接訓練などの就労準備支援 

     生活困窮家庭の子どもへの学習支援 

財  源 緊急雇用創出事業臨時特例基金 

９月補正

［27,776］

 

 

  障害者等就業体験支援事業                    （産業労働部労働政策課） 1,061
［1,031］  障害者等に対する短期の就業体験を実施し、実社会に触れる機会の提供と受け入れ企業

の開拓を行い、障害者の職業的自立と雇用の安定を図ります。 

  事業内容 短期の就業体験の実施に要する経費に助成（年間５０人） 

         受入企業への謝金（１，０００円／人・日） 

         障害者等への受講手当（７００円／人・日）、損害保険加入 
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  働く障害者の生産力アップ事業                 （健康福祉部障害福祉課） 8,420

  障害者施設が実施している農作業の受注や食品製造を、経営効率の高い形態へ転換し、

障害者賃金を向上します。 

  事業内容 新たな事業展開を実施する事業所へのコーディネーターの派遣 

       事業展開のための初期設備費用の助成 

[ ― ]

 

 

 障害者福祉施設整備事業                     （健康福祉部障害福祉課） 115,952

  民間障害者施設の整備に助成し、障害者が身近な地域で安定した日常生活を送ることが

できる環境を確保します。 

  補助対象 障害福祉施設の新築および改築（３施設） 

  補 助 率 国１／２ 県１／４  

[ ― ]

 

 

 障害者グループホーム・ケアホーム支援事業            （健康福祉部障害福祉課） 19,375

  グループホーム・ケアホームの整備に助成し、障害者が安心して生活できる居住環境を

確保します。 

  補助対象 施設整備（１施設） 

       備品整備（１施設） 

  補 助 率 施設 国１／２ 県１／４  

       備品 県３／４  

［19,750］
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（６）若者のチャレンジと女性の活躍を応援 

 

  ◇若者にチャレンジの場（施策番号２０６１） 

 

  若者チャレンジ応援プロジェクト事業            （総務部男女参画・県民活動課） 7,372 
［8,669］  若者が地域を活性化する活動や海外でチャレンジする活動を継続して応援するととも

に、嶺北・嶺南の若者同士の交流を通じて活動する若者の拡大を図ります。 

  事業内容 「嶺南盛り上げ隊」として嶺北の若者も協力して嶺南でイベントを開催 

         若者自身が企画運営する講演会、交流会、活動発表会の開催 

         地域課題の解決に向けたワークショップの開催 

 

 

  ◇子どもがたくさん、家族を応援（施策番号２０６２） 

 

  ライフステージに応じた少子化対策事業        （健康福祉部子ども家庭課、健康増進課） 17,738

［ ― ］  出会いから結婚、妊娠・出産までの切れ目のない支援を行うため、少子化対策を一体的

に実施します。 

  事業内容 結婚支援 

地域の縁結びさん応援事業 

地域の縁結びさんによる縁結び活動を通じた若者の出会いの創出 

若手社会人の出会い語らい交流事業 

  若手社会人のためのビジネスセミナー等の実施 

結婚につながる実践力向上事業 

  婚活をする若者のためのスキルアップセミナーの実施 

  スポーツなどの健康づくりを兼ねた交流の促進 

       妊娠・出産支援 

         男性の不妊治療費助成事業 

           助成額 １回５万円 

  財  源 地域少子化対策強化交付金等 

 

 

＜子育てを応援する環境づくり＞ 

 

  ゆとりある働き方と子育ての実現プロジェクト             （健康福祉部子ども家庭課） 20,057

［16,063］  子どもが 1 歳になるまで育児休業を取得できる職場環境づくりを促進するとともに、１

～２歳児は勤務時間の短縮により、ゆとりある働き方と子育てを支援します。 

  事業内容   ０歳児育児休業応援企業奨励事業 

           企業において初めて、子どもが１歳になるまで育児休業を取得した

場合に企業へ奨励金を支給 

             対 象 者 常時雇用者１００人以下の企業 

             支 給 額 １社あたり２０万円 

育児短時間勤務応援事業 

           短時間勤務利用者の保育時間短縮に対する保育料軽減 

             対 象 者 １、２歳の保育園児の保護者で保育時間を２時間短縮

し、 かつ育児短時間勤務を連続して６カ月以上活用 

              軽減内容 保育料の１／４ 

        ふくいの子宝応援事業 

           育児短時間勤務期間に出産し、１歳になるまで育児休業を取得した

場合、短時間勤務取得前の育児休業給付との差額相当を支給 
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 「子どもを育む企業」応援事業                   （産業労働部労働政策課） 6,402

  企業子宝率の高い「子育てモデル企業」を県内外に発信し、従業員の子育て環境を改善

する企業の増加につなげます。 

  事業内容  ふくい企業子宝率顧問の設置 

         「企業子宝率」調査による企業認定と普及 

        子育てモデル企業の取組や調査結果を掲載するポータルサイトの開設 

［3,994］

 

 世代間交流型デイサービス支援モデル事業                 （健康福祉部長寿福祉課） 19,500

［26,000］  指定通所介護事業所を拠点として、地域の子どもや元気な高齢者も集うことができる交

流スペース等の整備に助成し、世代間交流を促進します。 

  対象経費 児童一時預かり事業所および交流スペースを併設する世代間交流型デイサ

ービス事業所の整備に要する経費 

         施設の新設       上限１，０００万円（補助率１／２） 

         既存施設の改修・増改築 上限   ５００万円（補助率１／２） 

         開設準備の経費     上限   ３００万円 

（改修・増改築の場合は上限１５０万円） 

財  源 高齢者保健福祉基金 

 

 放課後子どもクラブ応援事業           部局連携：教育庁義務教育課、健康福祉部子ども家庭課） 539,110

  子どもが安心して放課後を過ごすことができる環境整備を支援します。 

支援対象 通常の支援措置 県の追加支援措置 

運

営

費 

２０人

以上 
県1/3 国1/3 市町1/3

４年生以上または留守家庭以外の児童の受け

入れ １人あたり7.5千円（1/6相当） 

２０人

未満 
なし 県1/2  市町1/2 

整備費 県1/3 国1/3 市町1/3
６年生まで受け入れる施設の新設（児童館除

く） 県1/2  国1/3  市町1/6 
 

[512,949]

 
 

＜経済的負担の軽減＞ 

 

 ふくい３人っ子応援プロジェクト                      （健康福祉部子ども家庭課） 232,965

［218,815］  ３人以上の子どもを持つ世帯の３人目以降の子どもが３歳に達するまで、保育料などを

無料化し、経済的な負担を軽減します。 

  軽減内容 保育料の無料化（すくすく保育支援事業：１９９，１８６千円） 

       一時保育・特定保育料の無料化（５，５５２千円） 

       一時預かりサービスの無料化（２６，６８６千円） 

       病気治療中・回復期児童の保育料無料化（１，５４１千円） 

 

 子ども医療費助成事業                             （健康福祉部子ども家庭課） 827,182

［858,462］  子どもの医療費を助成し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。 

  事業内容 小学校３年生までの子どもの医療費を助成 

         就学前児童は無料 

小学生は通院 月５００円／件、入院５００円／日（月に８日間まで）

を自己負担 

  補 助 率 県１／２ （市町１／２） 
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＜保育所施設等の充実＞ 

 

 保育カウンセラー配置事業                          （健康福祉部子ども家庭課） 16,505

［18,677］  各市町に保育カウンセラーを配置し、発達障害など対応の難しい子どもに対する発達状

況の把握や支援方法について、保育士や保護者等にアドバイスを行います。 

  事業内容 各市町に保育カウンセラーを配置 

  補 助 率 県１／２ （市町１／２） 

 

 保育所施設整備補助事業                             （健康福祉部子ども家庭課） 787,045

［224,957］  民間保育所の整備に助成し、子どもを安心して育てることができる環境づくりを進めま

す。 

  補助対象 民間保育所 １１箇所 

  補 助 率 県１／２、２／３ （市町１／４、１／１２、設置者１／４） 

  財  源 安心こども基金 

 

 私立幼稚園等緊急環境整備事業                   （総務部大学・私学振興課） 14,357
［ ― ］  私立幼稚園等における遊具や運動用具等の整備を支援します。 

  実施主体 私立幼稚園等を設置する学校法人、社会福祉法人 

  補 助 率 県１／３～１／２ 

  財  源 安心こども基金 

 

 

＜ひとり親家庭等への支援＞ 

 

 ひとり親家庭児童の学習支援事業                      （健康福祉部子ども家庭課） 4,465

［2,450］ ひとり親家庭の児童に対する学習支援を行い、生活面での不安を解消します。 

  事業内容 学習ボランティア等によるひとり親家庭の小・中学生に対する学習会の実施 

 

 施設入所等児童の学習支援事業                        （健康福祉部子ども家庭課） 8,053

［6,915］  保護者等から大学等進学に向けて必要な経済的支援を受けることができない施設入所等

児童に対し、学習にかかる経費を支援します。 

  事業内容 施設入所等児童（高校生）への学習支援費の支給 

       大学等の受験料、入学金相当分の支援 

       修学期間のうち２０歳までの支援（生活費相当）  

 

 

 ◇働く女性に活動のゆとりを（施策番号２０６３） 

 

  ふくい女性活躍支援センター強化事業            （総務部男女参画・県民活動課） 9,802

[ ― ] 働く女性の悩みを一つの窓口で解決できるよう、ふくい女性活躍支援センターにおける

再就職や育休復帰支援機能を強化します。 

  事業内容 女性キャリア相談員による電話や面接相談 

       マッチングアドバイザーによる企業情報の提供や就職支援セミナーの開催 

       保育士による子育て相談や保育所情報の提供 

       無料職業紹介実施に向けた準備 

  事業期間 ２６～２８年度 
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  働く女性の活躍支援事業                  （総務部男女参画・県民活動課） 2,962
［2,686］  女性リーダーを育成するとともに、多様なモデルをつくり、県内企業で活躍する女性た

ちの活動を支援します。 

  事業内容  企業内における女性中心のプロジェクトチーム活動を促進 

女性リーダーとして必要な知識を学ぶことができる「未来きらりプログ

ラム」の実行 

         女性社員の相談相手となるメンター制度や「ふくい女性活躍支援企業」

の拡大        

 

 

 

 働く女性のがん検診推進事業 再掲（Ｐ３２）          （健康福祉部健康増進課） 

     事業内容 土日祝日に「がん検診レディースデー」を設定 

          新たに子宮がん、乳がん検診を実施する事業所に費用を助成 

(22,465)

 

 

 

 ゆとりある働き方と子育ての実現プロジェクト 再掲（Ｐ３８）   （健康福祉部子ども家庭課） 

     事業内容   ０歳児育児休業応援企業奨励事業 

            育児短時間勤務応援事業 

           ふくいの子宝応援事業 

(20,057)
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（７）日本一の安全･安心(治安向上から治安実感へ) 

 

  ◇治安実感プログラム（施策番号２０７１） 

 

 安心で明るい通学路普及促進事業                    （総務部市町振興課） 20,979
［29,741]  市町が実施するＬＥＤ防犯灯の新規設置に対して支援し、明るい通学路の整備をさらに

進めます。 

  実施主体 市町 

  事業期間 ２３～２６年度 

  補 助 率 県２／３ （市町１／３） 

       （集落内設置の場合 県１／２ 市町１／２） 

 

 

 子ども安心県民作戦                （部局連携：安全環境部県民安全課、警察本部） 12,575

[13,325] 市町、地域住民および事業所が連携・協力した登下校時の見守り活動や、地域ぐるみの

防犯活動により、子どもの安全・安心を守ります。 

  事業内容 小中学生に対する見守り活動等の実施         

         補 助 率 県１／２（市町１／２） 

         実施主体 各市町の青少年育成会議   

 

 

 女性の安心実感サポート事業             （部局連携：安全環境部県民安全課、警察本部） 7,200

[8,315]

 

  女性の視点に立った防犯活動を行い、女性の治安向上の実感につなげます。 

  事業内容 女性を狙った犯罪が起こりやすい場所での地域住民によるパトロール 

 

 

  配偶者暴力被害者支援事業                （総務部男女参画・県民活動課） 3,822 
[2,766]  「配偶者暴力防止および被害者保護のための福井県基本計画」に基づき、配偶者暴力の

防止、被害者の保護や自立支援を行います。 

  支援内容  男性被害者を対象とした電話相談 

         民間支援団体が行う相談室や保護シェルターなどの支援施設整備等に

対する助成（補助率 県２/３） 

         就職活動や住居探しのための旅費、住居費等の支援等 

 

 

 消費者行政活性化事業                （部局連携：安全環境部県民安全課、警察本部） 44,809

[42,334]  市町と連携して消費者教育の推進や消費生活相談体制を強化します。 

  事業内容 小学校における消費体験教室の開催 

       高齢者の悪質商法被害を未然に防ぐための情報提供    

法律、建築、インターネット等の専門家による相談会等 

  財  源 消費者行政活性化基金 
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＜交通安全対策の強化＞ 

 
  ストップ交通死亡事故対策事業          （部局連携：安全環境部県民安全課、警察本部） 8,292

[ ― ]  民間企業と連携し、身近な人からの免許返納呼びかけやドライバーとなる従業員教育の 

強化等を推進することにより、交通死亡事故の減少につなげます。 

  事業内容 「交通安全実践事業所」を登録し優良事業所を表彰 

６５歳以上の運転免許自主返納者への料金割引や配送サービスを実施する

企業等を拡充 

       高齢者向け交通安全教室の実施等 

 

 交通安全施設等整備事業                          （警察本部） 405,487

[364,563]  信号機や道路標識など交通安全施設の新設、改修等を行い、交通事故を防止し、交通安

全を確保します。 

  事業内容 中部縦貫自動車道、舞鶴若狭自動車道等の供用開始に伴う信号機の新設 

信号制御機の更新（４８箇所） 

       道路標識・標示の新設、更新（標識１，９８９本、標示延べ２３４㎞） 

 

 

 ◇地震･異常気象･災害などに迅速対応（施策番号２０７２） 

 

＜原子力防災対策の拡充＞ 

 

 原子力防災センター代替施設整備事業              （安全環境部危機対策・防災課） 79,614

[2,526]  原子力防災センターが機能不全になった場合のバックアップ施設を整備をします。 

  整備内容 非常用発電機工事および通信配線工事 

  整備箇所 生活学習館 

財  源 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 

 

  半島部臨時ヘリポート整備等事業              （安全環境部危機対策・防災課） 61,411

[ ― ]  複合災害時において道路が寸断された場合に備え、避難手段を確保するための臨時ヘリ

ポートを整備します。 

  事業内容 半島部の臨時ヘリポート整備（アスファルト舗装、夜間における災害対応

のための照明器具設置等） 

       実動部隊参集拠点の調査・検討 

財  源 核燃料税（緊急対策分） 

 

  原子力防災における住民避難対策補助金           （安全環境部危機対策・防災課） 300,000

[ ― ]  原子力防災における防護範囲の拡大や他市町避難者の受入れなどの住民避難対策に必要

な経費を支援します。 

  補助内容 住民への伝達手段体制の整備、避難所のバリアフリー化、資機材の整備 

  補助基準額 各市町１億円 

補 助 率 県１／２（市町１／２） 

  財   源 核燃料税（緊急対策分） 

 

  災害情報インターネットシステム強化事業           （安全環境部危機対策・防災課） 82,007

[ ― ]  災害情報を電子地図上でわかりやすく表示することにより、災害対応の迅速化、効率化

を図ります。 

  事業内容 道路規制情報、被害状況、開設避難所情報を電子地図上に表示 

       災害情報をテレビ、携帯端末等から情報配信 

財  源 核燃料税（緊急対策分） 
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  緊急時安全対策事業                      （健康福祉部地域医療課） 77,982

[5,810]  ２５年７月に改定した県地域防災計画等に基づき、原子力災害時の医療体制を整備しま

す。 

  事業内容   原子力発電施設から５km圏内の住民への安定ヨウ素剤の事前配布 

          被ばく医療機関等への放射線測定機器の整備 

財  源   原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 

 

 原子力災害制圧道路等整備事業  （部局連携：土木部道路建設課、道路保全課、安全環境部原子力安全対策課） 7,455,000

〈継続費〉 

〈3,400,000〉

〈債務負担行為〉

〈1,380,000〉

[4,785,000]

  原子力発電所までの道路の多重化や防災機能を強化し、事故発生時に迅速な初動・事故

制圧等を行います。 

  事業内容 敦賀半島 白木～浦底間交通不能解消、佐田～竹波間バイパス、立石バイ

パス、斜面対策、橋梁補強 

大島半島 犬見～大島間バイパス、斜面対策、橋梁補修 

内浦半島 音海～小黒飯間バイパス、神野～難波江間線形改良 

 

 

＜防災力の強化＞ 

 

 防災情報ネットワーク再整備事業                （安全環境部危機対策・防災課） 3,220,024

[939,260]  大規模な災害においても通信を確保するため、県、市町、オフサイトセンター、電力事

業者、原子力発電所等を結ぶ無線・有線など複数の通信ルートを整備します。 

  事業内容 通信手段の３重化（無線・衛星・有線）に向けた衛星無線装置、監視台等 

の製作・据付 

  財  源 緊急防災・減災事業債 

 

  防災ヘリコプター更新事業                   （安全環境部危機対策・防災課） 1,294,716

[ ― ]  防災ヘリコプターを更新し、救急救助、災害応急対策等に対応します。 

  財  源 緊急防災・減災事業債 

 

  災害時医療支援施設整備事業                  （健康福祉部地域医療課） 50,575

[ ― ]  災害時に迅速かつ適切な医療活動を行うため、救護班の編成や県外からの救護班の受け

入れの拠点となる施設を整備します。 

実施主体  福井県医師会 

対象経費  救護支援センターの建設費用 

財    源  地域医療再生基金 

 

 土砂災害警戒区域等再調査事業（公共）                （土木部砂防防災課） 72,500

[3,450]  土砂災害警戒区域等の範囲の見直しを行い、住民の警戒避難体制の充実を図ります。 

 再調査箇所 山地斜面の状況変化等により下流への流出土砂量の増加が見込まれる箇所 

 

 足羽川ダム建設事業（公共）                       （土木部河川課） 971,520

[719,000]  国直轄事業の足羽川ダムについて、流域の安全確保のため一日も早い完成を目指します。 

  国直轄事業費４２．２億円 
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＜耐震化の促進＞ 

 

  大規模民間建築物耐震診断促進事業                 （土木部建築住宅課） 10,491
［ ― ]  耐震診断の実施と結果報告が義務付けられた大規模民間建築物に対し、耐震診断費用の

一部を助成します。 

  補助対象 昭和５６年５月３１日以前に着工したホテル・旅館、病院、店舗等のうち

３階以上かつ５，０００㎡以上の建物 

補 助 率 県１／６（国１／２ 市町１／６ 所有者１／６） 

 

 木造住宅の耐震化                          （土木部建築住宅課） 19,883

[21,752]

 

  耐震診断・補強プランの作成 

  補 助 率 県３／１０（国４．５／１０ 市町１．５／１０ 所有者１／１０） 

  補助上限額 ６０千円／戸（伝統的民家は２００千円／戸） 

 耐震補強工事 

  補 助 率 県１／４（国１／２ 市町１／４） 

補助上限額 全体改修 １１０万円／戸 

      部分改修  ３０万円／戸 

 

 私立学校等の耐震化          （総務部大学・私学振興課、健康福祉部障害福祉課、地域医療課） 1,140,014

[1,098,587]  私立学校等の耐震工事等に助成し、耐震化を促進します。 

私立学校 社会福祉施設 医療施設 

耐震診断 耐震工事 耐震工事 耐震工事 

対  象 幼 稚 園 
幼 稚 園 
高等学校 

障害者施設 
二次救急 
医療機関 

補 助 率 県１／３ 県１／６ 県３／４ 県１／２ 

活用する 
基  金 

― ― 
社会福祉施設耐震
化等臨時特例基金

医療施設耐震化
整備基金 

  計 ２施設 ３施設 ３施設 １施設 
 

 

 県有施設等の耐震化 

（総務部財産・事務管理課、健康福祉部地域福祉課、土木部建築住宅課、教育庁教育振興課、警察本部） 

1,309,254

[1,349,409]

 県有施設等の耐震化を促進します。 

 計画策定・実施設計 耐震補強工事等 

県有施設 福井合同庁舎 
県営住宅杉の木台団地、 
社会福祉センター 

県立学校 
丸岡高等学校、若狭東高等学校、
科学技術高等学校  

敦賀高等学校、科学技術高等学校 
他 計１１棟 

警察施設 勝山警察署 嶺南運転者教育センター 

  計 ５棟 １４棟 
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（８）豊かな環境、もっと豊かに 

 

  ◇みんなで良くする生活･自然環境（施策番号２０８１） 

 

＜里山里海湖保全の活性化＞ 

 

  「里山里海湖」研究活用推進事業                    （安全環境部自然環境課） 56,479

[ ― ]

 

  昨年１０月に開設した里山里海湖研究所において、県民、活動団体、企業、行政が参加

し、地域の特性に応じた「研究」、「教育」、「実践」を進めます。 

  事業内容 里山里海湖の恵みを人々の暮らしに結びつける研究 

       教員等と子どもたちによる身近な生きもの生息環境調査の実施 

       「里山里海湖教育プログラム」の作成 

       保育園や幼稚園の親子自然体験、小学校低学年の親子事業の支援 

       里の恵みを活用した食文化や伝統漁法等を情報収集し体験講座を通じ伝達 

「里山里海湖活動者表彰」の創設等 

 

  ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ推進事業        （安全環境部環境政策課、自然環境課） 2,896

[ ― ]  里山里海湖における生物多様性の保全や利活用を国民的運動へと展開するとともに、本

県の取組みを国外へアピールします。 

  事業内容 本県および石川県によるネットワーク会議の開催等 

ＩＰＳＩ－５（韓国開催）への参加 

 

  水月湖「年縞」採取活用推進事業                  （安全環境部自然環境課） 56,829

[ ― ]  福井の宝である水月湖「年縞」を採取し、展示や講座を通じて、学校教育での学習の機

会の提供や県内外からの誘客を図ります。 

  事業内容 年縞コアの採取、加工、保存 

年縞移動展示および年縞展示用映像製作 

年縞研究展示方法等の検討 

 

  コウノトリ飼育繁殖事業                      （安全環境部自然環境課） 21,064

[7,433]  ふくいの自然再生のシンボルであるコウノトリを越前市白山地区で飼育し、幼鳥の繁殖

と定着を目指します。 

  事業内容  救護用ケージの整備 

コウノトリの成鳥の飼育・繁殖 

         兵庫県との生態共同研究 

         コウノトリ定着推進会議の開催 

  財  源 自然保護基金等 

 

  「ふくいふるさとの音風景」を活用した環境意識向上事業      （安全環境部環境政策課） 943

[ ― ]  自然から聴こえるせせらぎやさえずり、そこに住む人々の方言や祭りの活気などの音風

景を活用し、本県の自然や文化等の環境のアピールにつなげます。 

  事業内容 スマートフォンアプリを活用し、音風景の投稿を呼びかけ 

 

  地域環境コーディネート力向上事業                     （安全環境部環境政策課） 1,001

[ ― ]  県民の環境学習会に対するニーズに対応し、県内各地で開催されている様々な学習会を

企画、調整できる人材を育成します。 

  事業内容 環境学習コーディネート講座の実施 
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＜資源循環型社会の推進＞ 

 

 「おいしいふくい食べきり運動」推進強化事業         （安全環境部循環社会推進課） 2,961

[1,985]

 

  おいしいふくい食べきり運動をより実践的な活動に展開させ、生ごみの減量化を進めま

す。 

事業内容  「３Ｒ推進全国大会」の誘致活動を行い「食べきり運動全国大会（２７

年度）」の開催を計画 

 ホテルにおける食べ残しの実態調査およびホテル従業員等による食べ

きり運動の推進等 

 

  ものを大切にする社会づくり推進事業             （安全環境部循環社会推進課） 2,321
[2,029]

 

  おもちゃの病院や古本市等の開催、おもちゃ等を修理するグループの育成等により、も

のを大切にする意識を醸成します。 

  事業内容  おもちゃ修理に知識・技術を持った「おもちゃマイスター」の育成 

おもちゃ修理を行う「おもちゃドクター」の養成講座の開催 

         修理イベント、古本市、古着の譲渡会の開催 

 

  「ごみのないきれいなふるさとづくり」推進強化事業 （安全環境部循環社会推進課、環境政策課） 138,486

[ ― ]   県民総参加による「ごみのないきれいなふるさとづくり」を推進します。 

  事業内容 海岸漂着物の計画的回収 

海岸漂着物発生抑制のための環境教育 

ＳＮＳサービスを活用した自発的なごみ拾い活動を誘発 

  財  源 海岸漂着物対策基金等 

 

 資源循環ビジネス推進事業                   （安全環境部循環社会推進課） 1,279

[828]  廃棄物処理業者や試験研究機関などが一体となって、リサイクルの可能性や課題の検討、

研究を行い、資源リサイクルの事業化を目指します。 

  事業内容 リサイクルの事業化に向けたテーマ別研究会の開催等  

 

 

  動物の適正飼養等推進調査事業               （健康福祉部医薬食品・衛生課） 768

［ ― ］  動物の適正な飼養を推進するため、本県にふさわしい動物愛護管理の施策・体制等のあ

り方を調査します。 

 

 

 ◇見える見せる温暖化対策（施策番号２０８２） 

 

＜エネルギー源の多角化の推進＞ 

 

 地域主導型再生可能エネルギー等事業化促進事業          （安全環境部環境政策課） 9,235

[5,138]  地球温暖化対策とエネルギー源の多角化を地域経済の活性化に役立てるため、各地域の

特色を活かした再生可能エネルギーの導入を図る「１市町１エネおこし」を促進します。 

  事業内容 各市町地域協議会に対する支援 

  補助上限額 事業化検証  ５０万円 

        事業化計画 １００万円 

  補 助 率 県１／２ 
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 住宅用太陽光発電設備導入促進事業                 （安全環境部環境政策課） 41,619

[85,953]  一般家庭における太陽光発電の導入を促進し、地球温暖化防止活動を推進します。 

  事業内容  太陽光発電の導入に対する補助 

補 助 額 １万円／ｋＷ 

  補助上限額 ４万円 

 

 桝谷ダム小水力発電整備事業（公共）               （農林水産部農村振興課） 130,000

 [23,300]  県が管理するダムにおいて、未利用エネルギーを有効活用するための小水力発電施設を

整備します。 

  事業内容 桝谷ダムにおける放流水を活用した水力発電 

  事業期間 ２５～２７年度 

 

 

＜地球温暖化防止の推進＞ 

 

 地球温暖化ストップ県民運動「ＬＯＶＥ・アース・ふくい」強化事業  （安全環境部環境政策課） 3,968

[2,200]  地球温暖化ストップ県民運動「ＬＯＶＥ・アース・ふくい」をさらに推進し、節電など

を実践する地球温暖化防止活動の輪を広げます。 

  事業内容 ふるさと環境フェアの開催 

              環境関連イベント来場者に家族に対する省エネ診断・改善案を提案 

  財  源 環境保全基金等 

 

  業種別省エネ研究会の設立運営事業                   （安全環境部環境政策課） 1,596

[ ― ]  エネルギーを多く消費する業種を対象に、業種別の省エネ研究会の設立、運営を支援し、

温室効果ガスの排出を抑制します。 

  事業内容 業種別「省エネ研究会（仮称）」の創設 

業種に特化した省エネセミナーや相談会等 

 
 

 ◇景観を県民資産に（施策番号２０８３） 

 

＜景観づくりの推進＞ 

 

 福井ふるさと百景活用推進事業                   （観光営業部文化振興課） 9,647

［10,099］  「福井ふるさと百景」を活用して、県内外に広く情報発信し、地域とともに景観づくり 

を推進します。 

  事業内容 県内外巡回パネル展などによる情報発信 

       ビューポイント整備に対する支援 

         補助上限額 １か所あたり１００万円 

       景観づくり団体への支援 

         補助上限額 １団体あたり年２０万円（２年以内） 
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 福井の伝統的民家普及促進事業                  （観光営業部文化振興課） 43,681

［45,447］  伝統的民家が集積する地区を伝統的民家群保存活用推進地区に指定し、地区内で行う福 

井らしい集落・街並み景観の保全、活用などの活動に対して支援します。 

  事業内容 伝統的民家普及促進事業に対する補助 

補助対象 推進地区の伝統的民家（民家に付属しない土蔵等を含む）

の改修 等 

         補助上限額 １５０万円 

         補 助 率 県１／４ （市町１／４ 所有者１／２） 

       推進地区内での景観づくり団体への支援 

         補助上限額 １団体あたり年２００千円（２年以内） 

 

  屋外広告物景観改善調査事業                     （土木部都市計画課） 5,100

［ ― ]  屋外広告物の設置基準の見直しについて調査を行い、良好な景観づくりを推進します。 

  事業内容 地域の景観に応じた規制内容や既存広告物への影響を調査 

調査対象 広告板、広告塔、屋上広告など 

 

 

＜福井の住まいづくりの推進＞ 

 
 多世帯同居のリフォーム支援事業                   （土木部建築住宅課） 10,000

[10,000]  福井らしい住まい方である多世帯同居を推進するため、新たに同居する家族を支援します。 

  事業内容 多世帯同居に必要となる住宅リフォームにかかる費用に補助 

（市町補助額の１／２） 

補助上限額 ２０万円／戸 

 

 空き家対策事業                           （土木部建築住宅課） 787

[1,847]  福井県住宅診断制度を普及・促進するとともに、空き家情報バンクの充実を図り、活用

可能な空き家の有効活用と適正管理を推進します。 

  事業内容 福井県版住宅診断制度を活用した住宅診断費用への補助（診断料の２／３） 

       空き家情報バンクの情報量・質の充実 

         新ふくい人向けの物件の掘り起こし、空き家所有者への意向調査  

       空き家対策協議会を開催し、除却対策など空き家対策指針を策定 
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３ 元気な県土 

 

（９）県土に活気の高速交通時代 

 

  ◇高速交通ネットワークの完結促進（施策番号３０９１） 

 

＜北陸新幹線の整備促進＞ 

 

 北陸新幹線建設事業                      （総合政策部新幹線建設推進課） 3,614,000 
［1,772,667]  新幹線の一年でも早い敦賀までの開業を目指し、県内区間の事業の進捗を図ります。 

  事業内容 県内工事（１０８．４億円）にかかる本県の建設負担 

 構造物概略設計 

         九頭竜川橋りょう工事 

         新北陸トンネル工事 など 

  負 担 率 県１／３（国２／３） 

 

  北陸新幹線関連公共施設等整備事業補助金          （総合政策部新幹線建設推進課） ―  
[ ― ]  新幹線沿線集落の理解を促進するため、市町の地元支援事業に対して支援し、円滑な用

地取得と早期の工事着手を図ります。 

  補助対象事業 道路、河川、公園施設、用排水施設等 

         集会施設の整備           

         分断された不整形農地の整備     

 

 新幹線埋蔵文化財発掘調査事業    （部局連携：総合政策部新幹線建設推進課、教育庁生涯学習・文化財課） 481,665
９月補正

[52,225]
  新幹線の事業用地における埋蔵文化財調査を鉄道・運輸機構から受託して実施します。 

  調査場所 福井市高柳地係等 

  事業期間 ２５年度～ 

  財  源 鉄道・運輸機構からの受託事業収入 

 

 

＜中部縦貫道の早期完成＞ 

 

 中部縦貫自動車道整備事業（公共）           （土木部道路建設課、高規格道路推進課） 1,035,000

[1,761,000]  中部縦貫自動車道の早期全線整備に向け、大野東・和泉間の用地取得を進めるとともに、

福井北・上志比間の工事の進捗を図ります。 

  事業内容 国土交通省から用地取得を受託 

       県内工事にかかる建設負担 

  事業期間 ２年度～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予 算 額 
[25年度当初予算額] 

（単位：千円） 
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 ◇海と空の拠点を最大活用（施策番号３０９２） 

 

  敦賀港利用拡大事業                      （産業労働部企業誘致課） 22,000

［21,600］ 敦賀港の利用拡大と定期航路の拡充、安定を図るため、助成制度の対象地域を広げ、新

たにコンテナフレートステーションを活用する混載貨物を助成対象に加えます。 

事業内容  県内外企業の敦賀港利用実績に応じて助成（地域制限なし） 

           小口貨物 利用実績１０ＴＥＵ／年超 

大口貨物 利用実績３００ＴＥＵ／年超 

（県外企業は５００ＴＥＵ／年超） 

        コンテナフレートステーションを活用する県内外企業に対し、利用実績

に応じて助成（１ＴＥＵ／年以上）（地域制限なし） 

新規航路の誘致に対する助成 

           船 会 社 １航路、１寄港あたり１０万円     

  負担割合 県１／２ （敦賀市１／２）  

 

 

 クルーズ客船誘致事業                             （産業労働部企業誘致課） 4,020

  経済効果が高いクルーズ客船の誘致を積極的に進めるため、敦賀港と福井港および周辺

の魅力的な観光コースを船社や代理店、旅行会社に売り込みます。 

  事業内容 船社・代理店・旅行会社への働きかけとキーマンの招へい 

９月補正

[5,422]

 

 

  小松空港における恐竜王国福井の発信事業              （観光営業部観光振興課） 27,173
[ ― ]  本県のダントツブランドである「恐竜」を活かし、本県の空の玄関口である小松空港か

らの誘客を促進します。 

  事業内容 ＪＡＬ、ＡＮＡと連携した新たなツアーの造成、誘客促進 

       空港内での恐竜を活用した宣伝 

１階到着ロビーへの恐竜モニュメント設置 

         手荷物ターンテーブルへの恐竜フィギュア設置 等 

 

 

 ◇次の５０年の都市改造（施策番号３０９３） 

 

＜新しい時代のまちづくり＞ 

 

 
県都デザイン戦略推進事業 

（部局連携：総合政策部交通まちづくり課、観光営業部ブランド営業課、土木部河川課） 

225,144

[65,092]

  県都の目指す姿と実現の方策をまとめた「県都デザイン戦略」に基づき、まちづくりを

進めます。 

  事業内容 山里口御門復元実施設計、石垣解体調査 

       歴史を活かした中央公園再整備等への支援（福井市事業） 

       グリフィス館の整備への支援（福井市事業）［再掲］ 

足羽川の水辺環境の保全整備（公共） 

 

  福井城址石垣保存管理対策事業                 （総務部財産・事務管理課） 4,736

[2,849]

 

 山里口御門整備を契機として、福井城址の景観および歴史的財産を守る観点から城址石

垣の保全手法を検討します。 

  事業内容  石垣の構造、強度、土質の調査および石垣の保全手法を検討 

         石垣の現況を示す立面図を作成し、保全対象範囲を把握 
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 福井駅西口中央地区市街地再開発支援事業 （部局連携：土木部都市計画課、総合政策部交通まちづくり課） 247,340

[190,117]  西口再開発ビルの共同施設整備等に対して支援します。 

  補 助 率 共同施設 県２２．５％（国４５％ 福井市２２．５％ 組合１０％） 

       広  場 県２７．５％（国４５％ 福井市２７．５％） 

  事業期間 １９～２７年度  

 

 福井駅周辺土地区画整理支援事業                   （土木部都市計画課） 251,666

[305,608]  福井駅前広場整備等に対して支援します。 

  補 助 率 西口駅前広場拡張に伴う分 

県２２．５％ （国５５％ 福井市２２．５％） 

       上記以外 

県１６．７％ （国５５％ 福井市２８．３％） 

  事業期間 ５～３０年度 

 

 福井駅付近連続立体交差事業（えちぜん鉄道高架化）（公共）       （土木部都市計画課） 2,751,485
[1,174,998]

９月補正

[228,228]

 えちぜん鉄道勝山永平寺線・三国芦原線の福井駅付近における鉄道高架化について、事

業の進捗を図ります。 

事業内容 仮設線路工事、高架本体工事等 

  事業期間 ２４～３０年度 

 

 えちぜん鉄道高架用地取得事業                （総合政策部交通まちづくり課） 279,789
[578,495]  えちぜん鉄道が行う高架化に必要な用地の取得を支援します。 

  事業内容 福井駅～福井口駅間の高架用地取得 

  補 助 率 県１０／１０ 

  事業期間 ２４～２６年度 

 

 

 ◇電車・バス・自転車に乗りやすい街（施策番号３０９４） 

 

 えちぜん鉄道・福井鉄道相互乗り入れ推進事業          （総合政策部交通まちづくり課） 1,020,203
[251,667] えちぜん鉄道と福井鉄道の相互乗り入れ実現に必要な鉄道施設や安全対策強化の整備費

に対して支援し、両鉄道の相互乗り入れを推進します。 

  事業内容 福井鉄道田原町駅の線路接続工事、えちぜん鉄道の低床車両の購入 等 

  事業期間 ２５～２６年度 

 

 

  路面電車定時走行システム整備事業                    （警察本部） 98,982
[ ― ] えちぜん鉄道と福井鉄道の相互乗り入れに合わせ、路面電車の安全運行と定時性を確保

します。 

  事業内容 公共車両優先システムの整備 ６交差点 

       右折車両分離方式信号の導入 ３交差点 

       信号制御機の高度化     ７基 

 

 

 えちぜん鉄道基盤整備支援事業                （総合政策部交通まちづくり課） 206,044
[197,145] えちぜん鉄道に対する１０年間の支援計画に基づき、安全な運行に必要な設備投資等に

要する経費に対して支援します。 

  事業内容 車両の更新、ポイントの交換等 

  補 助 率 県２／３ （国１／３） 

  事業期間 ２４～３３年度 
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 福井鉄道設備更新特別支援事業                （総合政策部交通まちづくり課） 179,650
[252,094] 福井鉄道に対する１０年間の支援計画に基づき、鉄道設備の改善等に要する経費に対し

て支援します。 

  事業内容 駅舎改良、低床車両の購入 

  補 助 率 県２／３、１／２ （国１／３、１／２） 

  事業期間 ２０～２９年度 

 

 

  路面電車走行空間快適化事業                （総合政策部交通まちづくり課） 134,818
[ ― ] 福井鉄道の路面軌道区間について、景観や快適性の向上に必要な改修に要する経費に対

して支援します。 

  事業内容 石畳の敷設替、レール改良 等 

  補 助 率 県１／２ （国１／２） 

  事業期間 ２６～２９年度 

 

 

  福井駅前・大名町交差点交通結節機能向上事業        （総合政策部交通まちづくり課） 44,667
[ ― ] 福井駅における交通結節機能を強化するため福井鉄道駅前線の延伸および大名町交差点

における短絡線の整備に要する経費に対し支援します。 

  事業内容 測量、詳細設計 

  補 助 率 県２／３ （市１／３） 

  事業期間 ２６～２７年度 

 

 

 鉄道駅エレベーター整備事業                   （健康福祉部障害福祉課） 93,008

  不特定多数の人が利用する鉄道駅のバリアフリー整備を支援し、高齢者や障害者が利用

しやすい鉄道駅の整備を進めます。 

  整備箇所 芦原温泉駅、鯖江駅 

  整備内容 エレベーター、２段手すり、音声誘導装置等の設置 

  補 助 率  県１／６ （国１／３ 市・事業者１／２） 

  事業期間 ２５～２６年度 

［4,741］

 

 

 クルマに頼り過ぎない社会づくり推進事業            （総合政策部交通まちづくり課） 18,190
［17,916]  「クルマに頼り過ぎない社会づくり推進県民会議」が中心となり、県民一人ひとりが取

り組むアクションプランを推進します。 

  事業内容 県内各地のイベントを活用したカー・セーブ啓発活動の実施 

       市町、民間等が実施するパーク＆ライド施設整備等を支援 

       「福井バイコロジスト宣言」の推進による「自転車で３キロ」運動の展開 
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（１０）原子力の安全対策を見直し信頼へ、研究開発で貢献 

 

  ◇嶺南を「新時代エネルギー産業」の拠点へ（施策番号３１０２） 

 

＜原子力人材の育成＞ 

 

 

 

 

＜エネルギー産業化の推進＞ 

 

 

 

 

 拠点化計画促進研究開発事業                  （総合政策部電源地域振興課） 100,555

 エネルギー研究開発拠点化計画の充実を図るため、原子力防災・危機管理機能の向上や

エネルギー源の多角化に関する分野の研究開発を支援します。 

  事業内容 研究開発に要する経費に対する補助 

  補助対象 県内企業・大学が参画するグループ 

[100,555]

 

 

 

 

 

 国際原子力人材育成センター運営事業              （総合政策部電源地域振興課） 16,956

  国際原子力人材育成センターにおいて、アジア原子力人材育成会議や海外からの研究者

受入れを推進し、本県が国際的な原子力人材育成の拠点となることを目指します。 

  事業内容 アジア原子力人材育成会議の開催 

       海外研究者等受入れ事業 

  実施主体 県国際原子力人材育成センター      

[15,286]

 「原子力防災・危機管理」教育研究推進事業           （総合政策部電源地域振興課） 22,000

  福井大学附属国際原子力工学研究所に開設された、個人被ばくの評価予測方法に関する

研究、放射線の普及啓発等に関する講座を支援し、研究開発・人材育成の充実を図ります。 

  事業内容 「原子力防災・危機管理部門」の講座への支援 

[27,000]

 パワーアシストスーツ研究開発事業               （総合政策部電源地域振興課） 99,856

  原子力発電所の緊急時対応や定期検査等での重量物運搬作業を支援する装置の研究開発

を推進し、原子力防災・危機管理機能の向上と技術集積による新産業の創出を図ります。 

  事業内容 高放射線環境下での重作業を支援するパワーアシストスーツの開発 

  実施主体 県内企業・大学が参画するグループ（公募） 

[100,307]

 高度レーザー技術研究開発事業                 （総合政策部電源地域振興課） 50,155

  福島第一原子力発電所の事故対応や全国の廃炉措置等への導入を図るため、レーザー技

術の高度化、実用化をさらに進めます。 

  事業内容 レーザー除染技術の実用化や高出力レーザーの厚板切断技術の高度化等 

  実施主体 若狭湾エネルギー研究センターを中心とした関係機関との共同体制 

[300,216]

 嶺南地域新産業創出支援事業                  （総合政策部電源地域振興課） 70,456

  嶺南企業等が行う原子力・エネルギー分野、地域産業活性化分野、環境関連分野の研究

開発および販路開拓等を支援し、嶺南地域の産業創出・育成を推進します。 

  事業内容 研究開発および販路開拓に要する経費に対する補助 

  補助対象 嶺南企業または嶺南企業を含む産学官グループ 

[70,456]
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 エネルギー新戦略研究推進事業                   （総合政策部政策推進課） 2,070
[2,300]  ＬＮＧをはじめとするエネルギー源の多角化を進めるため、県内における新たなエネル

ギー事業の誘致・開発について検討します。 

  事業内容 県ＬＮＧインフラ整備研究会の開催 

       海洋エネルギー資源開発促進日本海連合への参画 

  廃炉・新電源対策先進知見収集活用事業             （安全環境部原子力安全対策課） 5,976
   [ ― ]

 
  原子力発電所の廃炉の技術的課題や、廃炉ビジネスへの県内企業の参入など、 新の知

見や情報を収集し、廃炉を県民益の向上につなげる方策を検討します。 

  事業内容 海外の廃炉施設等を対象とした先進事例調査 

       廃炉・新電源に関する技術開発の動向、関係団体からの情報収集 

 電源地域の安心と活力のまちづくり交付金             （総合政策部電源地域振興課） 1,849,787

  原子力発電所立地市町等が行う、地域の安全・安心や産業の振興、生活環境の整備等の

事業を支援します。 

  事業内容 防災行政無線や施設の整備等を実施する市町への助成 

  交付対象 敦賀市、小浜市、越前市、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、 

おおい町、若狭町 

[2,083,800]
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４ 元気な県政 

 

（１１）国体めざす県民スポーツ、生活のなかに楽しむ 

県民文化 
 

  ◇飛躍する福井のスポーツ（施策番号４１１１） 

 

＜国体開催の準備促進＞ 

 

  福井しあわせ元気国体・大会開催準備事業              （総務部新国体推進課） 56,232

[32,631] 県民総参加による国体や大会の開催に向けた準備・検討を進めます。 

  事業内容  マスコットキャラクターやダンスを活用した広報の展開 

競技用具の整備計画の策定や審判員の確保など各競技会の開催準備 

         式典基本計画の策定や渋滞予測の調査など開・閉会式の開催準備 

  財  源 スポーツふくい基金 

 

 

＜競技力向上と県民スポーツ＞ 

 

  競技力向上対策事業                      （教育庁スポーツ保健課） 417,570

[341,600]  国体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し、ジュニア層から指導

者までを育成します。 

  事業内容  専門指導者がいない強化校へ特別強化コーチを通年配置 

        国体競技会場で強化練習を行い、選手間の連携などを充実 

        日本代表選手などへの指導実績を持つ優秀なフィジカルトレーナー等 

を国体や強化合宿へ派遣 

  財  源 スポーツふくい基金等 

 

  県民スポーツ祭開催事業                      （教育庁スポーツ保健課） 15,200

 [13,500]  冬季も含めて気軽にスポーツ活動の実践や体験ができる場を提供します。 

  事業内容  有名選手とのふれあい運動会や各種スポーツ体験教室の場となる「ス  

ポーツファミリー体験フェスタ」を開催 

 

  １県民１スポーツ普及事業                   （教育庁スポーツ保健課） 6,319

９月補正

 [1,256]
  「福井県スポーツ推進計画」に掲げる子どもの体育・スポーツ活動や１県民１スポーツ

の活動を促進します。 

事業内容  中学校における国体種目を取り入れたスポーツ体験活動を実施 

 地域で活動しているクラブに指導者を派遣し、クラブ指導者の 

資質向上を図り、質の高いスポーツを提供 

 １日３０分以上のスポーツ活動を促すふくいスポーツチャレンジ 

による１県民１スポーツの機運を醸成 

学校等で１日１時間以上体を動かす「アクティブワン活動」や放課後の 

       スポーツ活動を実施 

 

 

 

 

 

 

予 算 額 
[25年度当初予算額] 

（単位：千円） 
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  障害者スポーツ振興事業                    （健康福祉部障害福祉課） 32,406

  全国障害者スポーツ大会を契機に、障害者スポーツの振興を図るため、「しあわせ福井ス

ポーツネットワーク（仮称）」を設立し、競技力の向上やスポーツの普及を促進します。 

  事業内容 福井大会に向けた選手およびチームへの計画的な指導の実施 

       障害者スポーツ指導者の養成と体験教室の開催 

競技団体等へ指導者を派遣するための人材バンクの設置 

  財  源 スポーツふくい基金等 

[ ― ］

 

 

＜競技施設の整備＞ 

 

 福井運動公園整備事業                      （教育庁スポーツ保健課） 3,126,653

〈継続費〉 

〈5,177,398〉

〈債務負担行為〉

〈1,860,295〉

９月補正

[168,725]

  国体のメイン会場となる福井運動公園において、各施設の改修工事等を行います。 

  事業内容 体育館の改築工事、陸上競技場の改修工事、水泳場の改築工事 

       野球場の実施設計 など 

  財  源 県１／２ 国１／２ 

 

 県立体育施設の整備                        （教育庁スポーツ保健課） 688,099

〈債務負担行為〉

〈539,088〉

９月補正

[24,731]

 国体の競技会場や国体に向けた競技力向上を図るため、県立体育施設を整備します。 

事業内容 漕艇場の改修工事、ボートハウスの改築工事 

クレー射撃場の環境対策に向けた改修工事 

ライフル射撃場増設に向けた実施設計 

馬術競技場の改修工事 

 

 市町競技施設整備費補助事業                     （総務部新国体推進課） 82,521

[101,345] 国体の競技会場となる施設の整備を行う市町に助成し、計画的な施設整備を促進します。 

  事業内容 市町が実施する競技会場の改修等に対する補助 

実施箇所 丸岡スポーツランド（坂井市）、美浜町総合運動公園（美浜町）他計５か所 

事業期間 ２５～３０年度 

  財  源 市町振興資金貸付基金等 

 

 

 ◇生活に福井の文化（施策番号４１１３） 

 

＜子どもたちの文化体験の充実＞ 

 
 子どもたちの芸術・文化体験交流事業                      （観光営業部文化振興課） 9,444

[11,419] 子どもたちが本物の芸術・文化に触れる機会を増やすとともに、美術および音楽分野の

活動の質を向上させることにより、将来の文化の担い手を育成します。 

  事業内容 美術館・博物館等での鑑賞・体験プログラムの実施 

親しみやすい公演内容による子ども向けコンサートの開催 

       中高生が一流のアーティストから学べる教室の開催 

  事業期間 ２３～２６年度 
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  日露交歓コンサート開催事業                  （観光営業部文化振興課） 5,935

[ ― ]

 

  チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院の音楽家によるクラッシックコンサートを開

催し、県民に一流の音楽に触れ親しむ機会をつくります。 

  事業内容 親しみやすい曲目による本格コンサートの開催（２回） 

         会場 県立音楽堂、敦賀市民文化センター 

       子ども対象の弦楽器クリニックの開催 

 
 青少年体験活動施設整備事業                  （教育庁生涯学習・文化財課） 201,481

〈継続費〉 

〈2,091,251〉

[39,643]

  小中学生の野外体験や長期集団宿泊を中心とした体験活動の場となる、芦原青年の家を整

備します。 

  事業内容 実施設計、建設工事、外構工事 

  事業期間 ２４～２８年度 

 

 

＜芸術文化に触れる機会の拡充＞ 

 
 「ふるさと知事ネットワーク」による美術館交流事業            （観光営業部文化振興課） 4,196

[3,964] 「ふるさと知事ネットワーク」の交流を活かし、福井県立美術館と長野県の美術館が所

蔵する名品の相互貸出しによるコレクション展を開催し、両県の文化交流を進めます。 
  福井会場 県立美術館 

開催時期 ２７年２月２０日～３月２２日の３０日間（予定） 

 

 芸術文化活動推進事業                      （観光営業部文化振興課） 10,495

[10,995]  先進的・創造的な芸術文化活動や地域独自の文化を保存・活用する活動を支援し、文化

団体や担い手を育成します。 

  事業内容 地域の特色ある文化を生かしたまちづくりの支援 

       子どもたちによる伝統文化の継承・保存や芸術文化の活動支援 

       国内外に福井の文化を発信する事業の支援 

 

 

＜教育文化施設のレベルアップ＞ 

 
 福井ふるさと文学館（仮称）整備事業              （教育庁生涯学習・文化財課） 596,217

９月補正

[59,549]

  県立図書館に「福井ふるさと文学館（仮称）」を整備し、県民が郷土文学に触れ、親しみ

を持てる機会を増やします。 

  事業内容 文学館の整備工事、展示工事 

       開館記念イベント等 

  事業期間 ２４～２６年度 

 
  一乗谷朝倉氏遺跡景観向上事業                 （観光営業部文化振興課） 266,471 

[39,783] 復原町並が一望できる展望所の整備や電柱地中化による景観の改善を実施するととも

に、来訪者に対する遺跡案内を充実し、遺跡全体の魅力を高めます。 

  事業内容  復原町並や朝倉館が一望できる月見やぐら展望所の整備 

        山城跡までの登山道の改善 

        電柱地中化区域の拡大による景観向上 

        スマートフォン等を使った遺跡案内の充実 等 
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 若狭歴史博物館開館事業                       （観光営業部文化振興課） 299,271

[148,519] 常設展示を一新して、新たに博物館として若狭の歴史文化を学び楽しむ拠点施設へと機

能を強化します。 

  事業内容 展示リニューアル工事 

開館記念事業の実施 

仏像絵画、黄金の造形、絵巻の世界をテーマとする特別展の開催 

開催時期 ２６年７月下旬～１１月 

 

 

＜文化財の保全・整備の促進＞ 
 

 「北前船主の館」文献調査事業                        （観光営業部文化振興課） 5,824

  北前船主の館に所蔵される古文書等の調査を進め、歴史的建造物との一体的な展示公開

を目指します。 

事業内容 南越前町旧家の古文書等の調査、展示構成等の検討 

事業期間 ２５～２６年度 

９月補正

[1,026]

 
 ふくいの歴史文化発信事業                            （観光営業部文化振興課） 6,817

[8,624] 福井の歴史文化に触れる旅をより一層楽しむことができるよう、有形・無形文化財の情

報集約・発信を進めるとともに、文化財の特別公開等を推進します。 

  事業内容 文化財特別公開の実施（公開文化財 ５０件） 

       寺社や庭園のライトアップと夜間特別公開の実施 

文化財の専門家による仏像見学会の開催 

 

 歴史・文化のまちづくり事業                  （教育庁生涯学習・文化財課） 31,111

[23,936] 地域の中核的な文化財の整備を集中的に進めることにより、文化遺産を活かした個性的

で魅力あるまちづくりを支援します。 

  事業内容 史跡等の保全・整備（白山平泉寺、羽賀寺、池田町堀口家、一乗谷朝倉氏

遺跡） 

       重要伝統的建造物群保存地区整備（小浜市小浜西組、若狭町熊川宿） 
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（１２）「希望ふくい」のふるさとづくり 

 

  ◇福井から新政策のリーダーシップ（施策番号４１２１） 

 

 

地域連携による政策イノベーション推進事業 

（部局連携：総合政策部政策推進課、総務部男女参画・県民活動課、観光営業部ふるさと営業課、文化振興課、農林水産部

農林水産振興課） 

3,606
[5,003]

 

  「自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク」の交流・連携をさらに深め、

提案した地方発の新政策の実行などを通じ、地方重視の社会づくりを目指します。 

  事業内容 知事会合において１３県が連携した中小企業対策等を企画 

       各県の得意分野・特徴を活かした全国規模での共同プロジェクトの実行 

 

 

  外へ開くハイレベル県政事業                    （総合政策部政策推進課） 6,374
[6,515]

 
  外の優れた「知」を本県の政策形成に活かす政策連携を強化し、課題の解決や全国のモ

デルとなる先進施策・プロジェクトづくりを促進します。 

  事業内容  県政の重要課題について助言を得る「政策アドバイザー」の設置 

各分野の第一人者からの提言等を施策に活かす政策会議の開催 

         大学等との共同プロジェクトによる政策課題の解決 

 

 

＜幸福・希望のステージアップ＞ 

 

 
 「希望の福井・福井の希望」推進事業               

  （部局連携：総合政策部政策推進課、教育庁学校教育政策課、高校教育課、義務教育課） 

12,807
 [ ― ]

 
  県民の将来に対する希望が高まるよう、東京大学との研究をもとに「幸福・希望」日本

一をステージアップさせる施策を実施します。 

  事業内容 児童が自信を持つ「上手なほめ方」を教員が共有 

       児童がふくいいろはカルタを活用 

       東大研究者とともに県政課題を解決する調査研究を実施 

       ブータンとの交流を県民全体に拡大  

 

  ふるさと交流による嶺南・嶺北一体化事業 再掲（Ｐ１９）   （観光営業部ブランド営業課） （7,621）

  事業内容 嶺北の小中学校が嶺南地域で体験学習をする場合の体験料金の一部支援 

嶺南市町の受入体制の充実 

 

 
 「夢や希望を育て未来を築く教室」開催事業 再掲（Ｐ２８）           

  （教育庁学校教育政策課、高校教育課、義務教育課） 

（4,858）

   事業内容 「福井ふるさと教員」による授業  

 

  ふるさと教育推進事業 再掲（Ｐ２８）           （教育庁高校教育課、義務教育課） （1,076）

   事業内容 福井の偉人の生き方等を学ぶ教材を作成   

 

  ふるさと集落元気づくり事業 再掲（Ｐ３６）            （総務部市町振興課） (18,865)

 事業内容  地域おこし協力隊の受入人数の倍増 

        協力隊や集落支援員が企画し、若者が参画する集落イベント等の実施 

        地域住民による集落活動や地域ニーズを活かしたビジネスなどの実施 
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 ふるさと帰住促進事業 再掲（Ｐ６２）  
  （部局連携：観光営業部ふるさと営業課、産業労働部労働政策課、農林水産部園芸畜産課） 

（44,838）

 

 
 事業内容 「ふるさと帰住センター」の設置・運営（東京、大阪、名古屋） 

学生・社会人のＵターン就職の促進 

福井での暮らしの体験・交流の推進   

 

  市町ふるさと移住促進支援事業 再掲（Ｐ６２）        （観光営業部ふるさと営業課） （3,760）

   事業内容 市町の特性を活かした移住定住施策への助成 

 

  都市圏若者ネットワーク活動支援事業 再掲（Ｐ６２）      （観光営業部ふるさと営業課） （1,391）

  事業内容 若者同士の交流サロンの開催 
本県出身企業経営者との意見交換会の開催 
県主催イベントへの参加・協力  

 

 

 ◇「選ばれるふるさと」（施策番号４１２２） 

 

＜Ｕターン就職の推進＞ 

 

 Ｕターン就職活動支援事業                         （観光営業部ふるさと営業課） 14,063

 県外大学で学ぶ学生と保護者を対象に、県内企業の魅力を紹介する合同企業説明会等を

開催し、就職活動解禁の繰り下げに対応したＵターン就職活動支援を推進します。 

  事業内容 都市圏での合同企業説明会の開催準備 

         開催時期 ２７年４月 

         開催場所 東京、大阪、名古屋、金沢 

       都市圏での就職セミナー・説明会の開催 

         開催時期 ２６年１０～１２月（毎月１回） 

         開催場所 東京、大阪、名古屋 

       保護者を対象とした企業説明会の開催 

         開催場所 福井市、敦賀市 

       ふくい雇用セミナー等に合わせたＵターンバスの運行 
         運行時期 ２６年４月、２７年３月 

〈債務負担行為〉

〈2,009〉

[17,946] 

 

 ふくいものづくり企業魅力再発見事業                  （観光営業部ふるさと営業課） 1,389

[1,373] 県外大学で学ぶ学生を対象に、県内のものづくり企業の魅力を体感する企業訪問を実施

して、インターンシップへの参加とＵターン就職を促進します。 
  事業内容 学生の県内企業訪問（製造現場視察、技術説明等） 
       企業と学生による意見交換会の開催 
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＜県外からの定住・交流の促進＞ 

 

 ふるさと帰住促進事業 
（部局連携：観光営業部ふるさと営業課、産業労働部労働政策課、農林水産部園芸畜産課） 

44,838

[37,323]

 
 本県の定住魅力度の高さを強力に発信し、地域と新たな定住者を結びつける体制の整備

など、ふるさと帰住をさらに推進します。 

  事業内容  ハローワーク求人情報の「Ｕターン就職ネット」での提供 

「ふるさと帰住センター」の設置・運営（東京、大阪、名古屋） 

         学生・社会人のＵターン就職の促進 

           ふくいものづくり企業魅力再発見事業（再掲） 

福井での暮らしの体験・交流の推進 

           農のある生活応援実践事業 

 

  市町ふるさと移住促進支援事業               （観光営業部ふるさと営業課） 3,760

[ ― ] 

 

 県外からの移住を促進するため、Ｕ・Ｉターン者の受入れに直接関わる市町の移住施策

に対して支援します。 

  事業内容 市町の特性を活かした移住定住施策への助成 

         補 助 率 １／２（上限５０万円） 

         補助要件 移住定住業務を専属的に行う職員の配置        

 

  ブラジル福井県人会創立６０周年記念訪伯事業                   （観光営業部観光振興課） 5,736

[ ― ] 創立６０周年を迎えるブラジル福井県文化協会（ブラジル福井県人会）の記念式典に出

席し、在伯移住県人の慰問激励と情報交換を行います。 
 

  ペルー大使館と連携した異文化理解推進事業           （観光営業部観光振興課） 1,921

[ ― ]

 

  友好協会の設立や大学の学術協定の締結により交流が広がっているペルーの大使館と連

携し、異文化に対する相互理解を深めます。 

  事業内容 ペルー（インカ）の歴史・文化の紹介 

       在京大使による講演会の開催 

 

  世界少年野球大会フォローアップ野球教室開催事業      （観光営業部ブランド営業課） 8,448

[ ― ]

 

  ２５年８月に開催した世界少年野球大会福井大会のフォローアップ事業として、小中学

生対象の野球教室を開催し、技術の向上につなげます。 

  事業内容 野球教室の開催（嶺北、嶺南で各１回） 

  財  源 実行委員会からの寄附金 

 

 

＜ふるさと貢献の推進＞ 

 

  都市圏若者ネットワーク活動支援事業                （観光営業部ふるさと営業課） 1,391

[ ― ]  都市部に在住する本県出身の若者のネットワークを構築し、交流や活動を通じて「ふる

さと福井」を応援する意識の醸成とふるさとへの貢献を促進します。 
  事業内容 若者同士の交流サロンの開催 
       本県出身企業経営者との意見交換会の開催 
       県主催イベントへの参加・協力 
  対 象 者 都市部在住の２０～３０代を中心とする福井県出身者 

 

 

 

 

 

－62－



福井新々元気宣言の実現  

 

 

 ふるさと納税寄付金活用事業           （部局連携：観光営業部ふるさと営業課、総務部財務企画課） 

  「ふるさとをよくしたい」「ふるさとを応援したい」という多くの方々の善意により、 

２５年１月から１２月末までに、県と市町の共同受入窓口に２７１件、２７，４１３千円

の寄付が寄せられました。 

 このうち、県への寄付金（１１，１１０千円）を活用し、寄付者や県民の方々が「ふる

さと福井」を想う気持ちを持ち続けられるよう、ふるさとの未来を担う子どもたちの成長

を応援する事業などを行います。 

 

寄付金活用予定事業 
寄付金活用額 

   （千円） 

 「里山里海湖」研究・活用推進事業 ２，０００ 

 ふるさと交流による嶺南・嶺北一体化事業 ３，２３０ 

 和食教育推進事業 ３，８８０ 

 ふるさと教育推進事業 １，０００ 

 芸術教育推進事業 １，０００ 

   合 計    ５事業 １１，１１０ 

 
 

 

 

 ◇情報の先端的、拡大的利用（施策番号４１２４） 

 

  社会保障・税番号制度システム整備事業                      （総合政策部政策統計・情報課）    29,863
[ ― ]  ２８年１月から利用開始される番号制度に対応するため、既存システムへの影響調査や

関係システムを整備します。 

  事業内容 情報システムへの改修影響度調査 

       統合宛名管理システムの設計 

 

 

 携帯電話施設整備事業                                         （総合政策部政策統計・情報課） 56,215
[52,290]  携帯電話が利用できない地域を解消するため、設備の整備を行う市町を支援します。 

  整備箇所 １か所（大野市中島） 

  補 助 率 県２／１５ 国２／３ （市町１／５） 
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福井新々元気宣言の実現  

 

行財政構造改革 

 

 

 ◇県民・市町との「共動」システム（施策番号５１３１） 

 

 ふるさと創造プロジェクト事業                     （総務部市町振興課） 616,300
［391,050]  財政支援に加え県職員の計画づくりへの参画などにより、市町とともに若者の視点を取

り入れたプロジェクトを創り上げ、全国に誇りを持って発信していきます。 

  事業内容 歴史や文化など既存の地域資源を活用・発展させる地域づくり 

          敦賀市博物館通り、勝山市白山平泉寺周辺、あわら市芦原温泉駅周 

          辺、若狭町瓜割の滝周辺、小浜市食文化館周辺、大野市和泉地区、 

          鯖江市河和田地区、池田町角間地区、越前町水仙ランド周辺など 

  実施主体 市町 

  補助上限額 １市町あたり１億円 

  補 助 率 ソフト事業 県１０／１０ 

        ハード事業 県１／２ 

  事業期間 ３年間 

 

予 算 額 
[25年度当初予算額] 

（単位：千円） 
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〔参考〕 

公共事業に関する予算 

 

 

 道路・河川等の防災対策に重点をおいて社会基盤の整備を進めるとともに、老朽化対策

など適切な維持管理を進めます。 

 

 補助事業、国直轄事業負担金                   （農林水産部、土木部、安全環境部） 43,337,070

 

  
２５年度 
当初予算 

２６年度 
当初予算 

事 業 内 容 
 

補 

助 

事 
業 

沿岸漁場整備 20,800 60,425 海底耕耘2 箇所 
 

県営漁港 ― 387,910 越前漁港の改修 等3 箇所 
 

市町営漁港等 30,315 106,555 大島漁港の補修 等5 箇所 
 

造  林 1,255,219 1,275,250 間伐、作業道の整備 等 
 

林  道 972,995 981,695 剱ヶ岳線の整備 等10 箇所 
 

治  山 1,837,839 1,879,839 治山ダム（福井市）の整備 等86 箇所 
 

土地改良 6,747,543 6,201,738
かんがい排水施設（坂井市）の整備 等
40 箇所 

 

農村総合整備 744,195 808,098 農業集落排水施設の補修 等8 箇所 
 

農地防災 1,511,370 1,095,150 排水路（美浜町）の整備 等18 箇所 
 

道  路 11,740,324 11,044,151 丸岡川西線の橋りょう整備 等78 箇所 
 

街  路 1,434,998 3,095,885 福井駅付近連続立体交差事業 等4箇所 
 

河  川 3,051,564 3,373,500 吉野瀬川の河川改修 等24 箇所 
 

河川総合開発 2,340,000 2,705,000 河内川ダムの整備 等2 箇所 
 

砂  防 2,138,500 1,874,400 安田川（福井市）の整備 等50 箇所 
 

港湾・海岸 715,200 719,100 福井港の浚渫 等8 箇所 
 

公  園 565,839 137,646 丹南総合公園の整備 等3 箇所 
 

住  宅 358,000 304,000 杉の木台団地の耐震改修 等3 棟 
 

災害関連 200,000 200,000  
 

自然公園 44,140 44,265
東尋坊遊歩道の転落防止柵整備 
等9 箇所  

小 計 35,708,841 36,294,607  
 

準 公 共 事 業 89,591 575,448 水産加工施設の整備 等2箇所 
 

国
直
轄
事
業 

農林水産部 1,977,740 2,103,882 かんがい排水事業九頭竜川下流地区等 
 

土 木 部 4,753,726 4,363,133
中部縦貫自動車道、足羽川ダムの整備 
等34 箇所  

小 計 6,731,466 6,467,015  
 

合 計 42,529,898 43,337,070 対前年比 101.9％ 
 

 

予 算 額 
（単位：千円）
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 県単独事業                           （農林水産部、土木部） 8,205,809

                     

  ２５年度 

当初予算 

２６年度 

当初予算 
事 業 内 容 

農林水産部 398,074 415,986 地すべり施設（高浜町）の補修 等 
 

 
土 木 部 7,129,018 7,789,823

主要地方道小浜綾部線（おおい町）の

整備 等  

 
合 計 7,527,092 8,205,809 対前年比 109.0％ 

 

    

 

 公共事業 計  51,542,879

                     

  ２５年度 

当初予算 

２６年度 

当初予算  

公共事業 計 50,056,990 51,542,879 対前年比 102.9％ 
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〔参考〕 

 
 

基金を活用した事業一覧 
（H２１以降の経済対策により造成されたもの） 

 

 

○ 緊急雇用創出事業臨時特例基金 

○ 農業構造改革支援基金 

○ 緊急森林整備基金 

○ 高校生修学等支援基金 

○ 地域医療再生基金 

○ 地域自殺対策緊急強化基金 

○ 介護基盤緊急整備等臨時特例基金 

○ 緊急雇用創出事業臨時特例基金 

（住まい対策等支援事業拡充分） 

○ 安心こども基金 

○ 消費者行政活性化基金 

○ 社会福祉施設耐震化等臨時特例基金 

○ 医療施設耐震化整備基金 

○ 海岸漂着物対策基金 
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事業名 事業内容 予算額 うち基金額

雇用拡大プロセス事業
若者・女性・高齢者、農林・建設分野の人材育成・確保にかかる
事業（雇用・就業予定数　約300名）

481,500 481,500

処遇改善プロセス事業
企業個別の課題解決や売上向上策による従業員の賃金アップ
を図る事業

321,000 321,000

802,500 802,500

事業名 事業内容 予算額 うち基金額

農地中間管理事業
農地中間管理機構の整備、農地の出し手や地域への協力金交
付、市町の農地台帳の地図システム整備

401,368 401,368

401,368 401,368

事業名 事業内容 予算額 うち基金額

　　緊急雇用創出事業臨時特例基金 (Ｐ7)

（単位：千円）

合　　計

  　緊急森林整備基金 (Ｐ13)

（単位：千円）

　　農業構造改革支援基金 (Ｐ9)

合　　計

（単位：千円）

基金造成額 ６７２，２３０千円

事業実施期間 Ｈ２６

基金造成額 ５，９９３，１４６千円

事業実施期間 Ｈ２１～２６

基金造成額 １２，３１２，５００千円

事業実施期間 Ｈ２１～２６

緊急森林整備事業
山ぎわ集落・公的分収林の路網整備、木質バイオマスを利用し
た発電施設の整備支援等

1,987,000 1,987,000

1,987,000 1,987,000

事業名 事業内容 予算額 うち基金額

私立高等学校等就学支援事業 低所得世帯の高校生等の授業料等減免経費に対する補助 172,493 46,000

福井県奨学育英資金貸付事業 高校生への奨学金貸付 17,824 17,824

190,317 63,824

  　高校生修学等支援基金 (Ｐ31)

（単位：千円）

合　　計

合　　計

基金造成額 ６７２，２３０千円

事業実施期間 Ｈ２６

基金造成額 ５，９９３，１４６千円

事業実施期間 Ｈ２１～２６

基金造成額 １２，３１２，５００千円

事業実施期間 Ｈ２１～２６

基金造成額 ４１９，９２５千円

事業実施期間 Ｈ２１～２６

－68－



事業名 事業内容 予算額 うち基金額

医療人材の確保 医師を確保するための研修環境の充実や情報発信等 273,309 253,969

在宅医療の充実強化 医療と介護の連携強化、訪問看護ステーションの支援等 71,875 71,875

災害時医療、救急医療の確保 災害時医療支援施設の整備、こども急患センターの運営等 71,999 62,641

医療提供体制の充実強化 がん検診体制の充実、発達障害児の療育機能強化等 25,601 25,601

442,784 414,086

事業名 事業内容 予算額 うち基金額

自殺予防普及啓発事業 自殺予防キャンペーン、自殺予防週間一斉啓発活動の実施等 9,501 9,501

相談等人材育成事業
県、市町職員の資質向上、民生委員等を相談員として養成する
研修の実施

1,742 1,742

自殺予防理解促進事業 市町での出前メンタル講座の実施 324 324

ストレスチェック事業
全市町での健診時のストレスチェックの実施、うつ病の一般医と

13 862 13 862

  　地域医療再生基金 (Ｐ32～35、44)

（単位：千円）

合　　計

  　地域自殺対策緊急強化基金(Ｐ33)

（単位：千円）

基金造成額 ８，５０１，０８６千円

事業実施期間 Ｈ２２～２７

基金造成額 ２６４，７２４千円

事業実施期間 Ｈ２１～２６

ストレスチェック事業
精神科医の連携強化、専門研修の実施

13,862 13,862

相談体制強化事業 市町での心の相談会の開催等 3,387 3,387

相談機関連携事業 各健康福祉センターでの総合相談会の開催等 8,488 8,488

自死遺族・自殺企図者支援事
業

電話相談等を実施する民間ボランティア団体等に対する支援 9,487 9,487

46,791 46,791

事業名 事業内容 予算額 うち基金額

介護基盤緊急整備等特別対策
事業

介護施設等の新築および増築に対する補助 123,300 123,300

123,300 123,300

（単位：千円）

  　介護基盤緊急整備等臨時特例基金 (Ｐ35)

合　　計

合　　計

基金造成額 ８，５０１，０８６千円

事業実施期間 Ｈ２２～２７

基金造成額 ２６４，７２４千円

事業実施期間 Ｈ２１～２６

基金造成額 ３，１６４，３１６千円

事業実施期間 Ｈ２１～２６
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事業名 事業内容 予算額 うち基金額

住宅手当緊急特別措置事業 就職活動中の住宅費の給付 13,387 13,387

緊急一時宿泊事業 緊急に宿泊場所が必要な場合の一時宿泊施設の提供 600 600

就労支援事業 生活保護受給者に対する就労支援を行う就労支援員の配置 9,246 9,246

生活福祉資金貸付事業 生活福祉資金の貸付、償還指導を行う相談員の配置 37,970 37,970

生活困窮者自立支援制度施行
円滑化特別事業

県内市の生活困窮者自立支援制度の準備経費を補助 18,000 18,000

生活困窮者自立促進支援モデ
ル事業

福井県自立支援センターによる生活困窮者への自立支援 57,784 57,784

就労自立給付金創設システム
改修費

就労自立給付金創設に伴うシステム改修 6,400 6,400

自立支援プログラム実施推進
事業

被生活保護者への就労体験や家計相談を行う市町への補助 19,384 19,384

介護人材確保対策事業 介護人材の確保・定着に対する支援 31,884 31,884

194,655 194,655

（単位：千円）

  　緊急雇用創出事業臨時特例基金 (Ｐ35、36)

　　(住まい対策拡充等支援事業分)

合　　計

  　安心こども基金 (Ｐ40)

基金造成額 ５８８，０４４千円

事業実施期間 Ｈ２２～２６

基金造成額 ６，８９３，４７５千円

事業実施期間 Ｈ２１～２６

事業名 事業内容 予算額 うち基金額

保育所等施設整備補助事業 民間保育所の整備、耐震化等に対する補助 787,045 787,045

保育所職員等資質向上事業 保育所職員等の研修を実施 1,000 500

私立幼稚園等緊急環境整備事
業

民間幼稚園等の環境整備に対する補助 14,357 14,357

不妊治療費助成事業 不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減 159,907 70,103

962,309 872,005

事業名 事業内容 予算額 うち基金額

消費者行政活性化事業
学校における小学生向け消費体験教室の開催
高齢者の悪質商法被害を未然に防止するための情報提供

44,809 44,809

「おいしいふくい食べきり運動」
推進強化事業

連合婦人会による食べきり運動の強化
ホテル等による「おいしいふくい食べきり運動」の促進

2,961 2,961

47,770 47,770合　　計

（単位：千円）

（単位：千円）

合　　計

  　消費者行政活性化基金 (Ｐ42) 基金造成額 ３３８，６６０千円

事業実施期間 Ｈ２１～２６

基金造成額 ５８８，０４４千円

事業実施期間 Ｈ２２～２６

基金造成額 ６，８９３，４７５千円

事業実施期間 Ｈ２１～２６
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事業名 事業内容 予算額 うち基金額

社会福祉施設耐震化等整備事業 社会福祉施設の耐震化等に支援 779,858 519,904

779,858 519,904

事業名 事業内容 予算額 うち基金額

医療施設耐震化整備事業 二次救急医療機関の耐震化に対する補助 295,898 295,898

295,898 295,898

事業名 事業内容 予算額 うち基金額

「ごみのないきれいなふるさと
づくり」推進強化事業

海岸における漂着物の回収・処理 138,486 136,719

（単位：千円）

合　　計

  　医療施設耐震化整備基金 (Ｐ45)

（単位：千円）

  　海岸漂着物対策基金 (Ｐ47)

（単位：千円）

合　　計

  　社会福祉施設耐震化等臨時特例基金 (Ｐ45)

基金造成額 ２７６，７１９千円

事業実施期間 Ｈ２５～２６

基金造成額 １，４９１，４０７千円

事業実施期間 Ｈ２１～２７

基金造成額 ３，０９１，００６千円

事業実施期間 Ｈ２１～２７

138,486 136,719合　　計

基金造成額 ２７６，７１９千円

事業実施期間 Ｈ２５～２６

基金造成額 １，４９１，４０７千円

事業実施期間 Ｈ２１～２７

基金造成額 ３，０９１，００６千円

事業実施期間 Ｈ２１～２７
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