助成金
子育て
分野
子育てにかか

制度・相談等
児童手当

内容等

実施機関・問い合わせ先

１５歳到達後最初の３月３１日までの

各市町役場 児童福祉担当課

る費用につい

間にある児童（中学校修了まで）を養

・市町 HP へのリンク

て

育している方に支給
９歳到達後最初の３月３１日までの間

県 子ども家庭課

にある子どもの医療費について、各医

電話：0776-20-0341（児童手当）

療保険の一部負担金を助成

電話：0776-20-0343（子どもの医療費）

小児慢性特定疾病の

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸

県 保健予防課

医療費の助成

器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、

電話：0776-20-0350

子どもの医療費の助成

膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、
血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、

各 県健康福祉センター

慢性消化器疾患、染色体または遺伝
子に変化を伴う症候群、皮膚症候群
のいずれかの疾病を持つ１８歳未満
（２０歳まで延長あり）の児童が、県が
指定した医療機関で医療を受けた場
合、医療費を助成

高齢者福祉
分野

制度・相談等

概要等

実施機関・問い合わせ先

高年齢者の就

高年齢者を雇用する企業へ

高年齢者の雇用の推進を図る

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機

職

の助成

ことを目的として、事業主の方

構 福井支部

に助成金・奨励金を支給

電話：0778-23-1021
越前市行松町 25-10

障がい者福祉
分野
各種手当

制度・相談等
特別児童扶養手当

医療費助成

内容等

実施機関・問い合わせ先

特別児童扶養手当の支給要

各市町役場 障がい者福祉担当課

件などの相談

・市町 HP へのリンク
県 障がい福祉課

重度の障がい者（児）の福

重度の障がい者（児）に支給さ

祉手当

れる特別障害者手当などの相

電話：0776-20-0634

談
心身障がい者（児）の扶養

障がいのある方を扶養してい

県 障がい福祉課

共済制度

る保護者に万一のことがあっ

電話：0776-20-0338

た場合、心身障がい者（児）に
年金支給

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

各種手当

自立支援医療（育成医療・

身体に障がいや病気のある障

各市町役場 障がい者福祉担当課

医療費助成

更生医療）

がい者（児）に医療費を助成

・市町 HP へのリンク
県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

自立支援医療

病院などで通院治療を受ける

各市町役場 障がい者福祉担当課

（精神通院医療）

精神障がい者に医療費を助成

・市町 HP へのリンク
県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

重度障がい者（児）の医療

重度の障がい者（児）の医療

各市町役場 障がい者福祉担当課

費助成

保険の自己負担額を助成

・市町 HP へのリンク
県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

重度精神障がい者

重度の精神障がい者が病院な

各市町役場 障がい者福祉担当課

医療費助成

どで通院治療を受ける医療費

・市町 HP へのリンク

助成
県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634
障がい児（者）歯科健診・診

障がい児（者）の歯科健診や

（社）福井県歯科医師会

療

診察を実施

（福井口腔保健センター）

（予約制）

電話：0776-28-3055

障がい者の就労

障がい者を雇用する企業へ

障がい者の雇用の推進を図る

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機

（事業主向け）

の助成

ことを目的として、事業主の方

構 福井支部

に助成金・奨励金を支給

電話：0778-23-1021
越前市行松町 25-10

減免、割引制度

自動車税、自動車取得税の

一定の要件に該当する身体障

県 福井県税事務所

など

減免

がい者、戦傷病者、知的障が

課税第二課 自動車税グループ

い者および精神障がい者の方

電話：0776-21-8274

が日常生活を営む上で不可欠

旅客運賃の割引

または

な自動車について、自動車税・

県 嶺南振興局税務部 課税課

自動車取得税の減免を実施

電話：0770-56-2223

身体障害者手帳、療育手帳、

ＪＲ各社、各航空会社、県内私鉄バス・電車・

精神障害者保健福祉手帳の

タクシー会社

交付を受けた人を対象
障がいの種類・程度により旅
客運賃を割引

母子父子家庭・その他福祉
分野
制度・相談等
母子父子家庭お

児童扶養手当

内容等

実施機関・問い合わせ先

父または母と生計を同じくしていない

各市町役場 ひとり親家庭支援担当課

よび寡婦などの

児童の母または父や、父または母に

・市町 HP へのリンク

支援

かわってその児童を養育している方
に支給

県 子ども家庭課
電話：0776-20-0343

母子・父子家庭および

母子（父子）家庭の母（父）および児

各市町役場 ひとり親家庭支援担当課

寡婦の医療費の助成

童、または一人暮らしの寡婦の医療

・市町 HP へのリンク

費について、国民健康保険などの各
種医療保険の一部負担金を助成

県 子ども家庭課

（所得制限あり）

電話：0776-20-0343

母子父子寡婦福祉資

事業開始資金や修学資金などの貸付

県 健康福祉センター

金貸付金

け

母子・父子自立支援員
（町にお住まいの方）

母子家庭等教育訓練

就業に結びつきやすい講座を受講し

給付金

た場合、受講料の６割を支給

高等職業訓練促進事

専門的な資格取得のため修業する場

業費

合、生活費を支給

ひとり親家庭職業訓練

高等職業訓練促進事業を活用するも

資金貸付事業

のに対し、入学準備金や就職準備金

各市福祉事務所
母子・父子自立支援員
（市にお住まいの方）
県 子ども家庭課
電話：0776-20-0343

を貸付け
生活に困窮して

生活福祉資金の貸付

いる方への支援

収入が少なく生活に困っている世帯

福井県社会福祉協議会

（生活保護基準額の１．８倍程度）や

電話：0776-24-4987

身体障害者手帳を持っている障がい
者と共に生活をしている世帯などへの

または
各市町社会福祉協議会

貸付
リバースモーゲージ

高齢者世帯（６５歳以上）に対し、当該

福井県社会福祉協議会

不動産（土地）を担保として不動産担

電話：0776-24-4987

保型生活資金を貸付

または
各市町社会福祉協議会

旧軍人・軍属に

恩給・扶助料

関すること

・旧軍人・軍属として公務に従事した

県 地域福祉課

人に恩給や一時金を支給

電話：0776-20-0327

・配偶者等には扶助料を支給
遺族年金

旧軍人・軍属等が公務上または勤務

県 地域福祉課

に関連した傷病により死亡した場合、

電話：0776-20-0327

遺族に対し、遺族年金や遺族給与金
を支給

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

旧軍人・軍属に

各種特別給付金および

・戦没者の妻、父母、戦傷病者の妻に

請求窓口：各市町役場 恩給援護担当課

関すること

特別弔慰金

対して、各種特別給付金を支給

・市町 HP へのリンク

・戦没者等の遺族に対して、特別弔慰
金を支給

県 地域福祉課
電話：0776-20-0327

医療・健康
分野
医療費の助

制度・相談等
子どもの医療費の助成

成

内容等

実施機関・問い合わせ先

９歳到達後最初の３月３１日までの間

各市町役場 児童福祉担当課

にある子の医療費について、各医療保

・市町 HP へのリンク

険の一部負担金を助成
県 子ども家庭課
電話：0776-20-0343
母子・父子家庭および寡

母子（父子）家庭の母（父）お よび児

各市町役場 ひとり親家庭支援担当課

婦の医療費の助成

童、または一人暮らしの寡婦の医療費

・市町 HP へのリンク

について、国民健康保険などの各種医
療保険の一部負担金を助成（所得制

県 子ども家庭課

限あり）

電話：0776-20-0343

未熟児の養育医療費助

赤ちゃんが２０００グラム以下の体重で

各市町役場 保健福祉担当課

成

生まれたときなどに、指定養育医療機

・市町 HP へのリンク

関に入院した場合、世帯の収入に応じ
て入院費用を助成

県 子ども家庭課
電話：0776-20-0341

自立支援医療（育成医

身体に障がいや病気のある障がい者

各市町役場 障がい者福祉担当課

療・更生医療）

(児)の医療費を助成

・市町 HP へのリンク
県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

重度障がい者（児）の医

重度の障がい者（児）の医療保険の自

各市町役場 障がい者福祉担当課

療費助成

己負担額を助成

・市町 HP へのリンク
県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

Ｂ型・Ｃ型肝炎治療の医

Ｂ型またはＣ型肝炎ウィルスの除去を

県 保健予防課

療費助成

目的として行うインターフェロン治療お

電話：0776-20-0351

よび B 型肝炎の核酸アナログ製剤治
療、インターフェロンフリー治療の医療
費を助成

各 県健康福祉センター

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

医療費の助

肝がん・重度肝硬変の入

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝

県 保健予防課

成

院医療費助成

がん・重度肝硬変の入院医療費を助

電話：0776-20-0351

成
各 県健康福祉センター
指定難病

指定難病の医療費助成

難病のうち、国の指定したパーキンソ

県 保健予防課

ン病など３３３の指定難病に該当し、県

電話：0776-20-0350

が指定した医療機関で治療を受けた
場合、医療費を助成

各 県健康福祉センター

小児慢性特定疾病の医

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸

県 保健予防課

療費の助成

器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠

電話：0776-20-0350

原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液
疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性

各 県健康福祉センター

消化器疾患、染色体または遺伝子に
変化を伴う症候群、皮膚症候群のいず
れかの疾病を持つ１８歳未満（２０歳ま
で延長あり）の児童が、県が指定した
医療機関で医療を受けた場合、医療費
を助成
女性の健康・

不妊治療費の助成

保険が適用されていない体外受精、顕

県 子ども家庭課

不妊治療に関

微授精を受けた夫婦に対して、その治

電話：0776-20-0341

すること

療費の一部を助成
（県の指定した医療機関、所得制限な

各 県健康福祉センター

どの要件あり）

精神保健福祉

不妊検査・治療費の助

夫婦そろって受けた不妊検査・一般不

県 子ども家庭課

成

妊治療にかかる費用の一部を助成

電話：0776-20-0341

自立支援医療

病院などで通院治療を受ける精神障

各市町役場 障がい者福祉担当課

（精神通院医療）

がい者の医療費を助成

・市町 HP へのリンク
県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

教育
分野
奨学金など

制度・相談等
福井県奨学金制度

内容等
学力・人物に優れ、経済的理由により
修学が困難な学生・生徒を対象に、奨

実施機関・問い合わせ先
申込先 各高等学校等(高校在学)
各中学校(高校予約)

学金の貸付けを実施
県 高校教育課
対象：高校在学中の方、来年高校へ

電話：0776-20-0568

進学後の奨学金を希望される方
福 井 県高 校生奨学 給付

平成２６年４月以降高校に入学した生

金

徒で、保護者、親権者が福井県に居

申込先 各高等学校等

住し、住民税（所得割額）が非課税の

県 大学私学課 （私立高校）

世帯への給付金を支給

電話：0776-20-0248
県 高校教育課

（県立高校）

電話：0776-20-0568
保健師、看護師、准看護

看護師・准看護師などの養成所に在

県 地域医療課

師になるための修学資金

学し、卒業後県内の医療機関などに

電話：0776-20-0345

貸与

勤務しようとする人に、修学資金を貸
与

介護福祉士、社会福祉士

介護福祉士または社会福祉士の養成

福井県社会福祉協議会

になるための修学資金貸

施設に在学している福井県出身者

電話：0776-24-4987

与

に、修学資金を貸与
県 地域福祉課
電話：0776-20-0326

保育士就職準備金の貸

県内保育所等に再就職を希望する保

福井県社会福祉協議会

付

育士資格を有する方に対し、就職時

電話：0776-21-2294

に必要な費用を貸付
県 子ども家庭課
電話：0776-20-0341
保育士修学資金の貸付

県内保育所等に就職を希望する保育

福井県社会福祉協議会

士養成施設在学中の方に対し、最大

電話：0776-21-2294

２年間学費の貸付
県 子ども家庭課
電話：0776-20-0341
交通災害等遺児への

生計を同一にしていた父・母または後

就学支度金

見人を交通災害などにより失った遺
児の保護者への支度金制度

各市町 児童福祉担当課
各 県健康福祉センター 福祉課
県 子ども家庭課
電話：0776-20-0341

分野
奨学金など

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

母 子 父子 寡婦福祉 資金

ひとり親家庭の父母等が、児童の就

貸付金

学などで資金が必要となったときに、

母子・父子自立支援員

修学資金等の貸付けを実施

（町にお住まいの方）

各 県健康福祉センター

各市福祉事務所
母子・父子自立支援員
（市にお住まいの方）
県 子ども家庭課
電話：0776-20-0343
授業料

高 等 学校 等就学支 援金

保護者等の「道府県民税所得割額」と

支援

制度

「市町村民税所得割額」の合算額が５

現在通学している県立高等学校

０万７，０００円未満の世帯に、授業料
に相当する就学支援金が支給される

県 学校振興課

制度

電話：0776-20-0564

※就学支援金は、直接学校の授業料
に充当
授業料

県 立 高等 学校の授 業料

就学支援金受給資格のない方の世帯

減免

減免

で失職などの家計急変による経済的

現在通学している県立高等学校

理由から授業料の納入が困難と認め

環境・衛生
分野
衛生

られる生徒を対象とした、授業料の減

県 学校振興課

額・免除

電話：0776-20-0564

私立高等学校および高等

保 護 者等 の「 都道府県民 税 所得割

各私立高等学校

課程を有する私立専修学

額」と「市町村民税所得割額」の合算

高等課程を有する私立専修学校

校に対する授業料等の減

額が５０万７，０００円未満の世帯の生

免補助

徒を対象とした、授業料等の減額・免

県 大学私学課

除

電話：0776-20-0248

制度・相談等
浄化槽設置

内容等

実施機関・問い合わせ先

水洗トイレからの排水について、知事

各市町役場 環境衛生担当課

への届出が必要

・市町 HP へのリンク

※浄化槽設置費の一部を市町と県と

各 県健康福祉センター

国で助成
（設置場所等により制限あり）

県 医薬食品・衛生課
電話：0776-20-0355

住まい
分野
マンション

制度・相談等
地域優良賃貸住宅制度

内容等

実施機関・問い合わせ先

高齢者世帯、障がい者世帯、子育て

各市役所 担当課

世帯、被災者等世帯向けに、民間の

・市町 HP へのリンク

賃貸マンションを提供するため、国と
市町が建設費などの一部を助成

県 建築住宅課
電話：0776-20-050

住宅に関する

福井県勤労者住宅資金

労働金庫で住宅資金の融資を受けて

助成

（利子補給）

住宅を新築・購入・増改築する人の県

北陸労働金庫 県内各支店

の利子補給

県 労働政策課

（※所得制限などの条件あり）

電話：0776-20-0389

（融資額のうち４００万円※（増改築は
２００万円）を対象に５年間借入れる
と、当初の借入金の利率の２分の１
(年２％を上限)以内）を補給）
（※本人または同居の親族に障害者
がいる場合は倍額）
木造住宅の取得に対する

県産材を一定量以上使用した、木造

県 県産材活用課

助成

住宅の取得に対する助成（最高５０万

電話：0776‐20‐0449

（県産材利用）

円）

木 造 住宅 耐震化促 進事

・昭和５６年５月以前に建設された木

各市町役場 担当課

業

造住宅の耐震診断と補強プラン作成

・市町 HP へのリンク

（耐震診断・補強プラン）

に助成

（耐震改修）

・診断の結果、耐震性が不足している

県 建築住宅課

住宅の耐震改修費用の一部を助成

電話：0776-20-0506

多世帯同居・近居住まい

・新たに同居（直系親族の世帯数が１

各市町役場 担当課

推進事業

以上増加）するための住宅リフォーム

・市町 HP へのリンク

に対する助成（最大８０万円）
・新たに直系親族と近居するための住

県 建築住宅課

宅（敷地面積２００㎡以上）の新築・購

電話：0776-20-0506

入に対する助成（最大５０万円）
子育て世帯と移住者への

子育て世帯や移住者が空き家情報バ

各市町役場 担当課

住まい支援事業

ンクに登録された一戸建て住宅を購

・市町 HP へのリンク

入・リフォームする場合に助成

福井県住宅診断制度

（購入・リフォームそれぞれ最大５０万

県 建築住宅課

円ずつ）

電話：0776-20-0506

所有者が中古住宅の品質を明らかに

県 建築住宅課

する住宅診断を受け、空き家情報バ

電話：0776-20-0506

ンクに登録する場合、診断費用の一
部を助成（最大３万５千円）

分野
リフォーム

制度・相談等
住宅改修（高齢者対象）

内容等
「介護保険対象」

実施機関・問い合わせ先
各市町役場 介護保険担当課など

介護を要するお年寄りのための手す
りやスロープの設置など小規模な住
宅改修をする場合の費用の支給

県 長寿福祉課

（７～９割（限度額は２０万円）を支給）

電話：0776-20-0332

「介護保険の対象外」
福井県独自の制度「住まい環境整備
支援事業」による助成
（利用者の所得に応じて改修工事費
の７～９割（限度額８０万円）を助成）
住宅改修（県産材利用）

県産材の使用量に応じた住宅のリフ

県 県産材活用課

ォームに対する助成（１５万円）

℡ 0776‐20‐0449

交通安全
分野
交通安全

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

高 齢 運転 者交通事 故防

福井県内に居住する満 65 歳以上の

県 県民安全課

止事業補助金

方がペダル踏み間違い時の事故を抑

電話：0776-20-0745

制する後付け安全装置を設置する場
合、購入および設置費の 2 分の 1（限
度額 3 万円）を助成

農林水産業
分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

農林水産業

農業機械・施設整備に対

農業者や農業者が組織する団体等

各市町役場 農林水産担当課

への助成等

する補助

が、農業機械・施設を整備する場合の

・市町 HP へのリンク

各種補助
各県農林総合事務所 農業経営支援部（課）
嶺南振興局 農業経営支援部・二州農林部
県 園芸振興課
電話：0776-20-0431
個人営農者・女性グルー

個人営農者や女性グループ等が行

県 園芸振興課

プの農業チャレンジ支援

う、新たな作物の導入などの新たなチ

電話：0776-20-0432

ャレンジを支援
加工・直売・飲食施設 整

農林漁業者等が加工・販売・レストラ

各市町役場 農林水産担当課

備等、６次産業化に対す

ン経営に必要な施設・機器を整備する

各県農林総合事務所 農業経営支援部（課）

る補助

場合の補助

嶺南振興局 農業経営支援部・二州農林部
県 中山間農業・畜産課
電話：0776-20-0423

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

農林水産業

都市農村交流（ふるさとワ

より多くの人が農村と交流し、農のあ

（公社）ふくい農林水産支援センター

への助成等

ークステイ）の受け入れに

る生活を実践するための仕組みづくり

電話：0776-21-8311

対する支援

を支援
県 中山間農業・畜産課
電話：0776-20-0446

農林漁業のための融資

農林漁業の経営の改善・近代化など
を図るために設けられた各種制度融
資（県が定めた融資条件で金融機関
が貸付けを実施）

（農業経営）
県 園芸振興課
電話：0776-20-0427
（水産業）
県 水産課
電話：0776-20-0484
（林業、木材）
県 県産材活用課
電話：0776-20-0448
（土地改良等）
県 農村振興課
電話：0776-20-0451

日 本 政策 金融公庫 の融

農林漁業経営の改善、経営規模拡

日本政策金融公庫 福井支店

資

大、漁船、林地、農地の取得などに必

電話：0776-33-2385

要な資金を、長期・低利で農・漁業協

福井市西木田 2-8-1

同組合や森林組合などを窓口に融資

福井商工会議所ビル 3 階

中 山 間地 域等直接 支払

中山間地域等において、集落協定等

各県農林総合事務所 農村整備部(課)

制度

に基づいた活動に取り組む農業者等

嶺南振興局 農村整備部・二州農林部

に対して交付金を交付する制度
県 中山間農業・畜産課
電話：0776-20-0446
エコ農業に関する農業者

エコ農業を拡大するため、地球温暖

県 流通販売課

等への支援

化防止や生物多様性保全に効果の

電話：0776-20-0419

高い営農活動を実施する農業者等を
支援
米の需給調整（転作）に

自給率を向上するための水田農業経

関する農業者等への支援

営に対し、国からの助成を受ける農業
者や事業者等を支援

各市町等地域農業再生協議会
福井県農業再生協議会
電話：0776-27-8223

新規就農者に対する支援

意欲ある新規就農者を確保・育成す

各県農林総合事務所 農業経営支援部(課)

措置

るため、就農希望者に対する相談、ふ

嶺南振興局 農業経営支援部・二州農林部

くい園芸カレッジでの研修の実施、新
規就農者に対する農業機械等購入支

福井県青年農業者等育成センター

援、新規参入者に対する住宅確保支

電話：0776-21-8311

援を実施
県 園芸振興課
電話：0776-20-0433

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

農林水産業

新規就業漁業者に対する

新規就業漁業者を確保するため、就

県 水産課

への助成等

支援措置

労窓口の充実、ふくい水産カレッジ等

電話：0776-20-0484

による漁業研修の実施、収入の不安
定な見習い中の漁業者に定着支援資

福井県漁業就業者確保育成センター

金貸与制度を実施

電話：0776-24-1203
（福井県漁業協同組合連合会内）

新規就業林業従事者に

新規就業林業従事者を確保・育成す

県 県産材活用課

対する支援措置

るため、ふくい林業カレッジ等による

電話：0776-20-0448

研修の実施、住居移転等の就業準備
や研修の受講に必要となる就業促進

福井県林業従事者確保育成基金

のための資金貸与制度を実施

電話：0776-38-0345
（福井県森林組合連合会内）

畜舎、機械、草地などを

畜舎、畜産機械、草地などを整備に

各 県農林総合事務所

設置・整備への助成

際し、目的や利用方法に応じて設けら

嶺南振興局 農村整備部・ニ州農林部

れた、各種補助事業や各種融資制度
県 中山間農業・畜産課
電話：0776-20-0439
園 芸 品目 の価格安 定制

農産物（野菜・きのこ類・果樹・花）の

（一財）福井県野菜生産価格安定事業協会

度

市場価格が基準価格より低下した場

電話：0776-27-8267

合、その差額を補填金として交付し、
園芸経営の安定を図る制度

県 園芸振興課
電話：0776-20-0427

共同化に向けた果樹園地

機械化省力栽培に適した樹園地の整

県 園芸振興課

整備への支援

備を支援

電話：0776-20-0432

沿岸漁業改善資金

近代的な漁業生産技術の導入、漁業

県 水産課

後継者等の養成など沿岸漁業従事者

電話：0776-20-0484

等に対する無利子貸付

各 漁業協同組合
福井県信用漁業協同組合連合会
電話：0776-21-6080

木 材 産業 等高度化 推進

素材生産、製材、木材卸売、造林・育

各 県農林総合事務所

資金

林等の事業を行う組合、会社、森林所

嶺南振興局 林業水産部・二州農林部

有者等の方々に低利な融資を実施
県 県産材活用課
電話：0776-20-0449
福井県木材協同組合連合会
電話：0776-35-5663

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

農林水産業

森林施業のための各種

植林をはじめ、下刈や雪起こし、除間

福井県森林組合連合会

への助成等

補助金

伐などの保育作業の実施に対する補

電話：0776-38-0345

助制度

各森林組合
各 県農林総合事務所
嶺南振興局 林業水産部・二州農林部
県 県産材活用課
電話：0776-20-0698

森 林 整備 地域活動 支援

森林所有者等が、市町長との間で締

各市町役場 農林水産担当課

交付金

結する協定に基づき、集約化作業の

・市町 HP へのリンク

実施に係る活動、境界の明確化に係
る測量、作業路網の改良活動などの

各 県農林総合事務所

地域活動を行った場合、対象となる森

嶺南振興局林業水産部・二州農林部

林面積を基礎として算定された交付
金額を受けることができる制度

県 森づくり課
電話：0776-20-0443

森林経営計画認定制度

森林所有者等が、一体となって整備

各市町役場 農林水産担当課

することを目的とする森林について、

・市町 HP へのリンク

伐採・造林・間伐などの森林施業に関
する５か年計画を作成し、市町長（ま

各 県農林総合事務所

たは知事、農林水産大臣）の認定を

嶺南振興局林業水産部・二州農林部

受ける制度
※補助制度、融資制度、税制または

県 森づくり課

交付金の受給（一定の要件あり）など

電話：0776-20-0443

の優遇措置
災害補償

農業災害補償制度

水稲、麦、家畜、果樹、園芸施設、畑

福井県農業共済組合

作物が不慮の災害のために、一定以

電話：0778-53-2701

上の損害を受けたとき、農家に共済
金を支払う共済制度
収入保険制度

すべての農作物を対象に、自然災害

福井県農業共済組合

や価格低下等により農業収入が一定

電話：0778-53-2701

以上減少したとき、農家に保険金を支
払う保険制度
漁業共済

不漁や事故など損失を補償し、安心し

全国合同漁業共済組合福井県事務所

て漁業を営めるようにする共済制度

電話：0776-23-2227
各 漁業協同組合

森林保険

森林の火災、気象災害（風害・雪害・

福井県森林組合連合会

干害など）による損害を、政府が補償

電話：0776-38-0345

する制度

各 森林組合
各 県農林総合事務所
嶺南振興局 林業水産部・二州農林部
県 森づくり課
電話：0776-20-0443

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

農業集落の

多 面 的機 能支払交 付金

農地や農業用水などの農業基盤や農

各市町役場 農林水産担当課

環境整備

事業

村環境の多面的機能を維持・発揮す

・市町 HP へのリンク

るために、農業者、地域住民などが参
画した地域ぐるみの共同活動を支援

各 県農林総合事務所 農村整備部
嶺南振興局 農村整備部・ニ州農林部
県 農村振興課
電話：0776-20-0453

雇用・労働
分野
就職相談

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

ＵＩターン学生就活交通費

福井県内での就職を希望する、福井

県 定住交流課

の助成

県外の大学等に在籍する方または福

電話：0776-20-0638

井県外在住で大学等を卒業してから
３年以内の方に対し、県内の就職活
動に参加するための福井への交通費
の一部を助成
ＵＩターン者の奨学金返還

県外大学等で理系の専門分野を履修

県 定住交流課

の支援

し、福井県内の企業等に就職する学

電話：0776-20-0638

生を対象に、日本学生支援機構の奨
学金返還の一部を助成
高年齢者の

高年齢者を雇用する企業

高年齢者の雇用の推進を図ることを

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援

就職

への助成

目的として、事業主の方に助成金・奨

機構 福井支部

励金支給

電話：0778-23-1021
越前市行松町 25-10

障がい者の

障がい者を雇用する企業

障がい者の雇用の推進を図ることを

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援

就労

への助成

目的として、事業主の方に助成金・奨

機構 福井支部

励金を支給

電話：0778-23-1021

（事業主向け）

越前市行松町 25-10
福祉関係へ

保健師、看護師、准看護

看護師・准看護師などの養成所に在

県 地域医療課

の就職

師になるための修学資金

学し、卒業後県内の医療機関などに

電話：0776-20-0345

貸与

勤務しようとする人に、修学資金を貸
与

介護福祉士、社会福祉士

介護福祉士または社会福祉士の養成

福井県社会福祉協議会

になるための修学資金貸

施設に在学している福井県出身者

電話：0776-24-4987

与

に、修学資金を貸与

介護職に再就職するため

県内で介護職に再就職しようとする介

福井県社会福祉協議会

の準備金貸与

護職経験者に準備金を貸与

電話：0776-24-4987

分野
定住相談

制度・相談等
ＵＩターン移住就職支援

内容等

実施機関・問い合わせ先

東京圏から福井県へ移住して県内中

県 定住交流課

小企業に就職、もしくは起業する方の

電話：0776-20-0387

移住に係る初期費用の一部を助成
勤労者への

勤労者ライフプラン資金

勤労者の生活の維持・向上に必要な

助成

貸付金制度

資金に対する低利の融資

北陸労働金庫 県内各支店

（勤労者生活安定資金）

職業訓練

勤労者ライフプラン資金

育児・介護休業を取得している勤労者

県 労働政策課

貸付金制度（育児・介護

の生活の維持・向上に必要な資金に

電話：0776-20-0389

休業生活資金）

対する低利の融資

職業訓練などへの助成

認定職業訓練を 行う中小企 業事業

県 労働政策課

主、中小企業事業主の団体またはそ

電話：0776-20-0388

の連合団体に、訓練に要した経費の
一部を助成

ビジネス支援
分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

ベンチャー

新事業活動の支援制度

新規創業、新分野への展開、海外進

県 新産業創出課

出を支援するための補助金や低利融

電話：0776-20-0537

ビジネス

資、設備貸与など
「融資」「設備貸与」
県 産業政策課
電話：0776-20－0373

商業の振興

企業向け融資

小売店舗・商店街の支

地域商業者の魅力ある個店づくりや

県 産業政策課

援・大規模小売店舗の立

中心市街地等のにぎわいを創出する

電話：0776-20-0369

地

活動に対する助成制度など

中小企業向けの融資

中小企業の経営の安定や合理化など

県 産業政策課

を目的に、事業活動に必要な資金が

電話：0776-20-0373

など

円滑に融通されるように設けられた、
各種融資制度（県が定めた融資条件
で金融機関が貸付け）
中 小 企業 経営安定 特別

経営環境の変 化に伴う売上 減少な

県 産業政策課

相談窓口

ど、経営の安定に支障が生じている

電話：0776-20-0373

中小企業者の融資等の相談
小 規 模企 業者等の 設備

小規模企業者等の設備導入を促進す

（公財）ふくい産業支援センター

導入

るための設備貸与制度

電話：0776-67-7410

（設備の割賦販売またはリース）

県 産業政策課
電話：0776-20-0373

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

企業向け融資

政 府 系金 融機関等 の融

中小企業向けの、日本政策金融公庫

日本政策金融公庫福井支店

など

資制度

など政府系金融機関の融資制度

福井市西木田 2-8-1
（国民生活事業）
電話：0776-33-1755
（中小企業事業）
電話：0776-33-0030
商工組合中央金庫福井支店
福井市大手 3-14-9
電話：0776-23-2090

中 小 企業 の信用保 証制

中小企業者が信用力・担保力などの

福井県信用保証協会

度

不足により、銀行などの金融機関から

電話：0776-33-1800

貸付を受けることが困難な場合の借

福井市西木田 2-8-1

入債務の保証

（福井商工会議所ビル内）

理（美）容、クリーニング、旅館、飲食

（公財）福井県生活衛生営業指導センター

店など生活衛生関係の事業を営む人

電話：0776-25-2064

を対象とした融資

福井市松本 3-16-10

県内産業の技術力向上、技術開発促

県 産業技術課

進のため、新技術・新製品などに関す

電話：0776-20-0374

生活衛生関係の融資

技術開発等の助成

る技術開発や販路開拓に対して設け
られた各種助成制度

