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生活福祉資金貸付（緊急小口資金・総合支援資金（生活費）） 
                                           

福井県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や

失業等により生活資金でお悩みの方々へ、特例貸付を実施しています。（令和

３年１１月末まで申込受付） 

〇緊急小口資金（主に休業された方向け） 

   緊急・一時的に生活費が必要な方にお金をお貸しします。 

〇総合支援資金（主に失業された方向け） 

生活再建までの間の生活費が必要な方にお金をお貸しします。 

（お問合せ先：お住まいの市町の社会福祉協議会） 

市町 所在地 電話番号 

福井市 
福井市田原 1-13-6  
フェニックス・プラザ内  

0776-26-1853 

敦賀市 
敦賀市東洋町 4-1  
福祉総合センター あいあいプラザ内 

0770-22-3133 

小浜市 
小浜市遠敷 84-3-4  
総合福祉センター サン･サンホーム小浜内 

0770-56-5800 

大野市 
大野市天神町 1-19 
大野有終会館「結とぴあ」内 

0779-65-8773  

勝山市 
勝山市郡町 1丁目 1-50 
福祉健康センター すこやか内 

0779-88-1177 

鯖江市 
鯖江市水落町 2-30-1 
アイアイ鯖江・健康福祉センター内  

0778-51-0091  

あわら市 
あわら市市姫 2-31-6 
老人福祉センター 市姫荘内 

0776-73-2253 

越前市 
越前市府中 1-11-2 
福祉健康センター内  

0778-22-8500 

坂井市 坂井市坂井町下新庄 18-3-1  0776-68-5070 
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市町 所在地 電話番号 

永平寺町 
永平寺町石上 27-27 
やすらぎの郷内  

0776-64-3000  

池田町 
池田町藪田 5-3-1 
総合保健センターほっとプラザ内  

0778-44-7750 

南越前町 

南越前町脇本 17-38-1 
保健福祉センター内  

0778-47-3767 

南越前町今庄 86-5-2 
今庄福祉センター内  

0778-45-1175  

南越前町甲楽城 7-31-1 
河野保健福祉センター内 

0778-48-2260  

越前町 
越前町西田中 8-20-1 
社会福祉センター内  

0778-34-2388 

美浜町 
美浜町郷市 25-20 
保健福祉センター はあとぴあ内  

0770-32-1164 

高浜町 
高浜町和田 117-68 
保健福祉センター内  

0770-72-2411 

おおい町 

おおい町本郷 82-14 
いきいき長寿村 あみーシャン大飯内  

0770-77-3415 

おおい町名田庄下 6-1 
あっとほ～むいきいき館内  

0770-67-2318 

若狭町 
若狭町市場 18-18 
パレア若狭内  

0770-62-9005 
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生活困窮者自立支援制度                        

                                            

様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせ

た包括的な支援を実施しております。 

〇相談の流れ（自立相談支援事業） 

 

〇支援の内容 

就労準備支援 ■就労への第一歩です。 

         「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニ

ケーションがうまくとれない」など、直ぐに就労する

ことが心配な方に、就労に向けた訓練や体験をしなが

ら就労機会の提供をします。 

家計改善支援 ■家計の立て直しについてアドバイスします。 

         家計状況の問題を整理し、相談者自ら家計を管理して

いけるように、状況に応じた支援計画の作成や、必要

に応じて貸付のあっせん等を行います。 

住居確保給付金 ■家賃相当額を支給します。 

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの

高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件

に、一定期間、家賃相当額を支給します。 

一時生活支援 ■住居のない方に衣食住を提供します。 

         住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な

住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提

供しながら、先の生活に向けて、就労支援などの自立

支援も行います。 

（お問合せ先） 

お住まいの
市町 

相談窓口の名称 住所 電話番号 

福井市 
自立サポートセンターよりそ
い 

福井市大手 3 丁目 10-1 
（福井市役所内） 

0776-20-5580 

敦賀市 敦賀市自立促進支援センター 敦賀市神楽町 1丁目 3-20 
0120-215-331 
0770-22-3736 

小浜市 小浜市自立促進支援センター 
小浜市遠敷 84-3-4 
（小浜市社会福祉協議会内） 

0770-56-5800 

相談の

受付

生活状況
の課題を
整理

支援プラ
ンの作成

支援メニ
ューの

提供

プランの

見直し

困りごと
の解決
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大野市 
大野市自立相談支援センター 
ふらっと 

大野市天神町 3-24 0120-932-763 

勝山市 
勝山市困りごと支援センター 
らいと 

勝山市郡町 1 丁目 1-50 0779-88-1177 

鯖江市 鯖江市自立促進支援センター  
鯖江市西山町 13-1 
（鯖江市役所内） 

0778-25-3000 

あわら市 あわら市社会福祉協議会 あわら市市姫 2丁目 31-6 0776-73-2253 

越前市 
越前市自立相談支援センター 
くらしごとさぽーと 

越前市府中 1 丁目 11-2 
（市民プラザたけふ４階） 

0778-22-8500 

坂井市 坂井市役所 福祉総合相談室 坂井市坂井町下新庄 1-1 0776-66-1112 

永平寺町 福井健康福祉センター 福井市西木田 2丁目 8-8 0776-36-2857 

越前町 丹南健康福祉センター 鯖江市水落町 1丁目 2-25 0778-51-0034 

池田町 丹南健康福祉センター 

（武生福祉保健部） 

越前市上太田町 41-5 

福井県南越合同庁舎 
0778-22-4135 

南越前町 

美浜町 

二州健康福祉センター 敦賀市開町 6-5 0770-22-3747 若狭町 
（旧三方町） 

高浜町 

若狭健康福祉センター 小浜市四谷町 3-10 0770-52-1300 
おおい町 

若狭町 
（旧上中町） 
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住居確保給付金                             

                                           

新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業や失業等により収入が減少し、

住居を失うおそれが生じている方に対し、家賃相当額を支給します。（一定の

収入要件・資産要件があります） 

〇対象者 

    ①離職・廃業後２年以内の方、もしくは新型コロナウイルス感染症の影

響を受け、離職や廃業と同程度の状況（休業等による収入の減少）に

ある方 

    ②上記により、住居を失った方もしくは住居を失うおそれが生じてい

る方 

    ③主として世帯の生計を維持している方 

    ④就労能力及び就労意欲があり、ハローワークに求職申込みをし求職

活動を行う方（※令和２年４月３０日現在、ハローワークへの求職申込

みと就職活動要件は緩和されています）  

    ⑤申請日の属する月における申請者の世帯収入（月額）が、別表の額以

下である方（※給与収入の場合は交通費支給額を除く、社会保険料等天

引き前の総支給額で判定します） 

    ⑥申請日における申請者の世帯が所有する金融資産の合計が別表の額

以下である方 

    ⑦申請者・世帯員ともに、離職者等に対する住居の確保を目的とした類

似の給付（職業訓練受講給付金を含む）を受けていない方 

    ⑧申請者・世帯員ともに暴力団員でない方 

 

お問い合わせ先は生活困窮者自立支援制度の窓口と同じ 
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生活保護制度 

                                      

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮

の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。 

また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどな

たにもあるものですので、ためらわずに自治体までご相談ください。 

〇対象者 

 生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必

要な保護が行われます。（以下のような状態の方が対象となります。） 

・不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。 

     ※不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。 

    ・就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。 

    ・年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られな

い。 

    ・扶養義務者からの扶養は保護に優先されます。 

     ※保護の申請が行われた場合に、夫婦、中学 3年生以下の子の親は重点

的な調査の対象して、福祉事務所のケースワーカーが原則として実

際にあって扶養できないか照会します。その他の扶養義務者につい

ては、書面での照会を行います。 

     ※必要な生活費は、年齢、世帯の人数等により定められており（最低生

活費）、最低生活費以下の収入の場合に生活保護を受給できます。 
 

 

支給される保護費 

 

〇生活保護を受けられるかの判断は、上記のほか細かな規定がありますの

で、詳しくは、お住いの自治体の福祉事務所にご相談ください。 

管轄区域 福祉事務所名 電話番号 所在地 

福井市 福井市福祉事務所 （0776）20-5404 
〒910-8511 
福井市大手３丁目 10-1 

敦賀市 敦賀市福祉事務所 （0770）22-8123 
〒914-8501 
敦賀市中央２丁目 1-1 

小浜市 小浜市福祉事務所 （0770）53-1111 
〒917-8585 
小浜市大手 6-3 

大野市 大野市福祉事務所 （0779）66-1111 
〒912-8666 
大野市天神町 1-1 

  

最 低 生 活 費 

年金・児童扶養手当等の収入 
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勝山市 勝山市福祉事務所 （0779）87-0777 

〒911-0035 
勝山市郡町 1丁目 1-50 
勝山市福祉健康センター 
「すこやか」内 

鯖江市 鯖江市福祉事務所 （0778）53-2216 
〒916-0866 
鯖江市西山町 13-1 

あわら市 あわら市福祉事務所 （0776）73-8020 
〒919-0692 
あわら市市姫三丁目 1-1 

越前市 越前市福祉事務所 （0778）22-3004 
〒915-8530 
越前市府中 1丁目 13-7  

坂井市 坂井市福祉事務所 （0776）50-3163 
〒919-0592 
坂井市坂井町下新庄 1-1 

永平寺町 
福井健康福祉センター 

福祉課 
（0776）36-2857 

〒918-8540 

福井市西木田 2丁目 8-8 

越前町 丹南健康福祉センター （0778）51-0034 鯖江市水落町 1丁目 2-25 

池田町 
南越前町 

丹南健康福祉センター 
武生福祉保健部福祉課 

（0778）22-4135 
〒915-0882 
越前市上太田町 41-5 
福井県南越合同庁舎 

美浜町 
若狭町 
（旧三方町） 

嶺南振興局 
二州健康福祉センター
福祉課 

（0770）22-3747 
〒914-0057 
敦賀市開町 6-5 

高浜町 
おおい町 
若狭町 
（旧上中町） 

嶺南振興局 
若狭健康福祉センター
福祉課 

（0770）52-1300 
〒917-0073 
小浜市四谷町 3-10 
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傷病手当金                               
                                           

傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケ

ガの療養のために仕事を休んだ場合に、所得補償を行う制度です。新型コロナ

ウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も、利用す

ることができます。 

・自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入

院している 

・発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる 

等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。 

〇支給要件 

次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。 

① 業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと 

※業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となり

ます。 

    ② ４日以上仕事を休んでいること 

      ※療養のために連続して 3 日間仕事を休んだ後（待期期間）、４日目

以降の仕事を休んだ日について支給されます。 

      ※待期期間には有給休暇、土日祝等の公休日を含みます。 

〇支給要件の詳細や具体的な手続きについては、ご加入の健康保険の保険

者にご確認ください。 
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 ■国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方について 

   国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者で、令和２年１月１日から

令和３年１２月３１日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染した被

用者（発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む）が、療養のため勤務

できない場合、傷病手当金を支給します。 

（お問合せ先） 

国民健康保険 お住まいの市役所もしくは町役場 

後期高齢者医療 お住まいの市町または福井県後期高齢者医療広域連合 

お住まいの市町 名称・担当課 住所 電話番号 

福井市 福井市 保険年金課 福井市大手 3丁目 10-1 0776-20-5383 

敦賀市 敦賀市 国保年金課 敦賀市中央町 2丁目 1-1 0770-22-8119 

小浜市 小浜市 市民福祉課 小浜市大手町 6-3 0770-64-6018 

大野市 
大野市 

市民生活・統計課 
大野市天神町 1-1 0779-64-4810 

勝山市 勝山市 市民・税務課 勝山市元町 1丁目 1-1 0779-88-8102 

鯖江市 鯖江市 国保年金課 鯖江市西山町 13-1 0778-53-2208 

あわら市 あわら市 市民課 あわら市市姫 3丁目 1-1 0776-73-8015 

越前市 越前市 保険年金課 越前市府中 1丁目 13-7 0778-22-3002 

坂井市 坂井市 保険年金課 坂井市坂井町下新庄 1-1 0776-50-3031 

永平寺町 永平寺町 住民生活課 永平寺町松岡春日1丁目4 0776-61-3945 

池田町 池田町 保健福祉課 池田町薮田 5-3-1 0778-44-8000 

南越前町 南越前町 町民税務課 南越前町東大道 29-1 0778-47-8015 

越前町 越前町 健康保険課 越前町西田中 13-5-1 0778-34-8710 

美浜町 美浜町 住民環境課 美浜町郷市 25-25 0770-32-6703 

高浜町 高浜町 住民生活課 高浜町宮崎 86-23-2 0770-72-7703 

おおい町 
おおい町 

すこやか健康課 
おおい町本郷 92-51-1 0770-77-1155 

若狭町 
若狭町 税務住民課 

上中サービス室 
若狭町市場 20-18 0770-62-2708 
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金    
                                           

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世

帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支

援特別給付金を支給します。 

〇対象者 

    １８歳未満の子（障害児については２０歳未満）の養育者であって、以

下のいずれかに該当する者 

①児童扶養手当受給者等（低所得のひとり親世帯） 

②①以外の令和３年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯（その

他低所得の子育て世帯） 

（お問合せ先） 

お住まいの市町役場 

                                            

償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付             

                                           

就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親の方々に対

し、住居の借上げに必要となる資金について、償還免除付の無利子貸付を

実施します。 

〇対象者 

次のいずれにも該当するひとり親の方 

①児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方 

②母子･父子自立支援プログラム(※)の策定を受け、自立に向け意欲的に取

り組む方 

※児童扶養手当受給者等に対し、個別に面接を実施し、本人の生活状況、就

業への意欲、資格取得への取組等について状況把握を行い、個々のケースに

応じた支援メニューを組み合わせて策定するプログラム。 

〇貸付額 

月上限４万円×12 か月 

〇償還免除 

 １年就労継続なら一括償還免除 

（お問合せ先） 

（福）福井県社会福祉協議会  0776-24-4987 
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母子・父子・寡婦福祉資金貸付                    

                                                                                 

２０歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または男子、寡婦等を対

象に生活資金等をお貸しします。 

（貸付の一例） 

〇生活資金（生活安定期間） 

母子家庭もしくは父子家庭となって７年を経過するまでの期間中、生活

を安定・継続させるために必要なお金をお貸しします。 

   〇生活資金（失業期間） 

    就労の意思および能力を有するにも関わらず職業に就くことが出来てい

ない方に、失業中の生活を安定・継続させるために必要なお金をお貸しし

ます。 

（お問合せ先） 

お住まいの市町 名称・担当課 住所 電話番号 

福井市 福井市 子ども福祉課 福井市大手 3丁目 10-1 0776-20-5140 

敦賀市 敦賀市 児童家庭課 敦賀市中央町 2丁目 1-1 0770-22-8125 

小浜市 小浜市 子ども未来課 小浜市大手町 6-3 0770-64-6013 

大野市 大野市 こども支援課 
大野市天神町 1-19 

結とぴあ内 
0779-64-5140 

勝山市 勝山市 福祉・児童課 勝山市郡町 1丁目 1-50 0779-87-0777 

鯖江市 鯖江市 子育て支援課 鯖江市西山町 13-1 0778-53-2224 

あわら市 
あわら市 

子育て支援課 
あわら市市姫 3丁目 1-1 0776-73-8021 

越前市 
越前市 子ども福祉課 

子ども・子育て総合相談室 

越前市府中 1丁目 11-2 

市民プラザたけふ内 
0778-22-3628 

坂井市 坂井市 子ども福祉課 坂井市坂井町下新庄 1-1 0776-50-3043 

永平寺町 
福井健康福祉センター 

福祉課 
福井市西木田 2丁目 8-8 0776-36-2857 

池田町 丹南健康福祉センター 

武生福祉保健部 福祉課 
越前市上太田町 41-5 0778-22-4135 

南越前町 

越前町 
丹南健康福祉センター 

福祉課 
鯖江市水落町１丁目 2-25 0778-51-0034 

美浜町 
二州健康福祉センター 

福祉課 
敦賀市開町 6-5 0770-22-3747 若狭町 

（旧三方町） 

高浜町 

若狭健康福祉センター 

福祉課 
小浜市四谷町 3-10 0770-52-1300 

おおい町 

若狭町 

（旧上中町） 
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人手不足業就職チャレンジ奨励金                   

                                                                                 

新型コロナウイルス感染症の影響等による離職後、担い手不足の業種に正社

員として就職した方に奨励金を支給します。 

〇対象者 

県内の人手不足業の事業所に他の業種から転職し、令和３年１月１日以

降に正社員として雇用され、３か月以上勤務した５０歳以下の方 

〇対象業種 

・建設業 ・運輸業、郵便業 ・土木建築サービス業 

・老人福祉・介護事業 ・障害者福祉事業 

〇支援の内容 

 １人につき３０万円（申請は１回限り） 

   〇申請書受付期間 

    令和３年４月２０日から令和４年３月３１日 

〇詳細な支給要件や手続きは福井県労働政策課ホームページをご確認くだ

さい。 

   （お問合せ先） 

福井県産業労働部労働政策課 0776-20-0390 
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金         
                                                                                  

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業

手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイル

ス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。 

〇対象者 

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によ

り、 

① 令和２年４月１日から令和３年１１月３０日（予定）までに事業主が

休業させた中小企業の労働者 

② 令和２年４月１日から令和２年６月３０日まで及び令和３年１月８

日から令和３年１１月３０日（予定）までに事業主が休業させた大企

業のシフト労働者等 

のうち、休業期間中の賃金（休業手当）の支払いを受けることができなか

った労働者（※） 

※雇用保険被保険者でない方も対象となります。 

〇詳細な支給要件や手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。 

 コールセンター 0120－221－276 

（受付時間 月～金 8：30～20：00／土日祝 8：30～17：15） 

                                                                                  

奨学給付金制度                             

                                                                                 

授業料以外の教育費について、返済不要の給付金を受けることができます。 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、会社等が休業したり、失業するな

ど、世帯の収入が大きく減少するご家庭は支援の対象になる場合があります

ので、ご相談ください。 

〇支援の対象者 

高校生等のお子さんをお持ちの保護者・親権者で、以下①、②のすべて

に該当する方 

① 福井県内に居住し、かつ福井県内に住民票がある方 

② 新型コロナウイルス感染症の影響等により、今年の世帯年収が大き

く減少し、住民税非課税世帯に相当するとみられる方 

   （お問合せ先） 

公立学校 福井県教育庁教職員課  0776-20-0563 

私立学校 福井県総務部大学私学課  0776-20-0248 


