
令和５年５月

福井県 定住交流課

福井県での生活 について

~就活にあわせて将来の生活を考えてみませんか~



福井での生活を
考えてみよう
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都道府県幸福度ランキングにおいて５回連続で幸福度日本一を獲得！

○分野別では、仕事・教育に強い！（2022年版全47都道府県幸福度ランキング）

年 研究機関 公表事項（書籍名）
上位5県

1位 2位 3位 4位 5位

2012年 （一財）日本総合研究所
日本でいちばんいい県
都道府県幸福度ランキング

長野 東京 福井 富山 滋賀

2014年 （一財）日本総合研究所
2014年版
全47都道府県幸福度ランキング

福井 東京 長野 鳥取 富山

2016年 （一財）日本総合研究所
2016年版
全47都道府県幸福度ランキング

福井 東京 富山 長野 石川

2018年 （一財）日本総合研究所
2018年版
全47都道府県幸福度ランキング

福井 東京 長野 石川 富山

2020年 （一財）日本総合研究所
2020年版
全47都道府県幸福度ランキング

福井 富山 東京 石川 長野

2022年 （一財）日本総合研究所
2022年版
全47都道府県幸福度ランキング

福井 石川 東京 富山 長野

1位 2位 3位 4位 5位 21位

東京 山形 神奈川 愛知 北海道 福井

幸福度日本一・福井県の評価

〔基本指標〕

1位 2位 3位 4位 5位 12位

福井 愛知 富山 神奈川 徳島 東京

〔仕事〕

1位 2位 3位 4位 11位 15位

三重 富山 山梨 滋賀 福井 東京

〔健康〕

1位 2位 3位 4位 5位 41位

東京 京都 石川 兵庫 神奈川 福井

〔文化〕

1位 2位 3位 4位 5位 36位

富山 鳥取 山口 福井 岐阜 東京

〔生活〕

1位 2位 3位 4位 5位 10位

福井 茨城 富山 石川 秋田 東京

〔教育〕
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ふくい暮らし ライフデザイン設計書ランキングでみる福井の姿
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詳しくは、こちら！

“ふくい暮らし ライフデザイン設計書”で！

全国1位 1.61倍 45位 0.89倍 44位 38位
※データ出展：厚生労働省「一般職業紹介状況（R2.11月分）」 0.93倍 1.00倍

ランキングでみる福井の姿



6

将来の家計の収支をシミュレーション

共働きが多い福井では
お金も貯まるも！？



福井の暮らしは
楽しい！
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若者のチャレンジできる環境がある！
「ふくいをもっと盛り上げよう！」と、県内各地で活躍する若者が増えています。

一歩踏み出す 福井を盛り上げる地域と関わる
参加して 飛び込んで 企画して

○若者の地域活動の現状・意見交換

○地域活性化の想いを具体化する

○ライングループによる若者のつながり

○若者の活動、交流拠点となる場所を
“見える化”（コワーキングスペース、カ
フェ、ゲストハウス等）

○地域活性化に取り組む仲間と出会う

○最大１００万円の支援金！

○福井を盛り上げるプランコンテスト

○実行支援を受けチャレンジできる

若者のチャレンジを応援しています！



UIターンをして福井県で働いている人々を取材
インタビュー動画配信を配信
YouTubeチャンネル「DISCOVERY FUKUI」
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UIターンした若者の働き方を紹介



人口減少対策
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福井では当たり前の都会にはない魅力



県内で初めてのロックフェス「ONE PARK FESTIVAL」や、トップアスリートが集う
「Athlete Night Games」が開催
新たな交流や賑わいが生まれています。

ONE PARK FESTIVAL
2022.9.3～9.4
福井市中央公園

Athlete Night Games in FUKUI 2022 
2022.8.19～8.20
９．９８スタジアム（福井県営陸上競技場）
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新たな交流、賑わいも！

https://blog.neet-shikakugets.com/athlete-night-games-infukui-01-results


２０３０年度
全線開業（要
望）

２０３７年以降
全線開業

２０２７年
名古屋開業

敦賀～新大阪 福井～新大阪

44分 55分

（△29分） （△47分）

小浜～東京 敦賀～東京 福井～東京

1時間57分 1時間58分 2時間17分

（△2時間9分） （△53分） （△1時間8分）

小浜～新大阪

38分

（△1時間47分）

小浜～京都

19分

（△1時間42分）

※所要時間は、福井県試算
※空港国際線は、2019.1時点

２０２４年春
福井・敦賀開

業

○北陸新幹線とリニア中央新幹線の全線開業により、東海道新幹線とともに訪日客を呼び込む
大環状広域観光ルートを形成

○北陸の中で福井県は、三大都市圏へのアクセスが最も有利に。

北陸新幹線の県内延伸
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・大野市では、中部縦貫自動車道大野油坂道路の大野東～和泉間が事業化された
平成２１年３月以降、６企業が進出するなど、さらなる発展が期待されます
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高規格道路の整備



・米マリオット・インターナショナルのホテルが入る西口の
再開発ビル（Ａ街区）が令和６年春オープン予定

・新幹線福井駅に隣接して、県内全域の観光情報を発信
する観光交流センターが令和５年１０月オープン予定

・多目的アリーナの整備、駅周辺における恐竜モニュメン
トの設置など、県都の将来像を構想するグランドデザイ
ンを策定中

新幹線開業効果の最大化

新幹線駅４駅（芦原温泉駅、福井駅、越前たけふ駅、敦賀駅）において周辺整備を推進
地域の特色を活かしたにぎわいを創出する施設などを建設中

福井駅周辺 芦原温泉駅周辺

越前たけふ駅周辺

敦賀駅周辺

西口の再開発事業（A街区）

福井市観光交流センター 観光交流センター屋上

東口の整備
西口賑わい施設「アフレア」

道の駅「越前たけふ」

・新たなにぎわい創出、魅力発信の拠点となる
「アフレア」が令和５年3月オープン

・観光案内所や伝統工芸品の即売所を備えた道の
駅「越前たけふ」が令和５年3月オープン

・駅西地区に、カフェを備えた書店や飲食・物販施設、
ホテルを備えた「TSURUGA POLT SQUARE
otta」が令和４年９月オープン

・金ヶ崎地区におけるオーベルジュ整備を核として、
氣比神宮周辺エリアを含めてまちづくり実行プラン
を策定中

「TSURUGA POLT SQUARE otta」

ホテル
スターバックス
コーヒー

広場公園

知育・啓発施設
「ちえなみき」

飲食・物販施設

新幹線福井駅舎
えちぜん鉄道福井駅舎

観光交流センター
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福井駅および駅周辺のまちづくり



伝統工芸を活かした産業観光の拡大

工房見学イベント「RENEW」や「千年未来工藝祭」 15

新しい観光・宿泊施設

新幹線開業効果の最大化

一乗谷朝倉氏遺跡恐竜博物館 三方五湖

令和4年１０月に開館令和５年夏にリニューアルオープン
ブライダルの聖地が
令和４年４月にオープン

黒龍酒造「ESHIKOTO」 星野リゾート進出決定

観光地の魅力向上



最後までご覧いただき
ありがとうございました。

人生１００年時代
福井で暮らしませんか？
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