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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、新規事業です。 

 

 「」とあるのは、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 ◇幸福日本一福井へ移住・定住戦略 （施策番号１０１１） ） 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

Ⅰ福井ふるさと元気宣言の実現 

 

１ 元気な社会 

 

（１）人口減少に歯止めをかける徹底戦略 

 

◇幸福日本一福井へ移住・定住戦略（施策番号１０１１） 

 

 
 学生Ｕ・Iターン就職活動支援事業 

（部局連携：総合政策部ふるさと県民局若者・定住支援課、産業労働部労働政策課） 

28,678

[19,857]

  県外大学の学生等を対象に、県内企業の魅力を紹介する合同企業説明会等を開催し、Ｕ・

Ｉターン就職を推進します。 

  事業内容   都市圏等での合同企業説明会、Ｕターン就職セミナー、ふくいの就活女

子応援員との交流会の開催 

        県内開催の合同企業説明会等に参加する県外学生への支援 

           Ｕターンバスの運行（東京、中京、関西、協定締結校（３校）） 

           Ｕターンバス運行地域以外の学生に対する交通費助成 

             助成額 交通費の１/２（最大14,000円） 

        協定締結校等の学生とＵターン就活先輩との交流会の開催 

        協定締結校等の理系女子学生を対象とした県内企業研究会の開催 

        労働局と連携して県外高校生の採用活動を行う企業を支援 

           補助対象経費 採用活動に要する経費 

           補 助 率 県１／２ 

           補助上限額 ２０万円／社 

  債務負担行為 ３，７６１千円 

 

 

 Ｕ・Ｉターン奨学金返還支援事業                （総合政策部政策推進課） 31,000

  県外大学生を対象に奨学金の返還を支援し、Ｕ・Ｉターン就職を促進します。 

  事業内容 「福井県奨学金返還支援基金」の創設 

  対 象 者 日本学生支援機構奨学金を借りている者で、県外大学等を卒業し、県内企

業に就職する者のうち、次に該当する者 

         農林水産系の学部を卒業し、農林漁業の分野に就職する者 

         建設系の学部を卒業し、建設・土木・建築関連分野に技術者として就

職する者 

         情報系の学部を卒業し、情報関連分野に技術者として就職する者 

         薬剤師、看護師、歯科衛生士として就職する者 

  助 成 額 通常の返還額の５年分（上限２０万円／年、最大１００万円／人） 

[ － ]

 

 

 社会人Ｕ・Ｉターン就職拡大事業 

    （部局連携：総合政策部ふるさと県民局若者・定住支援課、産業労働部労働政策課） 

36,770

[14,608]

  都市圏において本県の企業の仕事内容を具体的に紹介することにより、社会人のＵ・Ｉ

ターンを促進します。 

  事業内容  仕事の相談をトータルに行う移住フェアの開催 

        語学力を活かした就職を希望する女性を対象とした移住セミナーの 

開催 

        就職サイトを活用した情報発信や転職フェアへの出展 

        社会人向け出張面接会の開催（東京、大阪） 

人材紹介会社等と連携して産業人材のＵ・Ｉターンを促進 

予 算 額 
[27年度6月現計] 

（単位：千円） 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

 よろず来住者支援事業                     （総合政策部政策推進課） 10,774

 県内企業に就職したＵ・Ｉターン者等に対して、住居費や研修費、開業までの一時金な

どを支援することにより、Ｕ・Ｉターンの促進につなげます。 

  事業内容 人材不足の業種に就業し、資格取得を目指す者、県内企業に就職した留学

生への支援 

         住居費 上限２万円／月 

         研修費 上限５万円／人（国の支援を除く本人負担分の１／２） 

       産業支援センターの指導のもとＩＴ関連事業を開業する者への支援 

         開業支援金 ２０万円／人 

  補助期間 最長１年以内 

[ － ]

 

 

Ｕ・Ｉターン者空き家住まい支援事業                       （土木部建築住宅課） 5,500

［5,000］  Ｕ・Ｉターン者に対して、空き家を活用した住まいを支援します。 

  事業内容 空き家の取得費用に対する補助 

         補 助 率 県２７.５％ （国４５％ 市町２７.５％） 

         補助上限額 ５０万円／戸 

       空き家のリフォーム費用に対する補助 

         補 助 率 県２７.５％ （国４５％ 市町２７.５％） 

         補助上限額 ５０万円／戸 

 

 

 プラス１女性雇用企業支援事業 

    （部局連携：総合政策部政策推進課、総合政策部ふるさと県民局若者・定住支援課、産業労働部労働政策課） 

9,953

  女性のＵ・Ｉターンを促進するため、女性の雇用を拡大する県内企業を支援します。 

  事業内容 女性のＵ・Ｉターン者の中途採用を進める企業に対し試用期間の給与等を

助成 

         補助期間 採用から３か月間 

         補 助 率 １／２ 

[ － ]

 

 

 ふくい創業者育成プロジェクト                    （産業労働部産業政策課） 10,211

  女性や若者、Ｕ・Ｉターン希望者などの創業を支援します。 

  事業内容 産業支援センターや女性活躍支援センターにおいて創業相談を実施 

       先輩起業家によるセミナーの開催 

       女性の創業応援者を公募し、その取組みを支援 

         補 助 率 県２／３ 

         補助上限額 ３０万円 

[11,390]
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

◇進学・就職の地元志向にインセンティブ（施策番号１０１２） 

 

 高校生の大学・企業訪問                     （教育庁高校教育課） 3,903

  高校生が県内大学および企業の魅力を経験する機会を設け、就学やその後の就業につな

げます。 

  事業内容  高校生企業訪問事業（１，２７７千円） 

           県内２社の企業訪問を実施 

           学んだ成果をまとめたレポート集を作成 

           対 象 者 普通科１７校の高校１年生 

        福井プレカレッジ事業（２，６２６千円） 

            福井大学に県立大学を加え、実験実習等を伴う学習プログラム

を実施 

             企業の技術者が実演する独自技術を見学 

           対 象 者 大学進学を希望する高校２年生 

[5,331]

 

 

 大学連携センター運営事業                  （総務部大学・私学振興課） ２月補正

27,971
[ － ]

 大学が教養科目の共通開講や学生の県内就職支援等を連携して行う、「大学連携センタ

ー」の運営を支援します。 

  事業内容 大学連携センター（アオッサ７階）の運営支援、特別講座の開講支援 

各大学と大学連携センターを結ぶシャトルバスの運行 

 

 

県内大学生等の定着促進事業                   （総務部大学・私学振興課） ２月補正

33,000
[ － ]

 大学等が行う学生の定着促進事業（学生の確保、県内就職の促進等）を支援します。 

  補助対象 県内大学、短大、高専 

  補助基準額 ３００万円以内／事業 

       入学者数や県内定着者数の拡大実績に応じ増額 

 

 

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）   104,206

  求職中の若者と企業とのマッチング等を充実させ、若者の正規就職を支援します。 

  事業内容 大学生と先輩社会人との交流会の開催 

       企業の職場定着や採用力向上に係るセミナーを開催 等 

[119,216]

 

 

◇日本一の「結婚・子育て応援社会」（施策番号１０１３） 

 

  県民・メディア参加型結婚ポジティブキャンペーン 

                         （総合政策部ふるさと県民局女性活躍推進課） 

11,427

[9,250]

  結婚や家族の良さを発信し、若者が結婚について前向きに考える機運を醸成します 

  事業内容  結婚ポジティブキャンペーン 

           結婚応援をテーマにしたＣＭ制作およびテレビ、映画館等での放映 

           県民から「家族のあったかムービー」を募集し、ＨＰ等で公開 

        「ハッピー・デート」プロジェクト 

           恋人や夫婦を対象としたサービスを行う「ハッピー応援協賛店」 

           募集 

           カップルで出かけやすいイベント開催を支援 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

  めいわくありがた縁結び地域・職域拡大事業     （総合政策部ふるさと県民局女性活躍推進課） 15,278

  若者の出会いや結婚を応援するため、地域や職場のつながりを活かした縁結びを推進し

ます。 

  事業内容  地域の縁結び活動応援事業 

           地域の縁結びさんに寺社の住職等や退職した先生を加え、縁結び活 

           動を拡大 

         職場の出会い応援事業 

           従業員の出会いと結婚を応援する「ふくい結婚応援企業」の登録 

           「職場の縁結びさん」による企業間交流会の開催 

         結婚につながる実践力向上事業 

           民間事業者が行う若者のためのスキルアップセミナー、交流会を 

           支援 

         結婚Ｕターン応援事業 

           お盆や年末年始の里帰りに合わせて、本県出身の県外在住女性と 

           本県在住男性との婚活交流会を開催 

        結婚支援市町応援事業 

           市町が行う出会いの機会の創出等を支援 

             補助率 国１０／１０ 

             上限額 １，５００万円／１市町 

             財 源 地域少子化対策重点推進交付金 

[17,560]

 

 

 新ふくい３人っ子応援プロジェクト                （健康福祉部子ども家庭課） 600,771

  ３人目以降の子どもの保育料などを無料化し、経済的負担を軽減します。 

  事業内容 保育所、幼稚園の保育料の無料化 

       一時預かりサービスの利用料の無料化 

       病気治療中・回復期児童を受け入れる病児デイケアの利用料の無料化 

[598,584]

 

 

 子ども医療費助成事業                      （健康福祉部子ども家庭課） 801,614

  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 

         小学生は受診機関毎に通院５００円／月、入院５００円／日（月８日

間まで）を自己負担 

  補 助 率 県１／２ （市町１／２） 

[820,918]

 

 

  産前産後安心サポート事業             （健康福祉部子ども家庭課、健康増進課） 14,947

  公的支援のない出産から１箇月健診までの母親に対する医療・生活支援を充実し、妊娠・

出産期から子育てまで切れ目ない支援を行うことにより、親の不安を解消します。 

  事業内容 第1子出産後の医療相談の支援 

         補助率 県１／２ （市町１／２） 

       妊娠時や出産直後の家事支援の実施 

         補助率 県１／２ （市町１／２） 

       市町の母子保健と子育て窓口の一元化 

         補助率 県１／３ （国１／３ 市町１／３） 

  実施主体 市町 

[ － ]

 

 

-4-



福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

  病児保育施設送迎サービス事業                 （健康福祉部子ども家庭課） 2,500

  発熱等のある子どもを保護者が保育所等に迎えに行くことができない場合、病児保育施

設が送迎・保育を行うことにより、仕事と子育てが両立できる環境づくりをします。 

  事業内容 病児保育施設に対して送迎に必要な看護師人件費等を支援 

  補 助 率 県１／３ （国１／３ 市町１／３） 

  実施主体 市町 

[ － ]

 

 

 ふくいの子宝応援事業                      （健康福祉部子ども家庭課） 30,199

  育児短時間勤務期間中に次の子の育児休業を取得した場合に、国の育児休業給付金への

上乗せを行い、フルタイム勤務時と同程度の給付金を保障し、働く女性の出産、育児を支

援します。 

[30,228]

 

 

  保育人材確保対策事業                    （健康福祉部子ども家庭課） 95,200

[ － ]  保育士を目指す学生に対する修学資金等の貸付や、潜在保育士に対する再就職準備金の

貸付を創設し、保育人材を確保します。 

  事業内容 保育士資格の修得を目指す者に対する修学資金の貸付 

         月額５万円 

         入学準備金・就職準備金 各２０万円 

         返還免除要件 県内で保育士として５年間従事 

       潜在保育士に対する再就職準備金の貸付 ２０万円 

         返還免除要件 県内で保育士として２年間従事 

  実施主体 福井県社会福祉協議会 

  補 助 率 県１／１０ 国９／１０ 

 

 

 認定こども園施設整備補助事業                  （健康福祉部子ども家庭課） 382,558

  民間認定こども園の整備に助成し、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 認定こども園 ３箇所 

  補 助 率 国１／２ （市町１／４） 

  財  源 安心こども基金 等 

[709,701]

 

 

 私立幼稚園教育施設整備事業補助金                （健康福祉部子ども家庭課） 35,653

  老朽化した園舎の改築に対し補助し、私立幼稚園の教育環境を改善します。 

  補助対象 仁愛幼稚園 

  補 助 率 県１／６ （国１／３） 

[9,932]

 

 

 多世帯同居・近居住まい推進事業                     （土木部建築住宅課） 17,875

［8,500］  子育てや介護がしやすい住環境を推進するため、同居または近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のリフォーム費用に対する補助 

         補 助 率 県２７.５％ （国４５％ 市町２７.５％） 

         補助上限額 ８０万円／戸 

       多世帯近居のために新築または購入した住宅の取得費用に対する補助 

         補 助 率 県２７.５％ （国４５％ 市町２７.５％） 

         補助上限額 ５０万円／戸 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

◇若者の熱意と行動力を結集（施策番号１０１４） 

 

 若者チャレンジ応援プロジェクト事業         （総合政策部ふるさと県民局若者・定住支援課） 5,129

 

 若者チャレンジクラブや若者グループが実施するふるさと応援活動を支援し、地域で活

躍する若者を増やします。  

  事業内容 「嶺南盛り上げ隊」「ふくいの応援隊」「わかもの祭援隊」など若者チャレ

ンジクラブの活動を支援 

       福井を元気にする活動を行う若者グループを支援 

[5,220]

 

 

  ふくい合同大学祭の開催支援           （総合政策部ふるさと県民局若者・定住支援課） ２月補正

6,500
[4,600]

 

 県内の大学が集まって交流する「ふくい合同大学祭」の開催を応援することにより、地

域で活躍する若者を育成します。 

  事業内容 合同大学祭実行委員会の運営支援 

       会場までのシャトルバスの運行支援 

 

 

  地域おこし協力隊「ふくい元気づくり」事業    （総合政策部ふるさと県民局若者・定住支援課） 24,556

 

 地域おこし協力隊に興味のある都市圏の若者を積極的に呼び込み、受入れ・活動・定住

を総合的に支援することにより、地域の活性化と若者の定住促進を図ります。 

  事業内容  都市圏の若者を対象に協力隊の受入れを希望する市町を周る体験ツア

ーを実施 

         都市圏での募集説明会など、市町が行う受入活動を支援 

           補助率 県２/３ （市町１/３） 

         地域おこし協力隊の活動に係る経費の支援 

           補助率 県２/３ （市町１/３） 

         本県定住を決めた地域おこし協力隊に対する住まいや就職の支援 

           補助率 県２/３ （市町１/３） 

[21,700]

 

 

  がんばる県民共動グループ応援事業        （総合政策部ふるさと県民局女性活躍推進課） 1,592

  地域の小規模団体が行うＵ・Ｉターンや人口減少対策を目的とした活動を支援し、県民

の社会貢献活動を促進します。 

  助成対象事業 定住人口・交流人口拡大のため地域団体が行う新たな事業 

  支 援 額 上限３０万円（補助率１／２） 

[ － ]

 

 

◇女性の元気が福井の元気（施策番号１０１５） 

 

 企業で働く女性の活躍推進事業              （総合政策部ふるさと県民局女性活躍推進課） 6,749

  女性の育成・登用を進める企業を支援し、女性が活躍できる職場づくりを進めます。 

  事業内容 企業の女性活躍推進事業 

         「ふくい女性活躍推進企業」の登録・発信 

         企業内で活躍した「ふくいグッドジョブ女性」の表彰 

       働く女性の活躍支援事業 

         女性リーダーを育成する「未来きらりプログラム」に製造業リーダー

コースを開設 

         企業内の女性活躍プロジェクトチームの活動を支援 

 

[13,636]
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

 ふくいの元気な女性応援事業               （総合政策部ふるさと県民局女性活躍推進課） 2,291

  自営業や専門職など個人の能力や技術力を活かし活躍している女性の課題解決や新たな

事業展開に向けた活動を応援し、一人ひとりの希望に合った働き方の実現を図ります。 

  事業内容 スキルアップや人脈づくりの場となる交流会の開催 

       女性グループの勉強会やイベント出展などの活動を支援 

         支援額 上限１０万円 

         支援数 １５グループ 

[1,691]

 

 

 女性に優しい職場づくり支援事業     （部局連携：産業労働部労働政策課、健康福祉部子ども家庭課） 30,174

[36,164]

 
  女性の就業率や共働き率、正社員の割合など、女性の社会参加が全国トップレベルの福

井において、子育て等と両立しながら女性が活躍できる職場環境づくりを進めます。 

  事業内容 女性の職場復帰等支援事業（８，１４８千円） 

         育児・介護による離職者の再雇用制度等の導入・利用を促進する奨励 

         金を支給 

       ０歳児育児休業応援企業奨励事業（１４,２３０千円） 

         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 

       子育てを応援する職場環境づくり推進事業（２,１７９千円） 

         父親等の育児休暇取得促進奨励金を支給 

           要 件 父親の育児や祖父母の孫守りのため１０日以上の休暇 

を取得 

           支給額 １社あたり１０万円 

         子育てを応援する職場環境づくりセミナーの開催 

       「子どもを育む企業」応援事業（５，６１７千円） 

         企業子宝率の高い「子育てモデル企業」を県内外に発信し、企業の子 

         育て支援への取組みを奨励 

 

 

 女性活躍市町応援事業                   （総合政策部ふるさと県民局女性活躍推進課） ２月補正

4,000
[6,400]

  地域における女性の活躍を促進するため、市町が実情に応じて行う取組を支援します。 

  補 助 率 国８／１０ 

  上 限 額 １市町４００万円 

  財  源 地域女性活躍推進交付金 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

（２）福井から人材育成 

 

◇「ふるさと」を思うグローバル人材教育（施策番号１０２１） 

 

 ふるさと教育推進事業                  （教育庁学校高校教育課、義務教育課） 13,512

  中高生への福井の先人の生き方等を学ぶ「ふるさと教育」を進め、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成します。           

  事業内容 福井の先人の生き方等を学ぶ教材を新たに作成 

  対 象 者 中学・高校全生徒 

[4,140]

 

 

 古典学習支援事業                        （教育庁義務教育課） 4,472

  福井にゆかりのある百人一首などを取り入れた独自教材を作成し、小中学生が古典にふ

れる機会を増やし、授業の充実を図ります。           

  事業内容 「古典音読・暗唱ノート」を新たに作成し、国語の授業などで活用 

  対 象 者 小学３～６年生および全中学生 

[ － ]

 

 

  良書学校巡回子ども読書推進事業               （教育庁生涯学習・文化財課） 19,135

[ ― ] 古典、ふるさと文学などの良書をすべての小中学校に巡回させる仕組みを導入し、子ど

もと教員の読書活動を推進します。 

  事業内容 県立図書館において、教員と司書が選ぶ良書を購入 

県内全小中学校へ巡回貸出しを行い、「一冊の良書を読み通す授業」に活用 

 

 

  地域人材による学校応援事業             （教育庁義務教育課、学校教育政策課） 28,140

  多彩な経験や技能を持つ地域人材を活用し、ふるさと教育など新しい教育課題に対応し

ます。 

  事業内容 地域人材を家庭科における郷土料理や理科実験・実習などの支援、ホーム

ページの更新などに活用 

[ － ]

 

 

  児童・生徒の地域活動の推進                    （教育庁義務教育課、高校教育課） 3,654

  児童・生徒が地域の人々とともに、みずから企画・提案した体験学習やボランティア活

動を行うことにより、ふるさと福井に誇りや愛着を持つ人材育成につなげます。 

  事業内容 地域と進める体験推進事業（２，８００千円） 

         小・中学生による地域行事や町づくりの課題解決に向けた取組みを 

         支援 

       高校生ボランティア活動推進事業（８５４千円） 

         高校生によるボランティア活動を支援 

[ － ]

 

 

  英語力向上事業               （教育庁学校教育政策課、高校教育課、義務教育課） 132,211

  中高生の外部検定受検を促進するとともに、小学校の英語教科化等に対応するため教員

の研修を拡充するなど児童・生徒の英語力向上を推進します。 

  事業内容  中高生の外部検定の受検を支援 

 小学校教員の研修対象拡大やＡＬＴ指導力向上のための日本語講座 

 海外からの留学促進のため受入家庭への支援の新設 

（１家庭あたり１０万円） 

[72,892]
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

  「白川文字学」普及・研究促進事業             （教育庁生涯学習・文化財課） 20,479

  白川文字学による本県独自の漢字教育についての研究を深め、優れた指導方法を学校教

育などで実践し、県内外に普及します。 

  事業内容  全国発信の拠点として「白川文字学の室」をリニューアル 

        白川静氏没後１０年白川文字学フォーラム（仮称）の実施 

         書道を用いた白川文字学のイベントや動画教材の作成 

[10,793]

 

 

 児童科学館リニューアル事業                  （健康福祉部子ども家庭課） 561,116

  科学の現象を生活体験や実感に基づいて理解できる体験も取り入れた展示内容へと児童

科学館をリニューアルします。 

  事業内容 展示更新工事 

        リニューアル記念行事の実施 

        科学教育普及員の配置 

[29,000]

 

 

  雲龍丸体験事業                    （部局連携：教育庁教育振興課、農林水産部水産課） 8,365

  大型実習船「雲龍丸」による福井の海での体験を通じ、福井の自然や水産業を学び、ふ

るさとに愛着を持つ子供を育成します。 

  事業内容 児童・生徒が海からの自然観察や海洋調査を体験 

[ － ]

 

 

◇「福井型１８年教育」の進化（施策番号１０２２） 

 

  教育研究所移転整備事業     （部局連携：教育庁学校教育政策課、教育振興課、総務部人事企画課） 483,554

  全国トップクラスの学力をさらに向上させるため教育研究所を移転し、研究・研修機能

を強化するとともに、教育博物館を整備し、福井の教育を発信します。 

  事業期間 ２７～２８年度 

[3,627]

 

 

  遠隔授業・研修システム整備事業   （教育庁学校教育政策課、教育振興課、高校教育課、義務教育課） 194,680

 全小中高校と教育研究所等をつなぐ遠隔授業・研修システムを導入し、学校間での合同

学習や通信研修に活用するなど生徒の学力や教員の指導力向上を図ります。 

  事業内容 教育研究所における高度な理科実験などの授業 

       授業名人による公開授業など教員研修 

  事業期間 ２８～３０年度 

[ － ]

 

 

  高校生学力向上推進事業                     （教育庁高校教育課） 45,392

  生徒の進学希望を実現するために、教員の受験指導力や進学指導体制、生徒の受験対策

を強化します。 

  事業内容  県独自テストの実施や他県進学校の進学指導方法収集による授業改善 

        難関大学対策講座の開設や既卒生への学習支援 

        入試対策セミナーの充実など大学進学希望者の学力向上を支援 

[24,545]

 

 

  教員自主研究活動支援事業          （教育庁学校教育政策課、高校教育課、義務教育課） 9,000

  教員の自主的な研究活動を支援し、教員の授業方法の改善につなげます。 

  事業内容 新しい授業方法の検討など研究活動を支援 

[ － ]
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  シニア・ティーチャー学力応援事業       （教育庁学校教育政策課、高校教育課、義務教育課） 23,576

  退職教員による生徒の学習支援等を行い、福井の高い学力をさらに伸ばします。 

  事業内容  小学生の英語や理科学習などへの支援 

         中高校生への学習支援 

        ラジオ番組を聴き取り、教材や授業に活用 

[7,640]

 

 

 中高一貫校給食施設整備事業                   （教育庁高校教育課） 59,518

  高志中学校、高等学校にランチルームや厨房など学校給食に必要な施設を整備します。 

  事業内容 実施設計、プール・体育館付属棟解体 

  事業期間 ２８～２９年度 

[ － ]

 

 

  特別支援教育機器整備事業                              （教育庁高校教育課） 3,576

  特別支援学校に視覚障害・聴覚障害等の障害の特性に応じた機器を導入し、学習環境の

向上を図ります。 

  事業内容 障害特性に応じた機器・補助具の導入 

[ － ]

 

 

 私立高等学校教育振興補助金                  （総務部大学・私学振興課） 1,969,239

  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や学業・スポーツ活動の

成果に応じた支援を充実し、私立高校のさらなる魅力アップを図ります。 

  事業内容 教育振興補助（一般分） 

人件費、設備経費等に対して補助（職員・生徒数に応じ助成） 

魅力アップ推進事業 

          難関大学への合格者を増やす取組み、資格取得を促す取組みへの支援 

         スポーツの全国大会での成績に応じた支援 

[1,958,461]

 

 

  私立高等学校等就学支援事業                 （総務部大学・私学振興課） 1,172,234

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

免を行う私立学校、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（９０８，６３１千円） 

           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（２６３，６０３千円） 

           県独自の支援の対象を、国の支援制度と授業料の差額や入学金に加

え、施設設備費等に拡大 

[1,115,864]

 

 

 私立高等学校人材育成支援事業                  （総務部大学・私学振興課） ２月補正

50,000
[40,000]

  本県で活躍する人材の育成強化や県外出身生徒の確保およびその県内定着を図る私立高

校を支援します。 

  事業内容 進学コースの生徒に対するインターンシップの実施や県内大学、短大、専

門学校への進学促進などを支援 

       県外からの生徒受入れに対する支援 

       県外出身生徒の県内就職や県内大学等への進学促進に対する支援 
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私立高等学校教育施設整備事業                  （総務部大学・私学振興課） ２月補正

36,973

当初予算

87,884
[54,815]

  老朽化した施設の改築に対し補助し、私立高等学校の教育環境を改善します。 

  実施主体  啓新高等学校、福井高等学校 

  補 助 率 県１／６（国１／３）または県１／５ 

 

 

 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） 7,030

  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 

[5,629]

 

 

  ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業               （健康福祉部子ども家庭課） ２月補正

30,475
[ － ]

  就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、資格取得のための養成機関

への入学準備金・卒業後の就職準備金の貸付を行い、自立を促進します。 

  事業内容 養成機関入学時の入学準備金の貸付 ５０万円 

       養成機関を修了し、かつ資格取得した場合の就職準備金の貸付 ２０万円 

       返還免除要件 卒業後１年以内に就職し、５年間就業を継続 

  実施主体 福井県社会福祉協議会 

  補 助 率 県１／１０ 国９／１０ 

 

 

 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） 7,117

  保護者等から大学等進学にむ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 

       修学期間における生活費相当分の支援（２０歳まで） 

[9,884]

 

 

  施設入所等児童の就職・進学資金貸付事業            （健康福祉部子ども家庭課） ２月補正

66,652
[ － ]

  児童養護施設等の入所児童に対し、家賃相当額や生活費の貸付を行い、就職や進学を支

援します。 

  事業内容 就職する者に対する家賃相当額の貸付 

       進学する者に対する家賃相当額および生活費の貸付 

       （正規の就学年数の間） 

       返還免除要件 卒業後５年間就業を継続 

       就職に必要な資格取得費用の貸付 ２５万円 

       返還免除要件 取得した資格を活かして２年間就業を継続 

  実施主体 福井県社会福祉協議会 

  補 助 率 県１／１０ 国９／１０ 
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◇地元大学の役割を拡充（施策番号１０２４） 

 

 福井県立大学運営費交付金                    （総務部大学・私学振興課） 2,515,154

  第２期中期目標・計画に基づく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。 

  事業内容 中期目標・計画の推進等、大学運営に必要な運営費交付金の交付 

  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、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 

[2,555,567]

 

 

◇産業人材の育成・誘致システム（施策番号１０２５） 

 

高度な職業教育の推進事業                     （教育庁高校教育課） 20,108

  地元に就職する高校生のスキルアップを応援するため、社会から求められるニーズや技

術進展に対応した実践的な専門教育の充実を図ります。 

  事業内容 高校生が地域の課題を調査し、解決策を提案・実行するプロジェクト実施 

       企業の生産現場における実践的な実習の実施 

       中小企業と生徒のマッチング、離職防止のための就職後の状況調査、実習

の受入先開拓などを行う産業人材コーディネーターを配置 

[19,846]

 

 

 農業経営学習施設整備事業                    （教育庁高校教育課） 38,632

  農業高校において、農産物栽培に加え、農業経営を学習するための施設を整備します。 

  事業内容 水耕栽培温室の整備（福井農林、坂井） 

       食品加工・実験室の整備（福井農林） 

       校内販売所の整備（坂井） 

  事業期間 ２８～２９年度 

[ － ]

 

 

 福井フューチャーマイスター事業                            （教育庁高校教育課） 10,948

  高校生のスキルアップを支援するため、福井フューチャーマイスター制度において企業

が求める専門資格を推奨し、資格取得やコンクール等に対する学習意欲の向上を図ります。 

  事業内容 福井フューチャーマイスターの認定および表彰の実施 

       企業が求める資格の取得を支援 

[1,042]

 

 

離転職者等能力開発推進事業                    （産業労働部労働政策課） 256,443

  離職者等を対象とした職業訓練を実施し、再就職のための能力向上や資格取得を支援し

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 

[267,490]
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

  新たな農業ビジネス創出事業                  （農林水産部地域農業課） ２月補正

148,957

当初予算

212,645
[ － ]

  地域資源を使い人とお金を循環させる人材の育成や異業種間人材交流による新たなビジ

ネスを創出する「ふくい農業ビジネスセンター」を設置します。 

  事業内容 「ふくい農業ビジネスセンター」の設置 

         研修用農地の造成 

         農業体験用園芸ハウスの整備 等 

       ふくい里山里海湖ビジネスアカデミー研修の実施 

         里山里海湖ビジネスを担う人材の育成 

         里山プレイングマネージャーの育成 

         異業種人材マッチング 

 

 

 農林水産業を支える人材育成           （農林水産部地域農業課、水産課、県産材活用課） 18,948

  農林水産業の新規就業者確保のため、各分野にカレッジを設置し研修を行います。 

  事業内容   ふくい園芸カレッジ研修事業（８，７６６千円） 

           新規就農コース（定員 ３０名） 

           プラス園芸コース（定員 前期・後期各３５名） 

           スマート園芸コース（定員 ３名） 

         ふくい水産カレッジ研修事業（５，１０９千円） 

漁船漁業コース（定員 ２名） 

海女コース（定員 ２名） 

養殖業コース（定員 ２名） 

        ふくい林業カレッジ研修事業（５，０７３千円） 

           新規就業コース（定員 ５名） 

[14,598]

 

 

 園芸経営者誘致事業                        （農林水産部地域農業課） 31,617

  都市圏での誘致セミナーや現地視察会等を行うとともに、Ｕ・Ｉターン研修生に対する

支援を実施することにより、農業経営を目指す新たな担い手の誘致を強化します。 

  事業内容 ６０歳未満のＵ・Ｉターン研修生に研修奨励金を給付 

       （６０万円／年を２年以内）※給付期間の１．５倍の就農が条件 

       ４５歳～６０歳未満のＵＩターン研修生に就農給付金を給付 

       （９０万円／年を２年以内）※給付期間の１．５倍の就農が条件 

       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 

       都市圏でのセミナー開催や現地視察会の実施 

 [27,006]

 

 

 新規就農者支援事業                        （農林水産部地域農業課） 175,742

  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 

補助率 県１／４ （市町１／４） 

[167,135]
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

 シニア人材活躍支援事業                      （産業労働部労働政策課） 9,710

  専門的な技術や経験を有するシニア人材と企業とのマッチングを行うとともに、地域に

おけるシニアの取組を支援し、生涯活躍できる社会づくりをすすめます。 

  事業内容 シニア人材活躍支援センターの運営 

         就職コーディネーターによる企業の人材確保支援 

         シニア人材バンクシステムの運用 

シニアグループの地域貢献活動への支援 

         １団体あたり１０万円（１０団体に交付） 

[13,746]

 

 

 ものづくり企業生産性向上支援事業                 （産業労働部労働政策課） 7,455

  ものづくり企業の生産性向上につながる人材養成スクールを開講します。  

  事業内容 企業の従業員やＯＢ等をものづくり改善インストラクターとして養成する

研修講座を開講（中小企業産業大学校において実施） 

[14,679]

 

 

 
ふるさと企業育成ファンド事業（ものづくり人材育成修学資金貸与事業） 

（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 
  金融機関と連携して創設したファンドを活用し、ものづくり企業の優秀な人材確保を支

援します。 

  事業内容 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 

（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 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

（３）先進的な医療と福祉、健康長寿のふるさと貢献 

 

◇みずから伸ばす「健康寿命」（施策番号１０３１） 

 

  わがまち健康づくり応援事業                 （健康福祉部健康増進課） 21,740

 [13,348]  平成３０年国体に向け、市町による健康づくりを支援・強化します。 

  事業内容 「一市町一健康づくり」の推進 

           「わがまち健康推進員」による市町の健康づくり活動を推進 

          「国体記念・17のまちを結ぶ徒歩大会」や冬期の室内運動など、 

           市町の健康づくり事業強化に対する補助 

             補 助 率 １／２ 

             補助上限 １００万円 

       健康づくり環境の整備 

         働き盛り世代に対する「ふくい健幸美食」の普及拡大 

         冬場のウオーキングイベントの開催支援、正しいラジオ体操の普及  

 

 

 ふくい健康の森リニューアル事業                 （健康福祉部地域福祉課） 112,275

[2,376]  ふくい健康の森が幅広い世代・地域の方に利用され、県民の健康増進に一層活用される

よう、魅力を高める施設整備に向けた計画策定や認知度を高める広報活動等を行います。 

  事業内容  基本計画の策定 

         テニスコート改修 

         ニュースポーツイベント開催 等 

 

 

  元気高齢者拡大推進事業                            （健康福祉部長寿福祉課） 3,800

［550］  高齢者が元気に、生きがいをもって幸せに生活するために、「運動」「社会参加」の活動

を促進します。 

  事業内容   高齢者が参加するスポーツ体験会等の開催経費に対する補助 

           補 助 率 県１０／１０ 

           補助上限額 ５万円 

        市町が行う高齢者の社会参加促進、生活支援サービス提供を支援 

           補 助 率 県１／２ （市町１／２） 

           補助上限額 １００万円 

  財  源 高齢者保健福祉基金 

 

 

 シニア人材活躍支援事業 再掲（Ｐ１４）              （産業労働部労働政策課） 9,710
    事業内容 シニア人材活躍支援センターの運営 

       シニアグループの地域貢献活動への支援 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

◇県民の健康サポート・システム（施策番号１０３２） 

 

 

 

 陽子線がん治療の推進                              （健康福祉部地域医療課） 43,718

［50,051］  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（１０，５０４千円） 

         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、研究所の運用、医療機関や県民に対するPRの実施 等 

       乳がん治療法の開発（５，８７２千円） 

         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（２７，３４２千円） 

         県民に対する治療費の一部助成や、嶺南地域の住民に対する交通費の

一部助成を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

  がん検診の推進                                 （健康福祉部健康増進課） 56,365

［61,396］  がん検診の受診率の向上を図るとともに、働く方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（１２，３４１千円） 
           土日祝日に「休日レディースがん検診」を実施 

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

        ４０歳職域低料金がん検診事業（３，５６２千円） 

           健康診断とのセット受診を促進  

         市町胃がんリスク血液検査事業（７，６６２千円） 

         がん検診受診者拡大事業（１２，７１９千円） 

         市町検診受診率アップ推進事業（１９，８５１千円） 

        次世代がん検査導入体制整備事業（２３０千円） 

           血液によるがん検査の導入に向けた検討 

 地域医療介護総合確保基金の積立                 （健康福祉部長寿福祉課、地域医療課） 2,665,265

［1,660,830］  地域医療介護総合確保基金に積み増しし、地域包括ケアシステムの構築や在宅医療の充

実、医療・介護の人材確保に向けた事業を実施します。 

  財  源 医療介護提供体制改革推進交付金 等（国２／３ 県１／３） 

 病床の機能分化、連携体制の強化                          （健康福祉部地域医療課） 598,017

［577,593］  身近な地域でリハビリや在宅医療を受けることができる体制を整備するため、急性期か

ら回復期への病床転換や在宅医療に取り組む医療機関の施設整備等を支援します。 

  事業内容 地域包括ケア病院等整備事業（４８８，６５７千円） 

         補助対象 回復期病棟への転換に必要な施設整備 等 

                二次救急医療機関（５箇所） 

              在宅患者の受入れ等に対応するための施設整備 等 

                在宅診療支援診療所（１箇所） 

         補 助 率 県１／２ （設置者１／２）    

       「ふくいメディカルネット」への接続支援（１０９，３６０千円） 

         対象施設 病院、有床診療所、調剤薬局 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 
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  不妊治療費助成事業                     （健康福祉部健康増進課） 193,578

［135,417］

 

  不妊治療を受けている夫婦の治療費助成を拡充します。 

  事業内容 特定不妊治療に係る治療費の助成 

         助成内容  通算１回目    上限３０万円／回 

                通算２～６回目  上限１５万円／回 

                通算７回目～   上限１０万円／回 

       男性不妊治療に係る治療費の助成 

         助成内容  上限１５万円／回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 産科医療機関施設等支援事業                             （健康福祉部地域医療課） 13,740

［53,190］  分娩取扱医療機関の施設・設備整備や産科医等の分娩手当支給を支援し、身近な地域の

病院、診療所で安心して出産できる環境を整備します。 

  実施主体 分娩を取り扱っている病院、診療所 

  補 助 率 設備整備 県１／２ （設置者１／２） 

       分娩手当 県１／３ （設置者２／３） 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

 救急搬送強化支援事業                              （健康福祉部地域医療課）  16,649

［15,444］  救急車から病院へ心電図データを伝送する実証を行うとともに、急性期と回復期を担う

医療機関相互の連携を強化します。 

  事業内容 福井大学の開発した心電図電送システムを活用した実証実験の実施 

       転院搬送のための救急車整備を支援 

         実施主体 地域の中核病院または地域医療支援病院（３病院） 

         補 助 率 県２／３ （設置者１／３）  

  財  源 地域医療介護総合確保基金  

  血管治療センターの設置                          （健康福祉部地域医療課）  6,470

[ － ]  県立病院に循環器内科、心臓血管外科、脳神経外科の３科が連携し、あらゆる血管疾患

を一元的に診療する「血管治療センター」を県内で初めて設置します。 

  事業内容 外科手術と内科的カテーテル（血管内治療）を同時に実施可能な「ハイブ

リッド手術室」の新設のための基本設計および実施設計 

 医師確保の推進                           （健康福祉部地域医療課、健康増進課） 126,651

［212,663］  医師派遣支援制度のほか、専門医を目指す医師に対する研修環境を整備し、医師の確保

に努めます。 

  事業内容 医師派遣支援事業（１０，８００千円） 

         県の要請に基づく医師派遣に伴う代替医師補充等経費の支援 

       福井県専門医キャリアアップ事業（９６，３７６千円） 

       福井大学医学部と連携したがん専門医養成講座の設置（１９，４７５千円） 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 
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 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） 92,437

［93,105］  福井大学と連携し、魅力のある研修や指導体制を整備するとともに、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 

       若手医師に対する巡回指導、勉強会等の実施 

       医師不足の医療機関への医師の派遣（８名程度） 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

 

 

 

 

 

 

 認知症施策総合推進事業                      （健康福祉部長寿福祉課） 8,812

［9,969］    県民の誰もが普段の生活の中で楽しみながらできる福井県独自の認知症予防メニューを

作成・普及し、予防対策を推進します。 

  事業内容 県独自のチェックリストを使用した認知症検診を県下全域で実施 

       「ふくい認知症予防メニュー」の作成 

       認知症予防指導者の育成 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 等 

 

 

 

 

 

 

  医療従事者確保の推進                   （健康福祉部地域医療課、医薬食品・衛生課） 62,662

［54,954］  研修体制の強化や就職情報の発信、医師等の負担軽減を図る環境整備に支援し、医療従

事者の確保に努めます。 

  事業内容   看護管理者や中小病院の看護師等を対象とした研修の開催 

         薬剤師確保のための就職情報の発信や未就業者に対する研修の実施 

        医師の負担軽減を図るための助産師、医師事務補助者配置経費の支援 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

 いきいき働ける医療の職場づくり支援事業                  （健康福祉部地域医療課） 8,741

［17,255］  医師、看護師など医療従事者の離職防止のため、医療機関が行う勤務環境改善の取組み

を支援します。 

  事業内容 勤務環境改善計画を策定する医療機関へのアドバイザーの派遣 

       改善計画に基づく仮眠室等の施設整備への支援 

         対象施設 病院（３箇所） 

         補 助 率 県１／３ （設置者２／３）  

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

  歯科衛生士養成所施設整備事業                       （健康福祉部地域医療課） 125,820

[ － ]  良質な歯科保健医療の提供体制を確保するため、県内唯一の歯科衛生士養成学校の改築

に対し補助し、教育環境の充実を図ります。 

  事業内容 福井歯科専門学校の建替え 

  補 助 率 県１／２ 

  財  源 地域医療介護総合確保基金  
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◇「温かい福祉県」の実現（施策番号１０３３） 

 

 在宅ケア推進支援事業                      （健康福祉部長寿福祉課） 41,186

［71,464］   在宅での医療・介護情報を各関係機関でリアルタイムに閲覧・使用できる体制を全県下

で整備するとともに、２４時間の在宅医療を行う医療機関等を支援します。 

  事業内容 「ふくいメディカルネット」の導入支援 

         対象施設 訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所 等 

       新たに２４時間の在宅医療を行う医療機関等への医療機器等購入費補助 

         補 助 率 １／２ 

         補助上限額 １００万円／機関 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

 

 

 

 

 介護事業所における要介護度改善促進事業             （健康福祉部長寿福祉課） 14,670

［14,728］   要介護度の改善に成果を上げた事業所に対し県独自の交付金を支給します。 

  事業内容 要介護度の改善プログラムを総合的に評価し、上位事業所に交付金を支給 

       先駆的で優秀なプログラムを考案・実践した職員・チームの表彰 

       優秀なプログラムを事業所に普及 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

 

 

 

 

 

 

 

  認知症ケア人材育成事業                    （健康福祉部長寿福祉課） 16,380

［12,496］  認知症の人が地域において安心して暮らし続けることができるよう、医療・介護サービ

スを担う人材を育成し、認知症高齢者にやさしい地域づくりを推進します。 

  事業内容   サポート医の養成、かかりつけ医のレベルアップの研修を実施 

        ＢＰＳＤ（認知症の周辺症状）対応能力向上のためのe-ラーニングシ 

         ステムの構築 

        歯科医師、薬剤師、看護職員の認知症対応力向上研修の実施 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

  若年性認知症支援コーディネーター設置事業          （健康福祉部長寿福祉課） 4,943

[ － ]    若年性認知症に関する医療・福祉・就労などの総合的な相談体制を充実します。 

  事業内容 若年性認知症支援コーディネーターの設置 

  財  源 国１／２ 

  在宅ケアサポートセンター事業                  （健康福祉部長寿福祉課） 22,738

 [20,161]  在宅での実地研修を実施し、今後増加が見込まれる在宅療養者に対して質の高い訪問診

療を行うことができる医師・歯科医師を育成します。 

  事業内容   医師、歯科医師等を対象とした在宅医療研修の実施 

        地域における２４時間在宅医療の体制づくり 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

 介護人材確保対策総合事業                           （健康福祉部長寿福祉課） 37,317

  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 地域医療介護総合確保基金 等 

［39,068］

 

 

  介護福祉士等修学資金貸付事業                 （健康福祉部地域福祉課） ２月補正

190,704
[15,480]

  介護福祉士等を目指す学生に対する修学資金等の貸付を拡充するとともに、一定の経験

を有する者に対する再就職準備金の貸付を新設し、介護人材を確保します。 

  事業内容 介護福祉士等養成施設入学者への修学資金の貸付 

         月額５万円 

         入学準備金・就職準備金 各２０万円 

         返還免除要件 県内で介護業務に５年間従事 

       実務者研修受講費用の貸付 ２０万円 

         返還免除要件 県内で介護業務に２年間従事 

       再就職を希望する介護分野経験者への再就職準備金の貸付 ２０万円 

         返還免除要件 県内で介護業務に２年間従事 

  実施主体 福井県社会福祉協議会 

  補 助 率 県１／１０ 国９／１０ 

 

 

  外国人介護福祉士確保促進事業                        （健康福祉部長寿福祉課） 4,800

[ － ]  介護福祉士養成校に留学生を誘致し、外国人介護人材の活用を促進します。 

  事業内容 留学生の生活・学習支援に要する経費の支援 

         補助率 １／２  補助上限額 ３万円／月 

       学費の免除に要する経費の支援 

         補助率 １／２  補助上限額 ６０万円／年 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

 

 

 介護施設等整備事業                        （健康福祉部長寿福祉課） 1,150,323

 ［706,944］   介護施設等の新築および増築、開設準備に助成します。 

  事業内容 小規模特別養護老人ホーム等の介護施設の新築に対する工事費等の補助

（２３施設） 

        小規模特別養護老人ホーム等の介護施設の開設準備に係る経費の補助 

       （２２施設） 

       医療施設から介護老人保健施設への転換に対する工事費等の補助 

       （２施設） 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

 

 

 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） 52,500

［30,000］  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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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

   セルプ商品販売促進事業                   （健康福祉部障害福祉課） 4,313

[ － ]   障害者施設で生産している農産物等の新たな販売ルートを開拓し、障害者賃金の向上に

つなげます。 

  事業内容 農産物を生産している障害者施設に対し、生産力アップや商品パッケージ

の改善などを助力する専門家を派遣 

       道の駅等におけるマルシェの開催 

  財  源 国１０／１０ 

 

 

 重症心身障害児者と家族のための在宅生活サポート事業        （健康福祉部障害福祉課） 15,247

［5,960］   障害児通所支援事業所および短期入所事業所を支援し、医療的ケアを必要とする重症心

身障害児者の受け入れを促進します。 

  事業内容 重症心身障害児者の受け入れ、送迎に対する支援 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

 

 

 障害者福祉施設整備事業                     （健康福祉部障害福祉課） 531,470

  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 若越みどりの村の改築 

  補 助 率 国１／２ 県１／４  

［157,200］

 

 

  高齢精神障害者の地域生活への移行促進事業          （健康福祉部障害福祉課） 26,250

[ － ]  高齢の精神障害者を受け入れる施設の整備を支援し、長期に入院している精神障害者の

地域への移行を促進します。 

  事業内容 地域移行のための施設整備（１施設） 

  実施主体 精神病床を有する法人 

  補 助 率 県３／４ 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

 

 

障害者等就業体験支援事業                    （産業労働部労働政策課） 1,059

  障害者等に対する短期の就業体験を実施し、社会経験の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 

[1,059]
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（４）日本一の安全・安心（治安充実から治安万全へ） 

 

◇「安全・安心ふくい」確立プラン（施策番号１０４１） 

 

 子ども安心県民作戦                       （安全環境部県民安全課） 11,601

[11,850] 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

見える防犯活動により、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   

 

 

 「地域安全力」向上事業                     （安全環境部県民安全課） 7,816

[7,621]

 

  地域防犯団体による声かけ事案発生箇所の点検やイベント会場での防犯・交通に関する

講習会を実施します。 

  事業内容 声掛け事案等の発生場所における安全点検 

安全点検の結果を地域や学校に提供 

イベント会場での「安全安心講習会」の開催 

 

 

  ふくいの子どもと女性を犯罪から守る社会づくり事業           （警察本部） 5,071

  わいせつ事犯や声かけ事案等の被害を未然に防止するため、街頭防犯カメラを整備する

とともに、企業等における女性の安全安心対策を推進します。 

  事業内容 街頭防犯カメラの整備 

       企業等内の相談担当女性職員を育成 

       相談担当女性職員を支援・指導する女性警察官等のスキルアップ 

［ － ］

 

 

  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） 48,160

 「福井県消費者教育推進計画」に基づき、消費者教育を総合的かつ一体的に推進します。 

  事業内容  環境等への意識が高い企業を消費者が訪問し意見交換を実施 

        幼児から成人まで各世代の特性に応じた消費者教育を実施 

        高齢者を地域全体で見守る包括的な組織体制の整備や金融機関の 

 ＡＴＭコーナーでの注意喚起の実施等の特殊詐欺対策の強化 等 

  財  源 地方消費者行政推進交付金 等 

[49,396]

 

 

 

 

 

 

 

 

 危険ドラッグ対策事業                          （健康福祉部医薬食品・衛生課） 1,343

［2,096］  危険ドラッグ使用による犯罪や交通死亡事故が多発している現状を受け、所持や使用等

の違法性や健康被害の危険性などを広く周知し、使用禁止を徹底します。 

  事業内容 県下一斉キャンペーンの実施 

       学校や運転免許センターでの薬物乱用防止教室の開催 
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 小浜警察署建設事業                            （警察本部） 316,322

  老朽化した現小浜警察署を、捜査基盤や災害対応力を強化し、若狭地域の治安を守る拠

点として整備します。 

  事業内容 小浜警察署の建替え 

  事業期間 ２７～３１年度 

[11,420]

 

 

 駐在所等整備事業                             （警察本部） 128,240

  老朽化の状況に応じ、地域安全活動の拠点である交番、駐在所の建替えを行います。 

  対象施設 福町交番（福井市）、粟野交番（敦賀市） 

[159,256]

 

 

 

 

 交通安全施設等整備事業                          （警察本部） 399,799

  信号機や道路標識など交通安全施設の新設、改良等を行い、交通事故を防止し、交通の

安全と円滑を確保します。 

  事業内容 信号機の新設（６箇所） 

       信号機の集中制御機更新（１１基） 

       信号機の制御機更新（１７基） 

       信号機の高度化付加機能（４基） 

       信号機の灯器ＬＥＤ化（５０式） 

       信号柱の建替え（４０式） 

       道路標識、標示の新設、更新（標識１，１７０本、標示のべ１７８㎞） 

[411,339]

 

 

 

 

 

 

 

 

  第１０次交通安全計画推進事業         （部局連携：安全環境部県民安全課、警察本部） 10,319

  「第１０次福井県交通安全計画」に掲げる５つの目標（３Ｓ＋２アクション）の実現に

向け交通安全対策を実施し、交通事故の減少を図ります。 

  事業内容 Ｓａｖｅ Ｓｉｌｖｅｒ 

         高齢者の安全運転指導の強化および免許返納制度の理解促進 

Ｓａｖｅ Ｃｈｉｌｄ 

         「子どもを見かけたらスローダウン」運動の推進 

Ｓｌｏｗ Ｄｏｗｎ 

取締りと連携した赤色回転灯による見せる一斉街頭活動の実施 

       交通事故が起きにくい環境づくり 

         走行情報のビッグデータを活用した通学路の危険箇所改善 

       クルマに頼り過ぎない社会づくり 

         カー・セーブ運動の推進、電車・バス・自転車の利用拡大 

[ － ]

 ふくい動物管理指導センター（仮称）整備事業            （健康福祉部医薬食品・衛生課） 14,591

［2,441］  動物の適正飼養等を推進する「ふくい動物管理指導センター（仮称）」を整備します。 

  事業内容 実施設計 

       施設整備（２９年度～） 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

◇あらゆる災害対応を迅速第一（施策番号１０４２） 

 
 原子力防災における住民避難対策事業             （安全環境部危機対策・防災課） 380,000

  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。 

  事業内容 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） 

  事業期間 ２６～２８年度 

[300,000]

 

 

 一時集合施設等への放射線防護対策事業                  （安全環境部危機対策・防災課） ２月補正

1,233,000
[1,054,000]

  原子力発電所近隣の住民等が、原子力災害時に避難の際に利用する一時集合施設等に対

して放射線防護対策を実施します。 

  事業内容 １０ｋｍ圏内にある一時集合施設４箇所、対策拠点施設２箇所に対する放

射線防護対策（換気設備や窓・扉の気密性の向上等）の実施 

放射線防護施設への備蓄・資機材の整備 

  財  源 原子力災害対策事業費補助金 

 

 

 臨時ヘリポート整備事業                   （安全環境部危機対策・防災課） 42,000

  道路寸断等により孤立する可能性のある集落に、夜間でもヘリコプターが離発着できる

よう照明設備を整備します。 

  事業内容 可搬型夜間照明器具、風向指示器の整備（１２箇所） 

  財  源 核燃料税（緊急対策分） 

事業期間 ２７～２８年度   

[17,500]

 

 

 再生可能エネルギー導入推進事業                  （安全環境部環境政策課） 818,915

[842,090]  防災拠点や避難所等に災害時に必要となる電源等を確保するため、再生可能エネルギー

設備を導入します。 

  事業内容 防災拠点や避難所等への再生可能エネルギーの導入 

  財  源 再生可能エネルギー導入推進基金 

  事業期間 ２６～２８年度 

 

 

足羽川ダム建設事業（公共）                      （土木部河川課）  1,089,510

［943,000］  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５０億円 

 

 

河川浚渫土砂の利活用促進事業                     （土木部河川課）  1,725

［2,285］  河川浚渫土砂の処理・利活用の手法を検討し、浚渫土砂の利活用によりコスト低減を図

り、河川浚渫を促進します。 

  事業内容 浚渫土砂の利活用を検討する産学官連携の有識者等による検討会の開催 

検討会で提案された利活用方法の検証 

事業期間 ２７～２８年度 
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 木造住宅の耐震化                           （土木部建築住宅課） 15,625

［20,350］  木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断や補強プラン作成、耐震改修工事にかかる

費用の一部を助成します。 

  事業内容 耐震診断・補強プランの作成 

         補 助 率 県１／４ （国１／２ 市町１／４） 

         補助上限額 ９万円／戸（伝統的な古民家は３６万円／戸） 

       耐震改修工事（一般住宅） 

         補 助 率 県１／４ （国１／２ 市町１／４） 

         補助上限額  ８０万円／戸 

       耐震改修工事（伝統的な古民家） 

         補 助 率 県２７.５％ （国４５％ 市町２７.５％） 

         補助上限額 １５０万円／戸 
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（５）豊かな環境、すぐれた風景を次の世代に 

 

◇元気な里山里海湖（施策番号１０５１） 

 

  「里山里海湖」研究活用推進事業                （安全環境部自然環境課） 53,002

  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  全県展開した「ふるさと学びの森」の参加者の安全性の向上 

里山里海湖の恵みを人々の暮らしに結びつける研究 

          「里山里海湖教育プログラム」の作成 

          里の知恵や技などを学び、体験する講座の開催 

          「福井ふるさと学びの森」で体験プログラムを提供 

          里山里海湖活動者の表彰 等 

[62,972]

 

 

 「年縞」活用推進事業                      （安全環境部自然環境課） 69,197

  福井が世界に誇る宝である水月湖「年縞」を教育・観光に活用するため年縞研究展示施

設の整備を進め、国内外における年縞研究の推進を図ります。 

  事業内容 年縞展示施設の整備（２７～２９年度） 

         建築・展示実施設計 等 

       年縞の活用 

         年縞の実物を研究試料として提供 

         年縞の今後の活用方法等を検討 

[47,760]

 

 

  コウノトリ放鳥・生息環境整備事業               （安全環境部自然環境課） 18,840

  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引き続き飼育し、幼鳥を巣立

ちの時期に合わせて自然な形で放鳥するとともに、県内全域に生息環境を整備します。 

  事業内容   コウノトリの飼育・繁殖・放鳥 

         コウノトリ定着推進会議の開催 

        水田のビオトープ整備に対する支援 

           実 施 主 体 自然再生団体 等 

           補 助 率 県１／２ （市町１／２） 

           補助上限額  １箇所あたり４０万円 

[20,264]

 

 

◇低炭素のまちづくり推進（施策番号１０５２） 

 

 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）   5,587

［1,828］  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  家庭における省エネ行動の診断を実施 

         ふるさと環境フェアの開催 

  財  源 国庫、環境保全基金 等 
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 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） 6,004

[9,562]  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、小水力発

電や木質バイオマスの熱利用など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 １００万円 

  補 助 率 県１／２ 

  事業期間 ２７～２９年度 

 

 

◇まちをきれいにモノを大切に（施策番号１０５３） 

 

  「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） 2,546

  家庭から排出される生ごみの減量化を図るため、「食べきり運動」の活性化と定着を目指

すとともに、全国食べきりネットワークを構築し、本県の運動をアピールします。 

  事業内容  食べきり運動実施自治体による全国食べきりネットワークの構築 

 ライフステージに応じた方法による食べきり運動の周知 

[5,882]

 

 

  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） 2,863

  「ものを大切にする」、「壊れたら修理して長く使う」ことが当たり前になるよう、修理

技術を持つ県内事業者の情報を発信するとともに、古本やおもちゃなどのリユースの取組

みを支援します。 

  事業内容  子育て用品リユース市の開催 

         民間団体による古本市およびおもちゃ病院の開催を支援 

        「まちの修理屋さん」の情報発信 

[1,578]

 

 

  ごみ減量化・リサイクル推進強化事業            （安全環境部循環社会推進課） 1,188

  一般廃棄物の減量化に向けた施策の実施を加速させるため、市町と共動で減量化のため

のモデル事業を実施します。 

  事業内容 小規模事業所と家庭の紙資源を共同回収するためのボックス設置等を支援 

         補助率 県１／２ 

       県、市町および住民代表による「ごみ減量化推進会議」を設置 

[ － ]

 

 

  産業廃棄物減量化・適正処理推進事業            （安全環境部循環社会推進課） 1,009

  産業廃棄物の減量化と適正処理を進めるため、排出事業者を対象とした研修会を実施し

ます。 

事業内容  リサイクル情報交換会の実施 

      優良な排出事業者および処理業者を表彰 

[1,837]
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◇景観を県民資産に（施策番号１０５４） 

 

 屋外広告物景観改善支援事業                   （土木部都市計画課） 32,874

［ － ］  屋外広告物条例の改正に伴い必要となる広告物の撤去・改修費用を支援し、良好な景観

を早期に創出します。 

  補助対象経費 一般広告物・案内広告物の撤去費 

        自家用広告物の撤去・改修費 

  補 助 率 県１／２ （市町１／６ 事業者１／３） 

  補助事業上限額 １広告物あたり２００～１，５００千円 

  事業期間 ２８～３０年度 

 

 

  福井ふるさと広域景観形成事業                   （観光営業部文化振興課） 9,800

  豊かな自然や歴史、文化を背景とした「福井ふるさと百景」をストーリーでつなげ、県、

市町、景観づくり団体等が連携し、広域的な景観形成を推進します。 

  事業内容 重要文化的景観の選定に向けた調査 

       全県的な景観形成方針（景観ガイドライン）の策定 

[ － ]

 

 

 福井ふるさと百景活用推進事業                    （観光営業部文化振興課） 5,191

  「福井ふるさと百景」を活用し、地域団体が進める景観づくり活動を支援するとともに、

市町と協力してビューポイント整備を促進するなど、地域と景観づくりを推進します。 

  事業内容 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） 

       ビューポイント整備に対する支援 

補助上限額 １箇所あたり１００万円 

[9,483]

 

 

 福井の伝統的民家活用推進事業                    （観光営業部文化振興課） 39,253

  市町が実施する伝統的民家や蔵などが集積する街並み景観の保全に資する事業を支援す

ることにより集落景観のレベルアップを図り、地域の個性に合った街並みづくりを推進し

ます。 

  事業内容 伝統的民家活用推進事業に対する補助 

補助対象 推進地区の伝統的民家の改修、一般建造物の修景改善 等 

補 助 率 県１／６～１／４ 

推進地区内での景観づくり活動への支援 

         補助上限額 １地区あたり年２０万円（２年以内） 

[40,987]

 

 

足羽川の利活用促進事業                        （土木部河川課）  6,975

［4,978］  幸橋が架けられるまで行われていた繰舟の渡しを再現し、足羽川の利活用を進めます。 

  事業内容 足羽川の九十九橋上流船着き場を活用した繰舟の運航 

  事業期間 ２７～３０年度 

 

 

三里浜緩衝緑地環境改善事業（公共）                （土木部都市計画課） 30,000

［26,000］  三里浜緩衝緑地の環境改善を行い、地域住民などの利用を促進します。 

  事業内容 展望所等の整備、園路周辺等の樹木伐採 

       緩衝緑地の環境改善・維持管理計画の作成 

  事業期間 ２７～２８年度 
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  ふくいＳａｔｏｙａｍａトレイル推進事業              （農林水産部森づくり課） 4,397

  ふくいの里山や周辺の名所・旧跡、美しい自然景観を巡るトレイルイベントを開催する

など、中山間地域の交流人口の増加を図ります。 

  事業内容  イベントを実施する市町等への支援 

 ポイントラリーの実施 

[8,669]

 

 

  越前禅定道の再整備事業                      （安全環境部自然環境課） ２月補正

9,800
[ － ]

  福井県側から白山登山ルートへとつながる越前禅定道について、老朽化した階段等の補

修や不通区間の解消を行います。 

  事業内容 平泉寺白山神社から祓川までの区間（８．０ｋｍ）の再整備にかかる調査・

設計 

  事業期間 ２８～３１年度 
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２ 元気な産業 

 

（６）革新と創造で伸びゆく福井の企業 

 

◇福井発の「ローカル産業革命」（施策番号２０６１） 

 

 産学官金連携技術革新推進事業                （産業労働部地域産業・技術振興課） 62,388

  県内外の大学・大手企業および金融機関と連携し企業の研究開発を支援する「ふくいオ

ープンイノベーション推進機構」において、福井発の革新的な研究開発を推進します。 

  事業内容 研究開発への助成 

         補助対象経費 研究費、研究に必要な施設整備費 等 

         補 助 率 県２／３ 

   補助上限額 １,０００万円 

       研究開発成果展の開催 

[61,896]

 

 

 オープンイノベーション支援資金の創設             （産業労働部商業振興・金融課） 200,000

  ものづくりや革新的な新商品開発等に取り組む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。 

融資対象者 ふくいオープンイノベーション推進機構の支援により、国の補助事業を

利用した中小企業者 

  融 資 枠 １０億円 

融資限度額 １億５，０００万円（うち運転資金８，０００万円） 

  融資利率 年１．３％～２．０％ 

［ － ]

 

 

 研究開発プロフェッショナル人材設置事業           （産業労働部地域産業・技術振興課） ２月補正

55,905
[ － ]

  商品開発を加速させるため、「ふくいオープンイノベーション推進機構」に配置した県外

大手企業とネットワークを持つ人材を活かし、大型研究プロジェクトの推進を図ります。 

  事業内容 県外大手企業と連携した研究プロジェクトの調整・管理 等 

 

 

  県民衛星プロジェクト支援事業         （産業労働部産業政策課、地域産業・技術振興課） 39,244

 

 

 超小型人工衛星の製造や部材開発、衛星から得られるデータを使ったシステム開発を支

援し、企業の宇宙関連分野への進出を促します。 
事業内容 衛星の設計、製造ノウハウ習得のための技術者派遣経費等に対する助成 
         工業技術センターにクリーンブースを設置 等 

[ － ]

 

 

 炭素繊維を活用した橋梁補強技術開発事業          （産業労働部地域産業・技術振興課） 56,000

  大手企業と連携し、炭素繊維複合材料を用いた橋梁の長寿命化、維持管理費の低減につ

ながる技術を開発します。 

事業内容 実橋への試験施工および性能評価 

桁端補強部材の開発 

     橋梁上部工軽量化のための構造部材開発 

[45,000]

 

 

 

 

予 算 額 
[27年度6月現計] 

（単位：千円） 
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 医療産業創出支援事業                   （産業労働部地域産業・技術振興課） 15,506

  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 国内最大規模の医療展示会（ＨＯＳＰＥＸ ＪＡＰＡＮ）への共同出展 

     医療現場見学会の開催 

医療学会や医療機器展示会への出展支援 等 

補助率 県１／２ 

[17,968]

 

 

 北陸繊維産地地域連携事業                     （産業労働部地域産業・技術振興課） ２月補正

18,000
[16,000]

  繊維産業が集積する北陸において、福井・石川両県の県域を超えた繊維企業グループが

行う商品開発等を支援し、グローバルな競争力を有する商品開発や販売力強化を図ります。 

  事業内容 企業グループへの助成 

         補助対象経費 試作開発費、設備導入費、展示会開催経費 等 

         補 助 率 県２／３ 

         補助上限額 １,０００万円 

       両県繊維企業による合同展示会の開催支援 

 

 

 サンドーム福井ものづくりキャンパス整備事業         （産業労働部地域産業・技術振興課） 400,940

  サンドーム福井にデザインセンターを移転するとともに、デザイナー・事業者等の人材

育成や県産品の展示・販売等を行う場を整備し、ものづくり産業等の振興につなげます。 

  事業内容 管理会議棟の再整備、デザインセンター移転に伴う資機材整備 

       デザイナー・ものづくり企業向け講座の開催 等 

[22,800]

 

 

 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） 28,237

  伝統的工芸品産地の魅力を高めるため、一流デザイナーによるデザイン力のある職人の

育成や工房見学など来訪者が見て楽しめる産地づくりを進めます。 

  事業内容 伝統工芸職人塾の開催 

         デザインやマーケティングの座学（サンドーム福井において実施） 

         産地職人による技能実習 

       伝統工芸産地連携によるＰＲ 

          県外観光説明会における産地ＰＲ 

          ツーリズムＥＸＰＯジャパンへの出展 等 

  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」 

[24,581]

 

 

 越前古窯拠点整備事業                       （産業労働部地域産業・技術振興課） 616,658

  越前陶芸村に古民家を活かした魅力ある拠点施設を整備し、越前焼の振興と陶芸村の活

性化を図ります。 

  事業内容 旧水野家住宅、古陶磁資料館、収蔵庫、茶室等の建築工事 

[30,135]
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  「サバエメガネメッセ」開催支援事業              （産業労働部地域産業・技術振興課） 5,000

 眼鏡産地の歴史や技術力などを国内外の消費者・バイヤーに発信し、ブランド力の向上

を図ります。 

  事 業 内 容 産地の総合展示会開催支援 

補助対象経費 眼鏡のＰＲ、集客に要する経費 

  実 施 主 体 （一社）福井県眼鏡協会 

  補 助 率 県１／４ 

[ － ]

 

 

  伝統的工芸品月間国民会議全国大会開催事業               （産業労働部地域産業・技術振興課） 15,643

  ３３回目となる全国大会の本県開催により、工芸品等を国内外に発信し、認知度向上を

図るとともに、産地の振興につなげます。 

  事業内容 伝統的工芸品月間全国大会の開催 

期 間 平成２８年１１月２４日（木）～２７日（日） 

場 所 サンドーム福井 他 

[ － ]

 

 

  住宅への伝産品利用促進事業                  （産業労働部地域産業・技術振興課） 15,997

  住宅新築・リフォーム時に越前瓦や越前和紙を使用する経費を助成し、伝産品の需用拡

大を図ります。 

  事業内容 「県産材を活用したふくいの住まい支援事業」の対象者が伝産品を使用す

る場合に上乗せして助成 

         補助対象 越前瓦（屋根材）、 越前和紙（襖・壁紙） 

         助成単価 １,０００円／㎡、 補助上限額１０万円 

[8,727]

 

 

 シニア人材活躍支援事業 再掲（Ｐ１４）              （産業労働部労働政策課） 9,710
    事業内容 シニア人材活躍支援センターの運営 

シニアグループの地域貢献活動への支援 

 

 

 

 ものづくり企業生産性向上支援事業 再掲（Ｐ１４）         （産業労働部労働政策課） 7,455
   事業内容 企業の従業員やＯＢ等をものづくり改善インストラクターとして養成する 
       研修講座を開講          

 

 

 

 ふくいの逸品創造ファンド事業                    （産業労働部産業政策課） ファンドの運

用益（７千万

円）を活用 

  観光等の商業サービス業や製造業等による、地域資源を活かした商品開発や販路開拓を

支援し、地域産業の活性化を図ります。 

  事業内容 創業に必要な店舗改装や機器設備費等への支援 

重点（成長産業）分野に挑戦する企業の支援 

         ウェアラブル端末関連分野およびスポーツ・医療関連分野への展開、 

         新たな土産品開発 

       恐竜関連新商品開発の支援 

       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 
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ふるさと企業育成ファンド事業（新分野展開スタートアップ支援事業） 

（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 
  金融機関と連携して創設したファンドを活用し、観光等の商業サービス業や製造業等へ

の新分野進出を支援します。 

  事業内容 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 

  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 

 

 

◇つかめ国内外のビジネス・チャンス（施策番号２０６２） 

 

ふくい貿易促進機構運営事業                    （産業労働部産業政策課） 87,540

  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 ふくい貿易促進プラザ（福井）の運営 

              ふくいバンコクビジネスサポートセンターの運営 

       ふくい上海ビジネスサポートセンターの運営 等 

［88,884］

 

 

 
 アジア市場への食の輸出拡大事業  

（部局連携：農林水産部食料産業振興課、産業労働部産業政策課、観光営業部ブランド営業課） 

２月補正

25,959
[ － ]

  アジア諸国に対して、本県の食材と酒や伝統的工芸品等を組み合わせた食文化のＰＲと

観光誘客活動を強力に展開し、新たな販路の創出および輸出の拡大を図ります。 

  事業内容 シンガポール、香港で大使公邸を利用した食文化提案会を開催 

       台湾やシンガポールの高級スーパー等において物産展を開催 

       アジア各国のバイヤーとの商談会を県内で開催 

 

 

◇地域ビジネスを積極的に応援（施策番号２０６３） 

 

ふくいの老舗企業チャレンジ応援事業               （産業労働部産業政策課） 60,664

  福井の暮らしの豊かさを支える、独自の技術を持った地域のシンボル的な老舗企業に対

し、店舗改装等の取組みを支援します。 

  事業内容 創業から３０年以上を経過し、商工会・商工会議所と連携して事業計画 

               を策定する小規模企業に対し、店舗改装等の経費を助成 

  補 助 率 県２／３ 

  補助上限額 ３００万円 

［60,788］
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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） 99,381

  まちづくりを支援している地域における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 

         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 

［116,218］

 

 

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） 6,045,150

  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、売上減少など経営

の安定に支障をきたし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３０億円、保証料補給金４，５１５万円〕 

     融 資 枠 １５０億円 

    融資限度額 ８，０００万円（設備資金および運転資金） 

    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 保証料の１／３を軽減（セーフティネット保証利用等の場合） 

    債務負担行為 ５５，１８４千円     

  資金繰り円滑化支援資金〔金融機関への預託金３０億円〕 

    融 資 枠 １５０億円 

    融資限度額 ８，０００万円（既往借入金の借換え等のために必要な資金） 

    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％） 

［6,045,150]

 

 

 

 

 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） 23,719

  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、小規模事業者の借入れ

負担の軽減を図ります。 

  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（設備資金および運転資金） 

    融資利率 １．１５％  

    支援内容 年０．５％を利子補給（対象は２８年度の借入分とし、借入時から 

          ２年間利子を補給） 

債務負担行為 ３，０００万円 

 [20,257]
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◇県・市町一体の企業誘致（施策番号２０６４） 

 

 企業立地促進補助金                         （産業労働部企業誘致課） 871,065

  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、健康長寿産業、物流関連産業、本社機能 等 

  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、土地建物賃借料 等 

  補  助  率 １０～２５％ 

[327,024]

 

 

 産業団地整備事業補助金                      （産業労働部企業誘致課） 517,900

  市町の産業団地整備を支援します。 

  事業内容 用地測量、調査、工事費等への補助 

  実施市町 敦賀市（２９年度整備完了予定）、 大野市（３１年度整備完了予定） 

美浜町（２８年度整備完了予定） 

  補 助 率 ２／３ 

[888,000]

 

 

ふくいｅ－オフィスプロジェクト                      （産業労働部産業政策課） 4,791

  県外ＩＴ企業を誘致し、地場産業の技術と融合した、新たなウェアラブル端末やシステ

ムの開発を促進します。 

   事業内容 ＩＴ関連企業の誘致にかかる補助 

         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） 

       東京、大阪における立地セミナー開催 

 ［5,852］
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（７）「農」・「林」・「漁」業を意欲と誇りの総合産業へ 

 

◇「食料産業」パワーアップ（施策番号２０７１） 

 

  ポストこしひかりの生産・販売対策         （農林水産部食料産業振興課、生産振興課） 29,650

[8,230]

 

  水稲の次世代品種「ポストこしひかり」の開発・栽培指針作成とともに、３０年度から

の本格生産に向けた高価格販売のための有機栽培等の実証やブランド戦略を策定します。 

  事業内容  「ポストこしひかり」生産対策事業（９，５７１千円） 

新品種として有望な４種を１種に選抜 

 現地大規模実証栽培圃の設置 

             次年度以降の栽培に必要な種子増殖圃の設置 

        「ポストこしひかり」有機栽培等拡大事業（３，４９７千円） 

除草、代かき、深水管理など有機栽培技術の現地実証 

           有機栽培現地講習会の実施 

         「ポストこしひかり」ブランド化事業（１６，５８２千円） 

 ブランド化戦略会議の設置による商品コンセプトの策定 

 

 
 九頭竜川下流地域における農業振興                （農林水産部生産振興課） 419,428

[403,352] 平成１１年度から着手したパイプライン化事業の完了により、きれいで冷たい水の全面

通水が可能となった生産基盤を有効活用し、メガファーム化や高品質高食味米の生産、水

田園芸の拡大、トマトなど高収益品目の生産拡大により収益性の高い農業を展開します。 

  事業内容 水田農業大規模化・園芸導入事業 

         営農組織１００ha規模のメガファーム化推進 

         ネギなど水田に園芸経営を取り入れる集落営農組織の育成 

       砂丘地園芸産地育成事業 

         新規農家が参入するための農地の改良（９ha） 

         ミディトマトやメロンなどを生産する耐候性ハウスの導入等（０．５ha） 

       企業的園芸支援事業（坂井北部丘陵地、砂丘地関係） 

企業や農業者が大規模に園芸生産するための施設整備等を支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水田農業大規模化・園芸導入事業                   （農林水産部生産振興課） 244,943

[203,000]  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 

   実施主体 集落営農組織 等 

補 助 率 県１／３～１／２ 
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 地域農業確立支援事業                        （農林水産部生産振興課） 402,015

［431,868］ 農地集積を進める地域における農地の出し手に対して協力金を交付します。 

  事業内容 機構集積協力金の交付 

  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 

       農地中間管理機構へまとまった農地を貸し付けた地域 

  財  源 農業構造改革支援基金 等 

 

 

  農業経営力向上事業                         （農林水産部生産振興課） 11,094

[ － ]

 

  本県農業のトップリーダーを育成するため、意欲ある認定農業者や集落営農組織の代表

などを対象に経営塾を開設します。 

  事業内容 ふくい農業経営力向上塾の開設 

 

 

 

 

 自然光利用型の連棟ハウス整備事業                  （農林水産部生産振興課） 604,000

[257,541]  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 （５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                       （農林水産部生産振興課） 272,715

[461,661]  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 新規参入または規模拡大する農業生産法人 （３箇所うち新規１箇所） 

         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 

       新規参入または規模拡大する一般法人 （新規１箇所） 

         補助率 県２／１０～３／１０ 

 

 

 園芸産地総合支援事業                      （農林水産部生産振興課） 89,495

[99,439]  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 （２団体） 

 

 

 「次世代大規模施設園芸」整備事業                  （農林水産部生産振興課） 1,200,000

[420,000]  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

取り組む農業生産法人を支援します。 

 事業内容 植物工場等の整備（高浜町） 

         補助率 国１／２ 県１／１０ （市町１／１０） 

 実施主体 農業生産法人 

  事業期間 ２６～２８年度 

-37-



福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

 砂丘地園芸産地育成事業                      （農林水産部生産振興課） 55,330

[134,390]  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（土層改良９ha） 

         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（耐候性ハウス０．５ha） 

         補助率 国１／２ 

 

 

 「福井百歳やさい」産地拡大事業                 （農林水産部地域農業課、生産振興課） 2,658

  本県で１００年以上前から栽培される伝統野菜を「福井百歳やさい」としてブランド化

し、産地拡大につなげます。 

事業内容 福井百歳やさいの種子増産、供給 

産地の面積拡大に必要な生産資材の導入支援 

  補助率 県１／２  補助上限額 ４０万円 

[2,328]

 

 

 くだもの産地育成事業                        （農林水産部生産振興課） 11,376

[12,709]  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 

 

 

  園芸拠点施設基本計画策定事業                 （農林水産部生産振興課） 34,008

[ － ]   園芸研究センターにおいて、薬草等を活用した新たなビジネスの実証・展示や園芸に関

する体験・学習を行う施設を整備します。 

  事業内容 薬草展示園、園芸ＬＡＢＯ等の整備に向けた基本計画策定 

  事業期間 ２８～３０年度 

 

 

 若狭牛・高能力乳牛導入支援事業                 （農林水産部生産振興課） 40,459

[26,805]  県産畜産物の生産・販売を拡大し収益性の高い経営を実現するため、若狭牛や高能力乳

牛への転換を促します。 

  事業内容 若狭牛や高能力乳牛への転換に要する経費に対する支援 

         補助率 県１／２ 

       畜種転換等に対応する際に必要な施設の再整備に対する支援 

         補助率 県１／３ 
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 越前水仙新規生産者育成緊急対策事業               （農林水産部生産振興課） 13,316

[16,020]  越前水仙の生産拡大を図るため、平坦地での新たな産地づくりと生産規模の拡大を進め

ます。 

  事業内容 開花球増殖に要する初年度の経費を支援 

         補助率 県２／３ 

       新規生産者の栽培開始に要するハウス、機械等の整備を支援 

         補助率 県１／３ 

首都圏での新たな販路開拓やマスメディアによる全国ＰＲ 

  実施主体 県、営農集団など 

 

 

 ６次産業化推進事業                         （農林水産部食料産業振興課） 25,125

  ６次産業化を進める認定農業者や漁業者グループ等の新たな６次化商品の開発や販路開

拓を支援し、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（食品加工研究所）の運営 

       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 

[29,397]

 

 

 食品加工施設整備事業                          （農林水産部食料産業振興課） 10,000

[2,500]  県産農林水産物を加工して付加価値を高める食品加工施設の整備を支援します。 

事業内容 農林水産物の加工用施設整備への支援 

実施主体 ＪＡ、食品企業等による共同事業体 

補 助 率 県１／５ 

事業期間 ２７～２９年度 

 

 

◇「里山里海湖ビジネス」の新展開（施策番号２０７２） 

 

  里山里海湖ビジネス推進事業                         （農林水産部地域農業課） ２月補正

351,312
[26,345]  里山里海湖の地域資源を活かした誘客活動と施設整備を一体的に支援し、特色ある「里

山里海湖ビジネス」を展開します。 

  事業内容   ふくい里山里海湖ビジネス協議会の開催 

         広域的な里山里海湖ツーリズム事業への支援 

           ミニ農家レストランの整備への支援 

           体験交流型農園の整備への支援 

           ミニ直売所の整備への支援 等 

             実施主体 市町 

             補 助 率 県１／３ 

        中山間地域における誘客拠点整備への支援 

           実施主体 事業共同体 

           補 助 率 国定額 
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 中山間地域農業総合対策支援事業                      （農林水産部地域農業課） ２月補正

57,301
[157,215]  収益性の高い農業経営を実現するため、トマトやキュウリ等の施設園芸や鳥獣害に強い

果樹栽培を導入するとともに、鳥獣被害防止対策を強化します。 

  事業内容 施設園芸の導入 

         補助率 県１／３ 

       水田を活用したクルミ、カリン、ナツメ、渋柿の実証栽培 

       山ぎわの小規模農地への鳥獣侵入を防ぐ金網柵整備の支援 

         補助率 県１／２ 

 

 

 いきいき地域営農サポート事業                    （農林水産部地域農業課） ２月補正

75,578
[79,158]

  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 

 

 

 鳥獣害のない里づくり推進事業 

（部局連携：農林水産部地域農業課、森づくり課、安全環境部自然環境課、警察本部生活環境課）

553,484

[456,424]

  金網柵等の整備を支援するとともに、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（新設）への支援 

    金網柵 補助率 国１／２ 

    ネット柵 補助率 県１／２ （市町１／６ 地元１／３） 

    電気柵 補助率 県１／３ （市町１／６ 地元１／２） 

 金網柵等の更新への支援 

    補助率は新設と同じ 

         電気柵の遠隔監視装置の導入支援 

    補助率 国１／２ （地元１／２） 

         有害鳥獣捕獲檻整備および捕獲経費の支援 
         シカ捕獲技術の普及や有害捕獲隊による広域捕獲活動の実施 
         獣肉料理の普及促進 
         特定鳥獣保護管理計画の推進 

 ＩＣＴを活用した囲いわな等によるシカ捕獲活動への支援 

         森林組合による狩猟免許の取得およびワナ設置への支援 
実施主体 県、市町、各市町鳥獣害対策協議会 等 
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◇「ふくい食ブランド」を地消・外商（施策番号２０７３） 

 

 
 アジア市場への食の輸出拡大事業 再掲（Ｐ３３） 

（部局連携：農林水産部食料産業振興課、産業労働部産業政策課、観光営業部ブランド営業課） 

25,959

   事業内容 シンガポール、香港で大使公邸を利用した食文化提案会を開催 

       台湾やシンガポールの高級スーパー等において物産展を開催 

       アジア各国のバイヤーとの商談会を県内で開催 

 

 

 福井県ビジネス支援センター運営事業             （産業労働部商業振興・金融課） 230,481

 「ふくい南青山２９１」および「食の國 福井館」において、食・工芸品の販売や観光な

どの情報発信、中小企業の首都圏におけるビジネス支援を行います。 

事業内容   「ふくい南青山２９１」と「食の國 福井館」の管理運営 

２館の建物借入および民間事業者への運営業務の委託 

 食の國 福井館の移転先物件調査およびふくい南青山２９１を含めた

機能や適地等の調査・検討 

[221,329]

 

 

 福井ゆかりの店の情報発信拠点活用事業                 （農林水産部食料産業振興課） 5,817

  本県情報の発信と県産農林水産物の新たな販路拡大のため、県産農林水産物を取り扱う

福井ゆかりの店を首都圏などで開拓します。 

  事業内容 ＪＡや漁連・市町等と共動し、福井ゆかりの店を開拓 

       生産者等による福井ゆかりの店での販売活動を支援 

補 助 率 県１／２ 

[23,895]

 

 

ふくいの食品都市圏進出支援事業                    （産業労働部商業振興・金融課） 8,921

 食品事業者の商品開発、改良、販路開拓を支援し、都市圏での販路拡大を図ります。 

事業内容 専門家による商品開発、改良、販路開拓の支援 

[9,696]

 

 

 ライフステージに応じた食育推進事業               （農林水産部食料産業振興課） 10,590

[10,908]

 

  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による出前講座の支援 

 

 

 味わい学ぶ「ふくい 味の週間」推進事業                 （農林水産部食料産業振興課） 21,750

[21,750]  「ふくい 味の週間」において、食の意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」を開催 

       第１０回全国高校生食育王選手権大会の開催 
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◇「もうかる漁業」へ転換加速（施策番号２０７４） 

 

  定置漁業・底曳網漁業振興対策事業                      （農林水産部水産課） 68,237

  漁業者に対する経営指導や定置網の改良・底曳網漁船の更新などを支援し、漁業生産量

の増加を図ります。 

  事業内容 漁業者の経営基盤強化に向けた指導・研修を支援 

         実施主体 漁業者団体 

         補 助 率 県１／２ 

       漁業者が経営基盤強化計画に基づき行う施設整備等を支援 

         実施主体 漁業者 等 

         補 助 率 県１／３ （市町１／３） 

[ － ]

 

 

  トラウトサーモン養殖振興事業                   （農林水産部水産課） ２月補正

39,340
[12,000]

  トラウトサーモンの養殖生産を拡大するため、海面での大規模養殖や出荷時の鮮度維持

のための体制づくりを推進します。 

  事業内容   海面での大型養殖施設の整備を支援 

           実施主体 漁業者団体 等 

           補 助 率 国１／２ 県１／５ （市町１／５） 

        高鮮度流通を可能にする製氷施設の整備を支援 

           実施主体 漁業者団体 等 

           補 助 率 国１／２ 県１／５ （市町１／５） 

 

 

 

 

  磯根漁振興対策事業                        （農林水産部水産課） 153,084

[8,818]  磯根資源を増やすため藻場を拡大するとともに、海女・海士の後継者育成や種苗放流に

対して支援します。 

  事業内容  藻場の新規造成（公共）（小浜市志積 １．５ha） 

        設定した禁漁区へのアワビ、サザエの種苗放流を支援 

             実施主体 漁業協同組合 

          ふくい水産カレッジでの海女・海士の育成（再掲）        

 

 

  福井の宝「越前がに」グレードアップ事業                  （農林水産部水産課） 1,710

 

 本県トップブランドの「越前がに」のブランド力を強化し、生産額の増加を図ります。 

  事業内容   かに漁解禁に合わせた県内外へのＰＲ活動 

        最高級品「越前がに 極」を活用した誘客の促進 

[1,655]

 

 

 

 

 

 

 マハタ養殖振興事業                            （農林水産部水産課） 10,405

  漁家民宿等でニーズの高いマハタの安定的な生産・販売を行うため、養殖業者の

技術習得・販路の確保を支援します。 

  事業内容 本県沖の環境に合った養殖技法を習得するための試験養殖 

養殖するマハタの販路開拓に向けたＰＲ 

[10,434]
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  「ふくいの地魚」消費拡大推進事業                    （農林水産部水産課） 10,713

  新鮮な地魚を提供するための流通体制の整備や魚屋での販売促進活動を支援するほか、

学校等で魚のさばき方教室を開催します。 

  事業内容   奥越・丹南地域における当日セリ実施のための配送体制整備を支援 

           実施主体 奥越・丹南の卸業者 

           補 助 率 県１／２ 

          学校等での魚食普及活動の促進 

           魚のさばき方教室の開催、中学３年生へのセイコガニ提供 

        魚屋ガイドマップの作成や地魚を使った商品開発等を支援 

           実施主体 魚商組合連合会 

           補 助 率 県１／２ 

[9,302]

 

 

  水産学術産業拠点基本構想策定事業                 （農林水産部水産課） 1,219

[ － ]  資源管理や新たな生産・加工技術の研究、国際的な視野を持つ水産人材の育成を行う水

産学術産業拠点を設置するための基本構想を策定します。 

  事業内容 水産学術拠点の設置に向けた基本構想策定 

 

 

◇森林を市場に直結（施策番号２０７５） 

 

  森林境界保全事業（公共）                          （農林水産部森づくり課） 26,500

  将来の森林整備につなげるため、境界の確認やＧＰＳ測量等に対して支援します。 

  事業内容 所有者立会いによる境界確認 等 

補助率 国１／２ 県１／４ （市町１／４） 

ＧＰＳによる測量 等 

  補助率 県１／２ （市町１／２） 

  実施主体 市町 

[ － ]

 

 

 緊急森林整備事業                                  （農林水産部県産材活用課） 720,219

[1,583,123]

 

  山ぎわ集落等の間伐の推進に加え、鳥獣害対策や森林に親しむための山ぎわ散策にも活用

できる路網の整備、県産材の需要拡大など林業振興のための総合的な対策を進めます。 

  事業内容 山ぎわ集落間伐促進事業（５８２，０００千円） 

         山ぎわの間伐や路網整備を支援 

       公的分収林緊急整備事業（８９，８９４千円） 

         県有林の間伐や路網整備の実施 

       間伐材加工施設整備事業（４８，３２５千円） 

         間伐材搬出のための機械や流通施設等の整備を支援 

 

 

 

  ２０１６さばサミットｉｎ福井開催事業                  （農林水産部水産課） 1,255

  本県のサバにまつわる食文化や日本遺産に認定された「御食国若狭と鯖街道」を紹介す

る「さばサミット」の開催を支援します。 

  事業内容 「さばサミットｉｎ福井」開催への助成 

  実施主体 実行委員会 

  補 助 率 県１／３ 

[ － ]
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  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） 21,920

[18,700]  多くの県民が利用する商業施設や児童施設などにおける、県産材を使用した内外装の木質

化等を支援します。 

  事業内容 県産材を使用した店舗等の木造・木質化に対する支援 

          木造での新築 

県産材に係る工事費に対する支援 

補助率 県１／２（上限：２００万円） 

構造設計に係る経費に対する支援 

               補助率 県１／２（上限：１００万円） 

内外装の木質化 

構造材：７千円/ｍ3、造作材：５千円/㎡ 

（３００㎡未満：上限３０万円、３００㎡以上：上限１００万円） 

       県産材を使用した児童施設の内装の木質化、机・椅子の購入に対する支援 

         民間児童施設 

            補助率 県１／２（上限：床２００万円、壁３０万円、机・椅子２００万円） 

         小学校 

            補助率 県１／２（上限：机・椅子 １５千円） 

 

 

 

 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） 239,303

  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 

         渓流沿いにある倒木や根が浮き上がった危険木等の伐採撤去 

       コミュニティ林業の推進 

         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活動等を支援 

       県産材を活用した住宅の取得、リフォームに対する助成 

       緑と花の県民運動の推進（再掲）、景観を阻害する不用木等の除去など 

[234,383]
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（８）高速交通時代にブランド・観光オンリーワン戦略 

 

◇「幸福日本一・福井」の新ブランド戦略（施策番号２０８１） 

 

 幕末明治１５０年福井の偉人発信プロジェクト事業        （観光営業部ブランド営業課） 8,991

 幕末明治１５０年に向け、近代日本の幕開けに活躍した本県偉人の功績を県内外に発信

するとともに、大河ドラマの誘致活動を実施します。 

  事業内容 偉人の功績を周知する県内講演会の開催 

       関係都県との連携イベントの開催 等 

[3,342]

 

 

◇「恐竜渓谷１００万人構想」の実現（施策番号２０８２） 

 

 恐竜博物館魅力向上事業                   （観光営業部ブランド営業課） 59,824

 恐竜博物館の本物による魅力を高め、入館者数の更なる増加を図るため、実物の恐竜化

石の標本等を展示します。 

  事業内容 実物恐竜全身骨格（ヘスペロサウルス、エドモントニア）の組立・展示等 

       （組立５体、展示２３体） 

[276,966]

 

 

 恐竜博物館企画展開催事業                           （観光営業部ブランド営業課） 54,928

[85,072]    日本初公開となるティラノサウルス類の実物化石を中心に、人気の高い肉食恐竜等を紹

介する企画展を開催します。 

  事業内容 テ ー マ 「新大陸をめざした恐竜：ティラノサウルス類と角竜類」（仮称） 

       開催期間 ２８年７月８日～１０月１０日の９５日間（予定） 

 

 

  第２恐竜博物館整備調査事業                 （観光営業部ブランド営業課） 9,231

 [ － ]    恐竜博物館の入館者数１００万人の実現に向け、アミューズメント機能を持つ第２恐竜

博物館の整備について、民間活力の導入可能性を調査するとともに、基本構想・計画を策

定します。 

  事業内容 第２恐竜博物館基本構想・計画策定委員会の設置・開催 

       民間事業者参画可能性調査の実施 

 

 

 「動く恐竜体験ライブ」開催事業                 （観光営業部ブランド営業課） 5,000

[5,000]  恐竜博物館の来館者年間１００万人超を目指し、まちなかや地域全体に観光客が周遊で

きるしくみを作るため、恐竜によるアミューズメント性の高いイベントを開催します。 

  事業内容 動く恐竜によるライブショーの開催 

  実施主体 実行委員会 

 

 

 恐竜ブランドキャラクタービジネス促進強化事業         （観光営業部ブランド営業課） 10,045

 公式恐竜ブランド「Ｊｕｒａｔｉｃ」を活用した全国流通商品の開発促進と販路の拡大、

全国に対する発信を行います。 

  事業内容 デザイナーによるデザイン監修や「Ｊｕｒａｔｉｃ」商品の開発・販売の 

       促進 

[21,846]
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◇観光フロンティア・福井（施策番号２０８３） 

 

  日本最大の戦国城下町「一乗谷ミュージアム」化推進事業     （観光営業部文化振興課） 115,109

 一乗谷朝倉氏遺跡全体のレベルアップを図るため、全国の中世都市遺跡研究拠点、遺跡

観光のゲートウェイとなる博物館の整備や、朝倉氏庭園の再生などを推進します。 

事業内容  一乗谷朝倉氏遺跡博物館（仮称）の基本設計 

 全国トップレベルの中世都市遺跡研究拠点化に向けた調査・研究 

特別名勝庭園の再生に向けた調査 

復原町並における生活再現の実施 

[22,955]

 

 

 
 六呂師高原スポーツ・体験観光促進事業  
  （部局連携：観光営業部観光振興課、安全環境部自然環境課、農林水産部生産振興課、教育庁生涯学習・文化財課） 

118,856

[ － ]

  中部縦貫自動車道永平寺大野道路の全線開通に向け、六呂師高原における自然体験やス

ポーツ等による観光誘客拡大、地域の活性化を図ります。 

  事業内容 スキー体験エリアおよび芝生広場の整備 

       奥越高原牧場の放牧期間拡大および生乳利用の拡大 

 

 

 越前古窯拠点整備事業 再掲（Ｐ３１）             （産業労働部地域産業・技術振興課） 616,658
   事業内容 旧水野家住宅、古陶磁資料館、収蔵庫、茶室等の建築工事  

 

 

 観光まちなみ魅力アップ事業                    （観光営業部観光振興課）  354,983

[569,997]  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、三方五湖周辺の縄文ロマンパーク整備、 

         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 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 

 

 

  周遊・滞在型観光推進事業                    （観光営業部観光振興課） ２月補正

 27,000
[ － ]

  北陸新幹線敦賀開業および中部縦貫自動車道全線開通に向け、さらなる誘客拡大やリピ

ーター確保のため、複数市町が連携した周遊・滞在型の観光を推進します。 

  事業内容 周遊・滞在型観光推進計画策定への支援 

         補 助 率 県１／２ 

         補助上限額 ４５０万円 
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  恐竜を活かした全国ＰＲ事業            （観光営業部観光振興課、ブランド営業課） ２月補正

10,000

当初予算

58,687
[60,781]

  北陸新幹線敦賀開業および中部縦貫自動車道全線開通に向け、本県のダントツ日本一ブ

ランドである「恐竜」を前面に打ち出し、首都圏をはじめとする大都市圏でのプロモーシ

ョンを実施します。 

  事業内容  北陸三県共同の観光客誘致 

           ツーリズムＥＸＰＯへの出展 

           観光誘客キャンペーンの実施 

 首都圏等での恐竜を活かしたプロモーション 

           主要駅（上野、大宮）での大型広告掲出および出向宣伝 

           都庁展望台での出向宣伝や首都圏のＪＲ主要駅へのポスター掲出 

        「動く恐竜ショー」による誘客 

           福井県産恐竜が登場するショーを大都市圏で実施 

        恐竜博物館周辺の渋滞改善 

           パーク＆バスライドの実施 

 

 

  高速交通網整備に合わせた誘客強化事業             （観光営業部観光振興課）  17,810

[18,977]  北陸新幹線や若狭さとうみハイウェイを利用した首都圏や関西・中京圏からの誘客強化

を図ります。 

  事業内容  福井を学ぶ体験旅行の推進 

           北陸３県、ＪＲとの連携による修学旅行フェアの開催 

         高速道路網を利用した観光誘客 

           「海湖と歴史の若狭路」キャンペーンの実施 

           高速道路定額乗り放題プランの実施 

        認定観光ガイドの養成 

           観光ガイドの技術を学ぶ福井県認定観光ガイド講習会の開催 

 

 

  観光教育推進事業            （部局連携：観光営業部観光振興課、教育庁高校教育課） 5,916

  高校生・大学生を対象とした観光に関する授業を職業教育の一環として取り入れ、観光

に関する資格取得を図るほか、観光産業を担う人材を育成する講座を開講します。 

  事業内容   高校生・大学生を対象とした観光授業 

        商業科の高校生が観光地において現地研修を行い、観光プランを提案 

         観光事業者等を対象とした観光講座 

[5,257]

 

 

 福井ならではバスツアー催行事業                 （観光営業部観光振興課） 8,476

 福井ならではの魅力ある観光地を結び、学びと体験を取り入れたツアーを催行し、観光

誘客を促進します。 

  事業内容 ツアーの催行 

         近代化遺産周遊ツアー 

         鯖街道と秘仏巡りツアー 

         伝統産業ツアー 

         福井まちなかツアー 

         奥越観光ツアー 

         北前船の歴史と文化ツアー 

[11,385]
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 ふるさと交流による嶺南・嶺北一体化事業             （観光営業部観光振興課） 7,888

 高速交通体系の整備進展を機に、嶺北の児童・生徒が遠足等により嶺南の歴史・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 嶺北の児童・生徒が嶺南に遠足等に行った際に実施する体験学習等の経費 

       支援 

  補 助 額 １人あたり５００円（上限） 

[7,952]

 

 

  外国人向け新ブランドによる誘客強化事業       （観光営業部観光振興課、広域誘客課）  37,441

[23,749]  本県の文化等の特色である、外国人に認知度・関心度の高い「ＺＥＮ」を中核に据えた

新たな外国人誘客ブランドにより、本県への誘客プロモーションを実施します。 

  事業内容  外国人誘客に向けたブランドプロモーション 

           海外向け営業・情報発信用ツールの作成 
           海外旅行会社へのプロモーションの実施 
        国際会議等ＭＩＣＥ誘致による誘客拡大 

           ＭＩＣＥ商談会への出展・ＰＲ 
         海外旅行会社への訪問営業等による旅行商品の造成促進 

           海外旅行会社への営業 
           貸切バスを利用した本県へのツアーに対する助成 

 

 

  外国人受入環境・情報発信強化事業         （観光営業部ブランド営業課、広域誘客課）  18,704

[8,048]  外国人が興味を持つ旬の観光情報等を発信するとともに、外国人旅行者の受入環境を整

備します。 

  事業内容  海外向け観光情報の発信 

           外国人が興味をもつ旬の観光情報等を定期的に発信 
        「伝統の福井和食」を学び、体験できる提供店舗づくりへの支援 

           提供店舗におけるインバウンド対応研修の実施 

         ふくいドットコム中国語版リニューアル 

         消費税免税店の開設支援 

           消費税免税店の開設に必要な備品購入経費等の支援 

 

 

  小松空港を活用した誘客プロモーション事業           （観光営業部広域誘客課）  19,427

[18,649]  航空会社とタイアップして本県の魅力を国内外に発信することにより、「本県の空の玄関

口」である小松空港の利用拡大を図ります。 

  事業内容   航空会社とタイアップした誘客プロモーションの実施 

         石川県と連携した旅行商品の造成 

         小松空港アンテナショップの運営 

        航空会社ＷＥＢサイトにおける外国人向け体験・交流メニューの発信 

 

 

 
 道の駅利用者拡大プロジェクト              
                （部局連携：土木部道路保全課、観光営業部観光振興課、農林水産部食料産業振興課） 

3,360

[ － ]

  道の駅利用者を拡大するため、複数の道の駅が共同開催するイベント等を支援します。 

  事業内容 「道の駅」ガイドブックの制作、スタンプラリーの実施 

       安くておいしい道の駅「一駅一品」定番商品の選定およびＰＲ 

       福井の道の駅へ、ひと山越えるバスツアーの誘致 
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３ 元気な県土 

 

（９）美しい県土、楽しく便利なまちの形成 

 

◇新幹線敦賀開業・中部縦貫道全通プロジェクト（施策番号３０９１） 

 

 

 

◇高速交通ネットワークの完結促進（施策番号３０９２） 

 

 北陸新幹線建設事業                     （総合政策部新幹線建設推進課） 10,128,400

  敦賀までの開業が一日も早く実現するよう、県内区間の事業の進捗を図ります。 
  事業内容 県内工事（５０６．４億円）にかかる本県の建設負担 

         用地取得、九頭竜川橋りょう工事、新北陸トンネル工事 等 

[4,142,667]

 

 

 
北陸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） 

3,331,783

 [607,926]

  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進めます。 

  事業内容 福井城跡（福井市）等の埋蔵文化財発掘調査 

  事業期間 ２５年度～ 

  財  源 鉄道・運輸機構からの受託事業収入 

 

 

 北陸新幹線関連公共施設等整備事業              （総合政策部新幹線建設推進課） 200,000

  新幹線沿線集落の理解を促進し、円滑な用地取得と早期の工事着手を図るため、市

町の地元支援事業に対し支援します。 

  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 

[100,000]

 

 

  並行在来線需要予測調査事業                （総合政策部新幹線建設推進課） 6,480

  並行在来線の経営計画案作成のため、旅客流動調査の結果を基に開業後５０年間の

需要予測調査を実施します。 

[ － ]

 

 

 

 

 

 

  県都デザイン戦略推進事業                （総合政策部交通まちづくり課） 539,874

  再開発ビルなどＪＲ福井駅西口広場の完成を受け、県都デザイン戦略に基づくまちづく

りをさらに進めるため、福井城址や中央公園等を整備します。 

  事業内容   山里口御門復元工事 

         「福の井」の再整備（井戸上屋整備等） 

        まちなかの歴史資源の整備（岡田啓介像等の移設） 

         中央公園周辺再整備事業（２期工事）への支援（福井市事業） 

        城址周辺における歩道整備等への支援（福井市事業） 

[689,614]

予 算 額 
[27年度6月現計] 

（単位：千円） 
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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） 1,702,000

［1,380,000］  中部縦貫自動車道の早期全線整備に向け、大野・大野東間と和泉・油坂間の調査・設計、

大野東・油坂間の用地取得を進めるとともに、永平寺・上志比間、大野東・和泉間の工事

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 

 

 

◇道路・港湾の重点整備と利用促進（施策番号３０９３） 

 

 県都交通機能強化事業                            （警察本部） 61,894

  福井駅周辺土地区画整理、えちぜん鉄道高架化に関連して、交通安全施設の再整備を行

い安全で円滑な交通流を確保します。 

  事業内容 福井駅東の信号制御機更新・現示変更等（６交差点） 

       福井駅周辺の交通監視カメラ更新（２基） 

       福井駅東の交通監視カメラ新設（１基） 

[93,367]

 

 

 敦賀港利用拡大事業                          （産業労働部企業誘致課） 24,500

 敦賀港を利用する企業および船会社に助成し、敦賀港の利用拡大と定期航路の充実を図

ります。 

事業内容 貨物の敦賀港利用実績に応じた助成 

       小 口 貨 物 利用実績１０ＴＥＵ／年超 

         大 口 貨 物 利用実績３００ＴＥＵ／年超 

         特定大口貨物 利用実績１，０００ＴＥＵ／年超 

         福井港ふ頭用地荷捌き貨物 利用実績１ＴＥＵ／年以上 

         コンテナフレートステーションを活用する混載貨物 

                      利用実績１ＴＥＵ／年以上       

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）  

［24,500］

 

 

敦賀港鞠山南地区２期工事                      （土木部港湾空港課） 848,000

［535,300］  敦賀港の機能を拡充するため、鞠山南地区多目的国際ターミナルにおいてふ頭用地を造

成します。 

  事業内容 ふ頭用地造成 ７．３ｈａ 

 

 

大型客船寄港にかかる施設整備事業（公共）              （土木部港湾空港課） 219,896

［34,135］  敦賀港において大型客船が安全に寄港するために必要な施設を整備します。 

  事業内容 防舷材の整備（１４基） 

       係船柱の整備（５基） 

 

 

  海外クルーズ客船誘致促進事業                  （産業労働部企業誘致課） 991

 市町や観光・商工団体等とともに「海外クルーズ客船誘致協議会（仮称）」を設置し、海

外クルーズ客船の誘致活動や受入れ体制の整備を行います。 

[ － ]
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

◇電車・バス・自転車の利活用拡大（施策番号３０９４） 

 

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） 6,640,600

［2,242,203］  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 高架本体工事 

  事業期間 ２４～３０年度 

 

 

 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） 177,826

  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 レール交換 等 

  補 助 率 県２／３ （国１／３） 

  事業期間 ２４～３３年度 

[69,845]

 

 

 

 

 

 

 

 

 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） 177,750

  福井鉄道に対する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 低床車両の購入、レール交換 等 

  補 助 率 県１／２ （国１／２） 

  事業期間 ２０～２９年度 

[174,252]

 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） 276,200

  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、レール交換 等 

  補 助 率 県１／２ （国１／２） 

  事業期間 ２６～２９年度 

[237,494]

  自転車利用促進事業                    （総合政策部交通まちづくり課） 3,123

  福井国体の開催に向け、国体会場周辺などの自転車走行空間を整備するなど、自転車の

利用促進を図ります。 

  事業内容 福井藩士が国内で初めて組み立てた自転車の復元 

       自転車走行空間整備（歩道段差解消、路面表示設置など） 

[ － ]
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（１０）原子力・エネルギーの確かな将来展望と地域振興 

 

◇「安全最優先」の原子力行政（施策番号３１０１） 

 

 
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） 

9,031,466

［7,902,466］

  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 バイパス道路整備、橋梁補修 等 

 

 

 原子力防災における住民避難対策事業 再掲（Ｐ２４）      （安全環境部危機対策・防災課） 380,000

    事業内容 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 

 

 

 一時集合施設等への放射線防護対策事業 再掲（Ｐ２４）      （安全環境部危機対策・防災課） 1,233,000

    事業内容 １０ｋｍ圏内にある一時集合施設４箇所、対策拠点施設２箇所に対する放

射線防護対策（換気設備や窓・扉の気密性の向上等）の実施 

放射線防護施設への備蓄・資機材の整備 

 

 

 臨時ヘリポート整備事業 再掲（Ｐ２４）             （安全環境部危機対策・防災課） 42,000

    事業内容 可搬型夜間照明器具、風向指示器の整備（１２箇所） 

 

 

 

 

◇嶺南をエネルギー産業の拠点へ（施策番号３１０２） 

 

 原子力マネジメントスクール事業              （総合政策部電源地域振興課）  1,716

[ － ]  世界各国のリーダーとなる若手人材に原子力に関する幅広い課題について学ぶ機会を提

供し、国内外の関係者との人的ネットワークを形成します。 

  事業内容 ＩＡＥＡ講師による講義や施設見学等の実施 

       県内高校生と研修生との交流 

 

 

 原子力人材・産業育成拠点整備事業 （部局連携：総合政策部電源地域振興課、産業労働部産業政策課） 148,366

  日本原子力研究開発機構から無償譲渡された旧展示施設「アクアトム」について、観光

関連企業等への巡回訪問や経営相談、原子力人材の育成支援等を行うための拠点として整

備します。 

[717]

 

 

  廃炉・新電源対策推進事業       
（部局連携：安全環境部原子力安全対策課、総合政策部電源地域振興課、産業労働部産業政策課） 

1,174

［1,143］

  県内企業による廃炉業務への参入を関係部局が連携して支援するとともに、国内外にお

ける新電源研究の動向等について調査を進めます。 

  事業内容 電力事業者が策定する「廃炉工事発注計画」の展開 

       県内企業製品等の積極活用を促進する「廃炉業務評価委員会」の開催 等 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

４ 元気な県政 

 

（１１）国体・大会の成功と「スポーツ福井」の実現、文化・

芸術を身近に 
 

◇県民総参加の福井国体・大会（施策番号４１１１） 

 

  福井しあわせ元気国体・大会開催準備事業   （国体推進局企画広報課、施設調整課、競技式典課） 306,148

 県民総参加による国体や障害者スポーツ大会の開催に向けた準備・検討を進めます。 

  事業内容 競技会の開催準備 

          市町が実施するプレ大会への支援 

          障害者の利用に配慮した競技会場整備の基本設計 

       宿泊・輸送等の準備・検討 

          宿泊施設の調査および輸送計画の作成 

       開・閉会式開催の準備・検討 

           式典前演技など式典実施計画の作成 

       広報・県民運動の推進 

          カウントダウンボードの設置、横断幕の作成、公式ポスターのデザ 

           イン作成など広報・県民運動の推進 

  財  源 スポーツふくい基金 等 

[140,748]

 

 

 

 

 

  競技力向上対策事業                     （教育庁スポーツ保健課） 807,959

［521,297］ 国体に向け有力選手の確保を進め、計画的に選手強化対策を実施します。 

  事業内容  少年種別競技への指導者派遣を充実 

  ジュニアアスリート等の強化校への進学支援と中心選手の強化 

         「スポジョブふくい」による優秀選手のＵＩターン促進や有力ふるさと 

選手の出場確保 

  財  源 スポーツふくい基金 等 

 

 

 １県民１スポーツ普及事業                    （教育庁スポーツ保健課） 5,512

[7,199]  「福井県スポーツ推進計画」に掲げる子どもの体育・スポーツ活動や各世代の１県民１

スポーツを促進します。 

事業内容 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 

中学校において国体種目を取り入れたスポーツ体験活動を実施 

スポーツ活動を促すふくいスポーツチャレンジの普及啓発や地域クラブ 

への指導者派遣を実施 

 

 

 障害者スポーツ振興事業                             （健康福祉部障害福祉課） 31,187

［28,412］ 福井しあわせ元気大会を契機に、障害者スポーツの振興を図るため、しあわせ福井スポ

ーツ協会を支援し、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 

       障害者スポーツ教室の開催 等 

  財  源 スポーツふくい基金 等 

 

 

 

予 算 額 
[27年度6月現計] 

（単位：千円） 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

  障害者スポーツ交流推進事業                       （健康福祉部障害福祉課） 2,883

[ － ]  障害者スポーツの体験・交流により、県民の障害者スポーツや福井しあわせ元気大会へ

の関心を高めます。 

  事業内容 国内トップレベルの障害者スポーツチームによる観覧試合を実施 

       障害者スポーツの体験・交流試合を実施 

  財  源 スポーツふくい基金 

 

 

  未来のパラリンピアン支援事業                      （健康福祉部障害福祉課） 2,000

[ － ]  東京パラリンピックへの出場を目指す障害者アスリートを支援します。 

  事業内容 国際大会出場や強化練習にかかる費用を支援 

 

 

 

 

 福井運動公園整備事業                      （教育庁スポーツ保健課） ２月補正

1,000,000

当初予算

3,577,74１
[4,583,027]

 国体のメイン会場となる福井運動公園の整備を進めます。 

  事業内容 体育館改築工事（メインアリーナ約３，０００㎡、観客席約４，０００席） 

陸上競技場の大型映像装置設置工事 

テニス場整備工事（１６コート） 

  事業期間 ２４～３０年度 

  財  源 国１／２ 

 

 

 県営体育施設の整備  （部局連携：国体推進局施設調整課、教育庁スポーツ保健課、産業労働部公営企業経営課） 211,293

 国体に向けた競技力の向上を図るため、県営体育施設を整備します。 

  事業内容 武道館の外壁改修 

       教育研究所跡地を福井運動公園駐車場として整備 

       テクノポート福井スタジアムおよび総合公園芝生広場の芝生改修 

リード競技用クライミングウォールの製作 

  財  源 電源立地地域対策交付金 等 

[1,102,603 ]

 

 

 市町競技施設整備費補助事業                   （国体推進局施設調整課） 494,229

 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 わかばテニス場（福井市）、三国運動公園多目的競技場（坂井市）、 

     総合運動場多目的グラウンド（小浜市） ほか計２２施設 

財  源 市町振興資金貸付基金 等 

[198,272 ]

 

 

  緑と花の県民運動の推進                    （農林水産部森づくり課） 25,440

  花づくり活動の機運を高め、国体会場へのアクセス道に花や花木を植栽するなど、来県

者を出迎える美しい景観づくりを推進します。 

  事業内容  平成２９年度全国花のまちづくり大会の開催準備 

プレ大会に位置づけたみどりと花の県民運動大会を開催 

 国体会場等へのアクセス道沿いに花木や多年草を植栽（花の回廊） 

 三方五湖周辺など観光地での花の拠点づくり 

 庭造りの現地指導によるモデルオープンガーデンの設置 

 フラワーバンクによる国体候補花の種の貸し出し 

[14,969]
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

  おもてなしトイレ整備推進運動                （国体推進局施設調整課） 271,921

 国体を契機に競技会場等のトイレを改修し、新幹線開業で増加が見込まれる観光客等の

おもてなしやイメージアップにつなげます。 

  事業内容 各施設の洋式トイレ化、温水洗浄便座およびオストメイト設備の設置 

       女性用トイレ擬音装置の設置 

  対象施設 県施設（競技会場、練習会場、社会教育・文化施設等） 

  事業期間 ２８～２９年度 

[ － ]

 

 

◇福井の文化をもっと身近に（施策番号４１１３） 

 

 芸術教育推進事業                          （教育庁義務教育課） 12,382

 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 

       弦楽器クラブ等において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 

[13,591]

 

 

 ふるさと文学館事業                      （教育庁生涯学習・文化財課） 45,023

 ふるさと文学館において、福井ゆかりの作家、作品の魅力を十分に伝える展示等を実施

するほか、若者の創作活動を応援し、文学に親しむ機会を増やします。 

  事業内容 県内ゆかりの作家や全国的に著名な作家をテーマとした企画展の開催 

       若い世代の創作活動を支援する文学ゼミや文学カフェ等の開催 

[43,700]

 

 

 ふくい文化の担い手育成プロジェクト               （観光営業部文化振興課） 52,503

 音楽堂や美術館、博物館などの文化施設を利用し、子どもが文化に触れる機会を増やす

とともに、一流アーティストの指導を受ける場を提供し、文化の担い手を育成します。 

  事業内容 中学校等に県内ゆかりの音楽家を派遣し室内楽コンサートを開催 

全ての小学５年生を対象としたオーケストラによるコンサートを開催 

中高生が一流のアーティストから学べる教室の開催 

美術館・博物館での鑑賞・体験プログラムの実施  

[47,685]

 

 

 青少年体験活動施設整備事業                 （教育庁生涯学習・文化財課） 227,281

 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。あわせて、地域団体等と連携した新たな体験プログラムを実施します。 

  事業内容 外構工事、備品購入 

  事業期間 ２４～２８年度 

[1,796,723]

 

 

◇日本のふるさと・ピースフル（Peaceful）福井（施策番号４１１４） 

 

 文化財指定促進事業                      （教育庁生涯学習・文化財課） 20,755

 県民の財産である文化財を保存し、地域づくりや観光への活用を図るため、文化財の国

指定等に向けた調査を推進します。 

事業内容 地域づくりの核となる建物、民俗、古文書等の調査 

[13,916]
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

 ふくいの歴史文化発信事業                    （観光営業部文化振興課） 6,570

 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・無形文化財の情報収集・

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 

寺社や庭園のライトアップと夜間特別公開の実施 

[6,652]

 

 

 
 日本最大の戦国城下町「一乗谷ミュージアム」化推進事業 再掲（Ｐ４６） 

                                （観光営業部文化振興課） 

115,109

   事業内容  一乗谷朝倉氏遺跡博物館（仮称）の基本設計 

        全国トップレベルの中世都市遺跡研究拠点化に向けた調査・研究 

         特別名勝庭園の再生に向けた調査 

         復原町並における生活再現の実施 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

（１２）幸福実感、誇りを生み出す「ふるさと政策」 

 

◇「ふるさと福井」に誇りと自信（施策番号４１２１） 

 

  「愛着県民」プロジェクト                   （総合政策部政策推進課） ２月補正

7,828
[ － ]

  福井にゆかりのある人々を「愛着県民」と位置付け、「幸福」ブランドを全国へ発信

することにより愛着県民を増やし、将来の移住・定住につなげます。 

  事業内容 「愛着県民」プロジェクト事業 

         愛着県民大会（仮称）の開催 

         民間事業者と連携した「愛着県民カード」の発行（県が認定） 

       幸せ巡遊プロジェクト推進事業 

         幸福スポットであるお寺や神社を巡るツアーコースを考案 

         「幸福日本一ふくい」のキャッチコピーの制作 

 

 

  「ふくいの希望と幸福」実践推進事業              （総合政策部政策推進課） 10,254

  県民による希望実現に向けたプロジェクトの企画・検討などを進め、希望学を「調査・

研究、普及・啓発」から「共有・実践」へとステップアップします。 

  事業内容 希望の実現を目指す『「ふくいの希望」プロジェクトチーム』の活動を支援 

       県民の幸福につながる地域活動等を実践する個人やグループを「ふくいの

幸福人」として顕彰 

       東京大学の学生による体験活動プログラムの実施 

       ブータンとの交流 

[ － ]

 

 

 プロジェクト応援型ふるさと納税推進事業      （総合政策部ふるさと県民局若者・定住支援課） 2,000

[1,989]  寄付者自らが応援したいプロジェクトを選択し、その進捗状況をホームページ上で確認

できる仕組みを作ることにより、本県の政策に共感する寄付者の増加につなげます。 

  事業内容 応援対象のプロジェクトをＰＲする動画の作成 

       ２８年度対象プロジェクト 

         新規プロジェクト 

           県民衛星プロジェクト 

           足羽川利活用・繰舟の運航 

           「ふくいの希望と幸福」実践プロジェクト 

         継続プロジェクト 

           国体応援 

           山里口御門の復元 

           出身高校（母校）等の応援、きぼう応援 

           若者チャレンジ活動の応援 

 

 

 地方発「小さな世界企業」ドラマ化事業               （総合政策部政策推進課） ２月補正

25,339
[25,513]

  ふるさと知事ネットワーク構成県が連携し、多くの若者が視聴するネット配信ドラマを

通じて各県の県民性や優れた中小企業を紹介し、Ｕ・Ｉターンを推進します。 

  事業内容 ネット配信用の短編ドラマによるＰＲ 

       首都圏の大学生を対象としたＵ・Ｉターンイベントの開催 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

◇市町と共動の「新ふるさと」づくり（施策番号４１２２） 

 

 ふるさと創造プロジェクト                     （総務部市町振興課） 293,920

  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 

         越前市和紙の里周辺、永平寺町松岡地区、南越前町河野浦周辺 

越前町水仙ランド周辺、美浜町新庄地区、おおい町きのこの森 

若狭町瓜割の滝周辺 

  補 助 率 ソフト事業 県１０／１０ 

       ハード事業 県１／２ （市町１／２） 

  補助上限 １市町あたり１億円 

  事業期間 ３年間 

[757,690]

 

 

  「新ふるさと創造」推進事業                    （総務部市町振興課） 170,000

  各市町の歴史や文化、産業、生活環境などの特色を活かした、地方創生・人口減少

対策への取組みを支援します。 

事業内容 地域の誇りの醸成、住民主体のまちづくり、ブランド発信、新ふくい

人の誘致に向けた市町単独事業への支援 

  補 助 率 県１／２ （市町１／２） 

  事業期間 ２８～３１年度 

  補助総額 １０億円（４年間） 

[ － ]

 

 

 福井ふるさと茶屋整備支援事業                    （総務部市町振興課） 60,000

  地域における「つながり力」を活かし、集会施設や空き店舗等を利用した住民が寄り合

う場所や地元農産物等の販売を行う地域の拠点を整備します。 

  事業内容 ふるさと茶屋の整備と施設を利用した活動に要する初期経費を支援 

  実施主体 単独・複数の小学校区で活動する団体または市町 

  補 助 率 県２／３ （市町１／３） 

  補助上限額 １，０００万円 

  事業期間 ２６～３１年度 

[16,000]

 

 

 公共施設等利活用プロジェクト                    （総務部市町振興課） 34,500

  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。 

  事業内容 市町が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、計画に基

づく施設整備、当該施設を活用して行う商品開発などへの支援 

  補 助 率 県１／２ （市町１／２） 

  事業期間 ２６～３０年度 

[60,000]
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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）

27年度
6月現計

27年度
2月補正
（国補正）

28年度
当初予算

沿岸漁場整備 41,230 － 203,161

県営漁港等 865,687 － 759,487

市町営漁港等 85,178 － 149,240

造　　林 1,263,773 368,000 1,256,899

林　　道 829,675 － 838,069

治　　山 1,719,575 190,000 1,731,575

土地改良 5,322,467 650,000 4,121,382

農村総合整備 815,147 － 1,477,892

農地防災 1,183,812 208,300 1,780,723

道　　路 11,781,450 3,396,407 10,989,092

街 路 2 326 203 415 513 6 913 600

農地の大区画化（福井市）　等39箇所

用排水路（鯖江市）の補修　等15箇所

頭首工（大野市）の改修　等19箇所

一般県道 福井森田丸岡線の橋梁整備　等71箇所

福井駅付近連続立体交差事業 等4箇所

Ⅱ　公共事業

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促進するとともに、老朽化対策など適切な維
持管理を進めます。

事　業　内　容

補
　
助
　
事

藻場の造成　等4箇所

越前漁港の改修　等3箇所

白浜（国見）漁港の改修　等13箇所

間伐、作業道の整備　等

若狭遠敷線の整備　等21箇所

治山ダム（大野市）の整備　等62箇所

予 算 額

（単位：千円）

街　　路 2,326,203 415,513 6,913,600

河　　川 3,090,420 395,000 3,079,100

河川総合開発 2,722,000 － 3,231,000

砂　　防 1,937,510 334,250 1,738,000

港湾・海岸 877,830 － 965,000

公　　園 50,400 － 50,400

住　　宅 252,313 － 203,000

災害関連 200,000 － 200,000

自然公園 30,986 － 47,069

小　　計 35,395,656 5,957,470 39,734,689

準公共事業 185,128 35,410 91,735

農林水産部 2,152,338 － 759,531

土　木　部 4,745,265 413,999 5,086,326

小　　計 6,897,603 413,999 5,845,857

42,478,387 6,406,879 45,672,281合　　計

若狭町世久見地区の自然歩道再整備 等7箇所

木材人工乾燥施設の整備　1箇所

国
直
轄
事
業

かんがい排水事業日野川用水地区の償還　　等

中部縦貫自動車道
国道8号福井バイパス 等29箇所

河内川ダムの整備　等2箇所

赤谷川（鯖江市）の整備　等42箇所

福井港の浚渫　等10箇所

杉の木台団地の耐震改修　等10箇所

福井駅付近連続立体交差事業　等4箇所

吉野瀬川の河川改修　等20箇所

事
　
業
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県単独事業　　（農林水産部、土木部）

27年度
6月現計

27年度
2月補正
（国補正）

28年度
当初予算

466,824 － 425,941

8,949,759 － 8,301,431

9,416,583 － 8,727,372

公共事業　計

27年度
6月現計

27年度
2月補正
（国補正）

28年度
当初予算

51,894,970 6,406,879 54,399,653

合　　計

事　業　内　容

公共事業　計

事　業　内　容

農林水産部 治山施設（坂井市）の改修　等

土　木　部 主要地方道 小浜綾部線の現道拡幅　等
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（単位：千円）

予算額

＜基本戦略１＞幸福なくらしの維持・発展 167,521

（１）「幸福度日本一」の維持・発信 43,421

 「愛着県民」プロジェクト 7,828 57頁

 「ふくいの希望と幸福」実践推進事業 10,254 57

地方発「小さな世界企業」ドラマ化事業 25,339 57

（２）「幸福度日本一」の追求 124,100

幕末明治１５０年福井の偉人発信プロジェクト事業 8,991 45

 日本最大の戦国城下町「一乗谷ミュージアム」化推進事業 115,109 46

＜基本戦略２＞結婚・出産の希望に応え自然減に歯止め 1,524,842

（１）つながりの力で縁結びを「徹底応援」 26,705

 県民・メディア参加型結婚ポジティブキャンペーン 11,427 3

 めいわくありがた縁結び地域・職域拡大事業 15,278 4

（２）「子どもをもって暮らしが幸福に」の日本一の子育て環境 1,498,137

新ふくい３人っ子応援プロジェクト 600,771 4

子ども医療費助成事業 801,614 4

 産前産後安心サポート事業 14,947 4

 病児保育施設送迎サービス事業 2,500 5

ふくいの子宝応援事業 30,199 5

女性に優しい職場環境づくり支援事業 30,231 7

多世帯同居・近居住まい推進事業 17,875 5

＜基本戦略３＞Ｕ・Ｉターン、県内定着を強力に促進 1,643,962

（１）選ばれるふるさとへ、Ｕ・Ｉターン「徹底サポート」 95,578

 学生Ｕ・Ｉターン就職活動支援事業 28,678 1

 社会人Ｕ・Ｉターン就職拡大事業 36,770 1

 よろず来住者支援事業 10,774 2

 プラス１女性雇用企業支援事業 9,953 2

 高校生の大学・企業訪問 3,903 3

Ｕ・Ｉターン者空き家住まい支援事業 5,500 2

（２）福井への企業・人・資金の移転 1,388,965

企業立地促進補助金 871,065 35

産業団地整備事業補助金 517,900 35

（３）大学も高校も県内定着をバックアップ 159,419

 Ｕ・Ｉターン奨学金返還支援事業 31,000 1

 大学連携センター運営事業 27,971 3

県内大学生等の定着促進事業 33,000 3

 ふくい合同大学祭の開催支援 6,500 6

私立高等学校人材育成支援事業 50,000 10

 福井フューチャーマイスター事業 10,948 12

〔参考〕　　戦略に基づくふくい創生・人口減少対策関連事業　（再掲）
※平成28年度当初予算（平成27年度2月補正予算を含む）に計上した主な事業

事　業　名
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（単位：千円）

予算額事　業　名

＜基本戦略４＞ローカル産業、グローバル観光革命 1,831,828

（１）人口減少を乗り切るローカル産業革命 241,004

ものづくり企業生産性向上支援事業 7,455 14頁

産学官金連携技術革新推進事業 62,388 30

研究開発プロフェッショナル人材設置事業 55,905 30

 県民衛星プロジェクト支援事業 39,244 30

炭素繊維を活用した橋梁補強技術開発事業 56,000 30

北陸繊維産地地域連携事業 18,000 31

ふるさと企業育成ファンド事業 ファンドの運用益（１億円） 33

嶺南企業サポート窓口設置事業（原子力人材・産業育成拠点整備事業） 838 52

 廃炉・新電源対策推進事業 1,174 52

（２）農林水産業や伝統産業の新展開 1,229,862

 新たな農業ビジネス創出事業 361,602 13

 農林水産業を支える人材育成 18,948 13

園芸経営者誘致事業 31,617 13

越前ものづくりの里プロジェクト 28,237 31

 アジア市場への食の輸出拡大事業 25,959 33

 ポストこしひかりの生産・販売対策 29,650 36

 農業経営力向上事業 11,094 37

「福井百歳やさい」産地拡大事業 2,658 38

 里山里海湖ビジネス推進事業 351,312 39

中山間地域農業総合対策支援事業 57,301 40

いきいき地域営農サポート事業 75,578 40

福井ゆかりの店の情報発信拠点活用事業 5,817 41

ふくいの食品都市圏進出支援事業 8,921 41

 トラウトサーモン養殖振興事業 39,340 42

マハタ養殖振興事業 10,405 42

 磯根漁振興対策事業 153,084 42

 福井の宝「越前がに」グレードアップ事業 1,710 42

 「ふくいの地魚」消費拡大推進事業 10,713 43

観光教育推進事業 5,916 47

（３）多様な人材の活躍を推進 33,761

ふくい創業者育成プロジェクト 10,211 2

企業で働く女性の活躍推進事業 6,749 6

ふくいの元気な女性応援事業 2,291 7

シニア人材活躍支援事業 9,710 14

 外国人介護福祉士確保促進事業 4,800 20

ふくいの逸品創造ファンド事業 ファンドの運用益（7千万円） 32

越前ものづくりの里プロジェクト （再掲） 31
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（単位：千円）

予算額事　業　名

（４）国内外から人を呼び込み、交流人口を拡大 327,201

 第２恐竜博物館整備調査事業 9,231 45頁

恐竜ブランドキャラクタービジネス促進強化事業 10,045 45

 六呂師高原スポーツ・体験観光促進事業 118,856 46

 周遊・滞在型観光推進事業 27,000 46

 恐竜を活かした全国ＰＲ事業 68,687 47

 高速交通網整備に合わせた誘客強化事業 17,810 47

 外国人向け新ブランドによる誘客強化事業 37,441 48

 外国人受入環境・情報発信強化事業 18,704 48

 小松空港を活用した誘客プロモーション事業 19,427 48

＜基本戦略５＞持続可能な元気コミュニティの形成 486,175

（１）「愛着県民」を増やすプロジェクト （－）

 「愛着県民」プロジェクト （再掲） 57

（２）賑わいや交流でふるさとの元気復活 220,045

ふくいの老舗企業チャレンジ応援事業 60,664 33

おもてなし商業エリア創出事業 99,381 34

福井ふるさと茶屋整備支援事業 60,000 58

（３）若者や元気高齢者が支えるまちづくり 14,175

若者チャレンジ応援プロジェクト事業 5,129 6

 がんばる県民共動グループ応援事業 1,592 6

 児童・生徒の地域活動の推進 3,654 8

シニア人材活躍支援事業 （再掲） 14

 元気高齢者拡大推進事業 3,800 15

（４）豊かな環境を次の世代へ 57,399

 「里山里海湖」研究活用推進事業 53,002 26

 ふくいＳａｔｏｙａｍａトレイル推進事業 4,397 29

（５）市町と連携した「ひと」「まち」の活力維持 194,556

 地域おこし協力隊「ふくい元気づくり」事業 24,556 6

 「新ふるさと創造」推進事業 170,000 58

904,338

6,558,666ふくい創生・人口減少対策関連予算　総計

その他（主要事業非掲載事業）計
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１　農林水産関係

（単位：千円）

予算額

力強い農業の実現 3,581,782

244,943 36頁

29,650 36

11,094 37

402,015 37

1,200,000 37

604,000 37

89,495 37

55,330 38

40,459 38

351,312 39

553,484 40

力強い水産業の実現 68,237

68,237 42

力強い林業の実現 815,633

26,500 43

671,894 43

21,920 44

95,319 44

人材育成 380,550

361,602 13

18,948 13

販路開拓 25,959

25,959 33

216,029

5,088,190

〔参考〕　　　　　　　　　　ＴＰＰ対策関連事業　（再掲）
※平成28年度当初予算（平成27年度2月補正予算を含む）に計上した主な事業

事　業　名

その他（主要事業非掲載事業）計

農林水産関係　計

 　水田農業大規模化・園芸導入事業

 農業経営力向上事業

　 地域農業確立支援事業

 　「次世代大規模施設園芸」整備事業

 　自然光利用型の連棟ハウス整備事業

 　園芸産地総合支援事業

 　砂丘地園芸産地育成事業

 アジア市場への食の輸出拡大事業

 ポストこしひかりの生産・販売対策

 　緊急森林整備事業

 県産材のあふれる街づくり事業

 　県産材を活用したふくいの住まい支援事業

 新たな農業ビジネス創出事業

 農林水産業を支える人材育成

 　若狭牛・高能力乳牛導入支援事業

 里山里海湖ビジネス推進事業

 鳥獣害のない里づくり推進事業

 定置漁業・底曳網漁業振興対策事業

 森林境界保全事業（公共）
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２　産業労働関係

（単位：千円）

予算額

ＴＰＰを活かした県内企業の海外展開の促進 571,602

海外や県外に向けた新商品開発・販路開拓支援 63,070

 ふくいの逸品創造ファンド事業 ファンドの運用益（7千万円）を活用 32

 ふるさと企業育成ファンド事業（新分野展開スタートアップ支援事業） ファンドの運用益（１億円）を活用 33

 アジア市場への食の輸出拡大事業【再掲】 25,959 33

 北陸繊維産地地域連携事業 18,000 31

 「サバエメガネメッセ」開催支援事業 5,000 32

 医療産業創出支援事業 15,506 31

 伝統的工芸品月間国民会議全国大会開催事業 15,643 32

 ふくいの食品都市圏進出支援事業 8,921 41

高付加価値化、生産性向上のためのイノベーションの促進 420,992

 産学官金連携技術革新推進事業 62,388 30

 オープンイノベーション支援資金 200,000 30

 研究開発プロフェッショナル人材設置事業 55,905 30

 県民衛星プロジェクト支援事業 39,244 30

 炭素繊維を活用した橋梁補強技術開発事業 56,000 30

 ものづくり企業生産性向上支援事業 7,455 14

国やＪＥＴＲＯ等と連携した情報提供と相談体制の強化 87,540

 ふくい貿易促進機構運営事業 87,540 33

20,300

591,902

5,680,092

事　業　名

その他（主要事業非掲載事業）計

産業労働関係　計

ＴＰＰ対策関連予算　総計
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〔参考〕

（単位：千円）

事　業　名 予算額

１　地方創生加速化交付金

（１）ふくい愛着県民プロジェクト

 「愛着県民」プロジェクト 7,828 57頁

（２）地域農業ビジネスの確立

 新たな農業ビジネス創出事業 148,957 13

 里山里海湖ビジネス推進事業 351,312 39

中山間地域農業総合対策支援事業 57,301 40

いきいき地域営農サポート事業 75,578 40

（３）周遊・滞在型観光推進エリア創出プロジェクト

 周遊・滞在型観光推進事業 27,000 46

 恐竜を活かした全国ＰＲ事業 10,000 47

（４）アジア市場への食の輸出拡大

 アジア市場への食の輸出拡大事業 25,959 33

（５）大学連携センターを中心とした若者の県内定着促進

 大学連携センター運営事業 27,971 3

私立高等学校人材育成支援事業 50,000 10

県内大学生等の定着促進事業 33,000 3

 ふくい合同大学祭の開催支援 6,500 6

（６）広域連携

研究開発プロフェッショナル人材設置事業 55,905 30

北陸繊維産地地域連携事業 18,000 31

地方発「小さな世界企業」ドラマ化事業 25,339 57

２　その他の事業

女性活躍市町応援事業 4,000 7

一時集合施設等への放射線防護対策事業 1,233,000 24

 越前禅定道の再整備事業 9,800 29

私立高等学校教育施設整備事業 36,973 11

福井運動公園整備事業 1,000,000 54

 トラウトサーモン養殖振興事業 39,340 42

 介護福祉士等修学資金貸付事業 190,704 20

 ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業 30,475 11

 施設入所等児童の就職・進学資金貸付事業 66,652 11

３　公共事業 6,406,879 59

主要事業のうち平成27年度2月補正予算事業（再掲）
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