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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） 

 Ｕ・Ｉターン移住就職等支援事業 （部局連携：総合政策部ふるさと県民局若者・定住支援課、

産業労働部新産業創出課）

94,183 

［  -  ］ 

移住就職者の移住や起業に係る経費を支援するとともに、県内企業とのマッチングを強

化し、本県への移住を促進します。 

事業内容 東京圏からの移住就職者に対し、移住経費を支援。さらに起業する場合、

国の制度に上乗せして起業にかかる経費を支援 

移住支援 上限１００万円／世帯（国１／２、県１／４、市町１／４） 

起業支援 補助率 ３／４（県が独自に１／４上乗せ） 

上限３００万円／件（国１／３、県２／３） 

Ｕ・Ｉターン就職サイトの整備 

財  源 地方創生推進交付金（移住、マッチング、起業支援事業） 

 Ｕ・Ｉターン人材開拓事業 （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）

76,302 

［  -  ］ 

都市部からの新たな移住希望者を開拓するとともに、県内企業の中核人材のＵ・Ｉター

ン雇用に対し、人件費を支援します。

事業内容 福井Ｕターンセンター（福井、東京）に人材開拓員２名を設置

社会人向け移住・就職インターンシップ、移住者交流会等の開催 

新分野進出や新製品の開発等のための中核人材のＵ・Ｉターン雇用に対し、

人件費を補助 

補 助 率 ８／１０ 

補助上限額 ３００万円 

財 源 地域活性化雇用創造プロジェクト補助金 

学生Ｕ・Iターン就職活動支援事業                  （総合政策部ふるさと県民局若者・定住支援課） 29,663 

 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 希望する学生に就職情報を県内企業から直接提供 

新卒の県外就職者にＵターン支援情報を提供 

都市圏における合同企業説明会の開催 

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（中京、関西） 

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） 

[32,208] 

予 算 額 
[30年度当初予算額] 

（単位：千円） 
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福井ふるさと元気宣言の実現 

学生Ｕ・Ｉターン奨学金返還支援事業 （総合政策部ふるさと県民局地域交流推進課） 44,712 

県外の学生等の県内就職を促進するため、Ｕ・Ｉターン者の奨学金返還を支援します。 

事 業 内 容 福井県奨学金返還支援基金により、Ｕ・Ｉターン者の奨学金返還を支援 

対象奨学金 日本学生支援機構奨学金および福井県大学奨学金 

対 象 分 野 建設業、製造業、情報通信業、農林水産業、医療・福祉 等 

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） 

[44,713]

都市人材による地域貢献促進事業 （総合政策部ふるさと県民局地域交流推進課） 10,939 

 都市圏在住の企業人材等を地域活性化の担い手として誘致し、福井と都市圏を行き来し

ながら地域貢献活動等を行う仕組みを県・市町が一体となってつくります。 

事業内容 都市人材を活用して市町が実施する地域づくり事業等を支援 

補 助 率 県１／２ （市町１／２） 

補助上限額 １２５万円 

[9,456] 

幸福ふくい情報交流促進事業 （総合政策部ふるさと県民局地域交流推進課） 9,720 

「幸福度日本一」を県内外に広めるため、ラジオを活用して本県の魅力を発信します。 

事業内容 首都圏等において福井の良さを伝えるラジオ番組を放送し本県をＰＲ 

（毎月最終月曜日に放送） 

[10,751]

子育て世帯と移住者への住まい支援事業   （土木部建築住宅課） 5,500 

子育て世帯と移住者を対象に、空き家の取得等を支援します。 

事業内容 空き家の取得費用およびリフォーム費用に対する補助 

補助対象者 子育て世帯、移住者 

補助上限額 １戸あたり５０万円 

負担割合 県２７.５％ （国４５％ 市町２７.５％） 

［5,500］

ふくい創業者育成プロジェクト （産業労働部新産業創出課） 5,350 

女性や若者、移住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 
［8,945］ 

◇進学・就職の地元志向にインセンティブ（施策番号１０１２）

私立専門学校ふるさと人材育成支援事業 （総務部大学・私学振興課） 16,400 

人材の県外流出を抑制するため、入学者の確保や県内企業への就職を積極的に進める私

立専門学校を支援します。 

補助基準額 入学者確保に係る事業 ５０万円以内／校 

授業内容の充実に係る事業 ２０万円以内／校 

入学者数の拡大実績や県内企業への就職実績に応じ増額 

[15,200]
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

高校生の大学・企業訪問事業                      （教育庁高校教育課） 3,394 

  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 高校生企業訪問推進事業（１，７１０千円） 

県内２０回の企業訪問を実施 

         対 象 者 普通科１７校の高校１年生 

              福井プレカレッジ事業（１，６８４千円） 

         県内大学と連携して実施する課題研究を支援 

対 象 者 普通科の高校２年生  

[3,676] 

 

 

 

 

大学連携センター運営事業                    （総務部大学・私学振興課） 23,139 

 大学連携センター（アオッサ７階）の運営を支援し、福井の魅力を学ぶ講義を開講する

ことにより、学生の県内就職促進を図ります。 
   [26,707] 

 

 

県内大学の地域人材育成支援事業                 （総務部大学・私学振興課） 61,000 

  大学等が行う学生の確保や県内就職の促進等を図る事業を支援します。 

  補助対象 県内大学、短大、高専 

  補助基準額 ３００万円以内／事業 

        県内定着者数の拡大実績に応じ増額 

[70,000] 

 

 

保護者向け学生就職支援事業             （総合政策部ふるさと県民局若者・定住支援課） 5,628 

  学生の就職に影響を与える保護者に対して県内企業の優れた技術や製品などの魅力を発

信し、学生の県内就職を促進します。 

  事業内容 保護者向け企業見学バスツアー、就職セミナーの実施 

［6,341］ 

 

 

◇日本一の「結婚・子育て応援社会」（施策番号１０１３） 

 

 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） 8,570 

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

事業内容 若手社員の交流を推進する「企業間交流婚シェルジュ」を配置 

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 

再婚希望者が参加しやすい交流会を開催 

  財  源 地域少子化対策重点推進交付金 

[10,325] 

 

 

 子ども医療費助成事業                       （健康福祉部子ども家庭課） 823,876 

  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。また、市町とと

もに、中学３年生までのすべての子どもを対象に、窓口無料化（自己負担分を除く）を実

施します。 

  事業内容 子ども医療費の助成（県制度） 

         助成対象 小学校３年生まで 

              （各市町が独自に中学校３年生まで助成）  

         自己負担 就学前児童   なし 

              小学校１年生～ 医療機関毎に通院５００円／月、 

                      入院５００円／日（月８日間まで） 

         補 助 率 県１／２ （市町１／２） 

[850,142] 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

 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） 452,343 

  ３人目以降の子どもの保育料等を無料化するなど、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・回復期児童を受入れる病児デイケアの利用料の無料化 

（１０月～ 国の幼児教育無償化へ一部移行） 

[611,256] 

 

 

 子どものための教育・保育給付費交付金               （健康福祉部子ども家庭課） 3,770,000 

  私立保育所等の運営に要する費用の一部を支援し、円滑な保育サービスの提供を進めま

す。 

  事業内容 保育所運営に要する費用を支援（幼児教育無償化に要する費用を含む） 

  補 助 率 県１／４（国１／２、市町１／４）  

[3,200,000] 

 

 

 ふくいの子宝応援事業                       （健康福祉部子ども家庭課） 29,902 

  育児休業の取りやすい環境を整備するため、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

給付金を保障します。 

[27,802] 

 

 

 ひとり親家庭等の子育て安心プラン事業                （健康福祉部子ども家庭課） 31,499 

  ひとり親家庭等の子育てに関する経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境づ

くりを推進します。 

  事業内容 病児・病後児保育利用料への補助 

         補 助 率 県１／２（市町１／２） 

         補助上限額 ２，０００円／日 

       放課後児童クラブ利用料への補助 

         補 助 率 県１／２（市町１／２） 

         補助上限額 ２，５００円／月 

       通学費用への補助 

         補 助 率 県１／２（市町１／２） 

         補助上限額 １０，０００円／月 

[38,000] 

 

 

 不妊治療費助成事業                         （健康福祉部子ども家庭課） 125,681 

  専門的な治療に入る前段階の不妊検査や不妊治療費、特定不妊治療費を助成します。 

  事業内容 不妊検査、一般不妊治療への補助（５，６０４千円） 

          補 助 率 自己負担額の１／２ 

          補助上限 不妊検査   ３万円（１組１回限り） 

              一般不妊治療 ２万円（１組１回限り） 

        特定不妊治療への補助（１２０，０７７千円） 

  財  源 母子保健衛生費国庫補助金 

[203,646] 

 

 

 認定こども園施設整備事業                     （健康福祉部子ども家庭課） 148,283 

  民間認定こども園の整備を支援し、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 １０箇所 

  補 助 率 国１／２ （市町１／４） 

[219,460] 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

  保育士等お仕事サポート事業                  （健康福祉部子ども家庭課） 110,500 

  民間保育所などにおいて、保育補助者の配置等を支援し、保育士が働きやすい環境を整

備します。 

  事業内容 保育補助者の配置 

補助対象 保育所・認定こども園 

補 助 率 国３／４ 県１／８ （市町１／８） 

 保育周辺業務の支援 

補助対象 保育所・認定こども園 

補 助 率 国１／２ 県１／４ （市町１／４） 

［  -  ］ 

 

 

 多世帯同居・近居住まい推進事業                     （土木部建築住宅課） 15,813 

 これから同居または近居する家族を支援することにより、子育てや介護がしやすい住環

境を推進します。 

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 

補助上限額 １戸あたり９０万円 

負担割合 県２７.５％ （国４５％ 市町２７.５％） 

多世帯近居のための住宅の取得費用に対する補助 

  補助上限額 １戸あたり５０万円（中古住宅）、３０万円（新築住宅） 

負担割合 県２７.５％ （国４５％ 市町２７.５％） 

［19,525］ 

 

 

◇若者の熱意と行動力を結集（施策番号１０１４） 

 

 地域おこし協力隊定着支援事業               （総合政策部ふるさと県民局若者・定住支援課） 4,000 

 地域おこし協力隊が、３年間の任期終了後も県内に定着して活動を継続することを支援

し、地域の活性化と若者の定住促進を図ります。  

事業内容 退任後も地域活性化活動を継続実施する場合に活動費等を支援 

  補 助 額 協力隊活動市町に居住する場合 １００万円／人 

     活動市町外に居住する場合    ５０万円／人 

[4,500] 

 

 

 県外若者へのふくい体験プログラム提供事業          （総合政策部ふるさと県民局若者・定住支援課） 2,600 

 都市部の大学生等のＵ・Ｉターン体験プログラムへの参加や地域資源を活かした継続的

な活動を支援し、将来的な福井への移住のきっかけをつくります。  
事業内容 市町が実施する体験プログラム等に要する経費を支援 

補 助 率 県１／２ （市町１／２） 

[2,600] 

 

 

学生ベンチャー・チャレンジ応援事業               （産業労働部新産業創出課） 2,865 

  大学での研究成果や学生の斬新なアイディアを活かした創業へのチャレンジを応援しま

す。 

  事業内容 県内学生の創業に要する経費を助成 

  補 助 率 県３／４ 

  補助上限額 ９５万円 

［2,850］ 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

◇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） 5,950 

［6,436］ 

 

  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」を表彰 

         企業内の女性活躍プロジェクトチームの活動を支援 

       働く女性の活躍支援事業 

         女性のためのリーダー育成研修「未来きらりプログラム」の実施 

 

 

働く女性の負担軽減促進事業             （総合政策部ふるさと県民局女性活躍推進課）  1,042 

［1,463］   男性の家事参加を促進し、働く女性の負担を軽減します。 

  事業内容 スーパーやホームセンターなど暮らしに関わる企業や団体が行う夫婦対象 

       の家事参加イベントを支援 

 補助額 １００千円／企業・団体 
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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                     （教育庁高校教育課、義務教育課） 3,250 

  中学校・高校において、福井の先人の生き方等を学ぶ「ふるさと教育」を進めることに

より、県民としての誇りを持ち、本県の魅力を発信できる人材を育成します。       

  事業内容 「ふるさと福井の先人１００人」の教材を活用した学習を推進 

[3,009] 

 

 

 児童・生徒の体験活動の推進                             （教育庁義務教育課） 22,600 

 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 小中学生による地域の課題解決に向けた取組みを支援 

  事業期間 ２８～３２年度 

[25,900] 

 

 

「夢や希望を育て未来を築く教室」開催事業              （教育庁教育政策課） 3,084 

[3,084]   本県にゆかりがある企業経営者等を「福井ふるさと教員」として任命し、第一線での活

躍の経験をもとにした授業を実施します。 

  事業内容 「福井ふるさと教員」による授業 

 

 

 英語力向上事業                      （教育庁義務教育課、高校教育課） 62,755 

  国際社会で求められる英語力について、生徒が自身の英語力を把握するための一助とし

て外部検定試験を活用し、英語学習に対する意欲向上を図ります。 

事業内容 外部検定試験の受験料を支援 

[74,449] 

 

 

 「白川文字学」普及・研究促進事業                 （教育庁生涯学習・文化財課） 9,699 

 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 「白川文字学ゼミ」の開催 

書道指導員を学校に派遣し、児童等の書写技能と教員の指導技術を向上 

漢字教育を実践する教員等を表彰する「白川静漢字教育賞」の実施 

[11,286] 

 

 

◇「福井型１８年教育」の進化（施策番号１０２２） 

 

 幼児教育支援事業                          （教育庁義務教育課） 14,552 

  幼児教育支援センターを拠点として、幼児や家庭の教育力向上のための研修等を実施し

ます。 

事業内容 保育所・幼稚園等と小学校の円滑な接続のためのカリキュラムの実践 

市町幼児教育アドバイザー、保育所・幼稚園内リーダーの養成 

童謡、絵本、伝承遊びなどの家庭教育ツールの普及 

[17,463] 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

 地域と連携した学校体制強化事業            （教育庁義務教育課、教育政策課、学校振興課） 279,673 

  各学校における教育相談体制を整備し、いじめ・不登校の未然防止や早期発見・早期対

応に努めるとともに、外部人材の活用により、教員の負担軽減を図ります。 

事業内容 スクールカウンセラーの配置（９２名） 

     スクールソーシャルワーカーの配置（２６名） 

     部活動指導員の配置（中学校７５校、高校２６校） 

     学校運営支援員の配置（小・中学校２５３校） 

     教育相談の専門家を教育総合研究所に配置 

財  源 教育支援体制整備事業費補助金 

[247,035] 

 

 

 小中学校学力向上事業                         （教育庁義務教育課） 2,056 

  各学校の優れた教材をまとめた「教材・評価問題集」を作成するとともに、全小中学校

の教員に対し研修を行い、児童・生徒の学力向上を図ります。 

[2,970] 

 

 

  高校生学力向上推進事業                     （教育庁高校教育課） 40,867 

  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、生徒の進学希望を実現し

ます。 

  事業内容  最新の指導事例や大学入学共通テスト対応のための研修を実施 

 外部講師招聘による独自の進学対策講座を各高校において実施 

高校入学時からの難関大学志望生徒の育成 

         大学進学サポートセンターにおける既卒生への学習支援 

[51,424] 

 

 

教育ＩＣＴ環境整備事業                  （教育庁教育政策課、高校教育課） 154,618 

[173,014]   県立高校の全普通教室にプロジェクター等を整備し、授業中における板書の短縮化や多

様な教材の提示により、授業の効率化と質の向上を図ります。 

  事業内容 プロジェクター、教員用タブレット端末、無線ＬＡＮの整備 

教育総合研究所等が中心となりプロジェクター用教材を作成・収集 

授業での活用方法等の研修 

事業期間 ３０年度～３１年度 

 

 

  外国人児童生徒等支援事業                     （教育庁義務教育課） 11,211 

  日本語指導が必要な児童生徒に対する支援体制を強化し、外国人児童生徒の教育の充実

を図ります。 

事業内容 小中学校への日本語初期指導員の配置および翻訳機の整備を支援 

  補 助 率 国１／３、県１／３（市町１／３） 

［  -  ］ 

 

 

 特別支援学校就労応援事業                                （教育庁高校教育課） 10,922 

  特別な支援を必要とする生徒が行う企業実習でのサポートを充実し、地元企業への就労

を促進します。 

  事業内容 ジョブコーチによる実習補助 

       特別支援学校技能検定の実施 

  財  源 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 等 

[13,274] 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

 私立高等学校教育振興補助金                   （総務部大学・私学振興課） 2,053,862 

 私立高校のさらなる魅力アップを図るため、特色ある学校づくりや学業・スポーツ文化

活動の成果に応じた支援を充実します。 

事業内容 教育振興補助（一般分） 

         人件費、設備経費等に対する補助（職員・生徒数に応じ助成） 

         英語指導助手の雇用に対する補助 

       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 

  財  源 私立高等学校等経常費助成費補助金 

[2,036,821] 

 

 

 私立高等学校ふるさと人材育成支援事業              （総務部大学・私学振興課） 50,000 

  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進学・就職を図る

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 

[50,000] 

 

 

 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） 13,996 

  ひとり親家庭の小中学生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  市が実施する学習支援事業への支援 

  補 助 率 国１／２、県１／４ 

[13,519] 

 

 

 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） 5,862 

  施設に入所している児童等を対象に、大学等への進学にむけて必要な学習にかかる経費

等を支援します。 

  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 

[5,570] 

 

 

◇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） 2,507,386 

  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 中期目標・計画達成に要する教育・研究のための経費 

[2,560,115] 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

◇産業人材の育成・誘致システム（施策番号１０２５） 

 

高度な職業教育推進事業                        （教育庁高校教育課） 16,503 

  地元に就職する高校生に対して、社会から求められるニーズや産業技術の進展に対応し

た実践的な専門教育を推進します。 

事業内容 企業の生産現場における実践的な実習の実施 

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の配置 

  財  源 教育支援体制整備事業費補助金 

[17,178] 

 

 

 

農業経営学習施設整備事業                      （教育庁高校教育課） 16,191 

  若狭東高校において、農産物の栽培・加工に加え、農業経営を学ぶための学習環境を整

備します。 

事業内容 若狭東高校同窓会が創立１００周年記念事業として、直売所とレストラン

が併設された総合実践施設を整備し、県に寄付 

県は総合実践施設に必要な備品等を整備 

［  -  ］  

 

 

 

離転職者等能力開発推進事業                   （産業労働部労働政策課） 235,419 

  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 

  財  源 離職者等再就職訓練事業委託費 

［234,104］ 

 

 

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） 33,489 

  農林水産業の各分野のカレッジにおいて新規就業のための研修を行います。 

  事業内容 ふくい園芸カレッジ研修事業（７，７９３千円） 

新規就農コース（定員 ３０名） 

地産地消コース（定員 ２０名） 

         スマート園芸コース（定員 ３名） 

財源 担い手育成・確保等対策事業費補助金 

        ふくい水産カレッジ研修事業（７，０５０千円） 

漁船漁業・海女・養殖業コース（定員 ６名） 

        ふくい林業カレッジ研修事業（１８，６４６千円） 

新規就業コース（定員 １０名） 

[27,762] 

 

 

 

 新規就農者支援事業                        （農林水産部地域農業課） 183,872 

 新規就農希望者を対象に、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 農業次世代人材投資資金の給付 

５０歳未満の新規就農者に対し就農資金を給付 

補助率 国１０／１０ 

就農奨励金の給付 

国の農業次世代人材投資資金の対象とならない５０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） 

[186,996] 
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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） 11,304 

  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い、生涯活躍できる

社会づくりを進めます。 

  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 

       就職意欲の向上を図るセミナーや就職面接会の開催 

［11,380］ 

 

 

 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） 6,767 

  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 

       研修講座を開講（中小企業産業大学校において実施） 

       県内ものづくり企業へものづくり改善インストラクターを派遣 

［6,762］ 

 

 

 
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） 
                               （産業労働部新産業創出課、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） 

 

 シニアチャレンジ応援事業                              （健康福祉部長寿福祉課） 3,030 

［3,174］   高齢者の「運動」「社会参加」の活動を支援し、元気な高齢者の拡大を図ります。 

  事業内容 健康づくりやボランティア等の地域貢献活動に対する補助 

        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 

       シニアが行う世代間交流に対する補助 

         補 助 率 県１０／１０ 

         補助上限額 ２０万円 

  財  源 高齢者保健福祉基金 

 

 

  ふくい健康の森リニューアルオープン記念事業               （健康福祉部地域福祉課） 2,470 

［  -  ］   スケートパークの整備などリニューアルしたふくい健康の森の魅力を県内外に発信し、

利用促進を図るため、記念イベントを開催します。   

  事業内容 リニューアルオープン記念イベントを開催 

 

 

◇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） 38,855 

［54,450］ 

 
  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 民間のノウハウを活かした利用促進活動の実施（１６，１７０千円） 

        大学病院等との共同治療、研究の実施（６，８０７千円）  

 北陸三県における普及啓発セミナー等の開催（６，５９７千円）  

陽子線がん治療費等の助成（６，０００千円） 等 

 

 

 ドクターヘリ共同利用事業                         （健康福祉部地域医療課） 32,322 

[18,800]   ドクターヘリの共同運航を実施し、救急搬送体制の強化を図ります。 

  事業内容 滋賀県、岐阜県との共同運航の実施および調整 

 

 

 

 がん検診等の推進                                  （健康福祉部健康増進課） 32,314 

［57,682］   がん検診の受診率の向上や若い世代からのがん予防を推進するとともに、がん患者の心

理的負担の軽減に努めます。  
  事業内容 がん検診受診者拡大事業（２５，５２９千円） 

         受診券を発行する市町への補助 

          事前に意向調査を実施し個々に応じた啓発を行う市町への補助 

                  血液による胃がんリスク検査を実施する市町への補助 

        市町検診受診率アップ推進事業（３，２５２千円） 

       がん患者アピアランスサポート事業（３，５３３千円） 

          がん患者の補整具等の購入費用に対する補助 

  財  源 感染症予防事業費等国庫補助金  
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

 

 

  福井県こども急患センター利用環境改善事業               （健康福祉部地域医療課） 7,392 

［  -  ］   現施設の２階を改修し、小児科専用とすることにより、小児患者や保護者の利用環境改

善を図ります。 

  事業内容 こども急患センターの改修設計費に対する補助 

  補助対象 福井市 

補 助 率 県１０／１０ 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

 

 

 

 

 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） 92,100 

［92,100］   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 病床の機能分化、連携体制の強化                         （健康福祉部地域医療課） 64,190 

［298,743］ 

 

  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等の施設整備等を支援

し、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します。 

  事業内容 地域包括ケア病院等整備事業（３１，５８８千円） 

         補助対象 回復期病棟への転換に必要な施設・設備整備 等 

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

         補 助 率 県１／２ （設置者１／２）    

       外来診療特化・機能強化事業（３２，６０２千円） 

         補助対象 外来診療を強化するために必要な施設・設備整備 

         補 助 率 県１／２ （設置者１／２）  

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

 医師確保の推進                       （健康福祉部地域医療課、障害福祉課、健康増進課） 108,263 

［114,313］ 

 

  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の整備や県内研修情報

の発信を行い、医師の確保に努めます。 

  事業内容 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 

       福井大学医学部と連携したがん専門医養成講座の設置 

       福井大学子どものこころの発達研究センターと連携した児童青年期の心の

専門医育成講座の設置 

       新専門医制度における後期研修医等の確保・派遣支援 

       初期臨床研修医確保のための「ふくい若手医師リクルーター」の設置 

       県内初期臨床研修医と県内勤務医師等による情報交換会等の開催 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

◇「温かい福祉県」の実現（施策番号１０３３） 

＜高齢者福祉＞ 

 在宅医療・介護の体制づくり                            （健康福祉部長寿福祉課） 20,380 

［20,990］   今後増加が見込まれる在宅医療に対応できる医療提供体制づくりや高齢者の自発的な健

康づくりを進めます。 

  事業内容 在宅医療サポートセンターの運営 

         医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士に対する研修を実施      

       ジェロントロジー（総合長寿学）共同研究 

         ２０２５年度の在宅医療の必要量に対応できる体制を構築 

         フレイル（筋力や活力の衰えた状態）予防のためのチェックを普及 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 等 

 

 

 介護人材確保対策総合事業                           （健康福祉部長寿福祉課） 30,020 

  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 

       介護に関する入門的研修の実施 

       介護施設における高齢者の短時間就労（ちょこっと就労）を促進 等 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 等 

［33,612］ 

 

 

 

 

 

 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） 42,816 

［42,231］   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 看護管理者や新人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 

       医師の負担軽減を図るための助産師配置経費の支援 

  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） 3,117 

［3,117］   医療機関が行う勤務環境の改善の取組みを支援し、医療従事者の離職防止を図ります。 

  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 

  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） 12,635 

  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 

       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 等 

［13,136］ 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

 介護ロボット導入支援事業                             （健康福祉部長寿福祉課） 12,000 

[13,500]   介護職員の身体的負担の軽減や業務の効率化に効果がある介護ロボットを導入する介護

事業所を支援します。 

事業内容 介護ロボット導入に要する経費の支援 

補 助 率 １／２ 

 補助上限額 １００万円／事業所（１台あたり３０万円） 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

 

 

 外国人介護福祉士確保促進事業                            （健康福祉部長寿福祉課） 42,400 

[30,720]   介護福祉士養成校への留学生を誘致し、外国人介護人材の活用を促進します。 

事業内容 学費の免除等に要する経費の支援 

補助率 １／２  補助上限額 ８０万円／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） 1,194,810 

［529,890］  

 

  介護施設等の新築および増築、開設準備を支援します。 

  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 

         （４２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 

         （２９施設） 

  財  源 地域医療介護総合確保基金 

 

 

 

＜障害者福祉＞ 

 共生社会の推進        （部局連携：健康福祉部障害福祉課、総務部広報課、議会事務局議事調査課） 30,419 

［41,181］ 

  

 

  障害のある人もない人も幸せに暮らせる福井県共生社会条例の理念を広く周知するとと

もに、障害者の社会参加への基盤を整備し、共生社会の実現を図ります。 

  事業内容 タウンミーティングの開催 

       バリアフリー化を進める小規模商業施設等への補助 

       県民を対象とした出前講座、手話講座の開催 

       イベント等におけるＩＣＴを活用した文字通訳 

       記者会見動画への手話通訳映像の導入 

県議会（代表質問・一般質問）中継への手話通訳映像の導入 等 

  財  源 地域生活支援事業費等国庫補助金 

 

 

 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） 24,946 

［28,771］ 

  

 

  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

身障害児者の受入れを促進します。 

  事業内容 重症心身障害児者の受入れ、送迎に対する支援 

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） 32,500 

［31,000］   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整備を支援し、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 

  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  

 

 

 障害者福祉施設整備事業                       （健康福祉部障害福祉課） ２月補正 

71,262 
当初予算 

194,618 

［327,600］ 

  

 

  民間障害者施設の整備を支援し、障害者が安定した日常生活を送ることができる環境を

確保します。 

  補助対象 障害福祉施設の改築（３施設）、新築（１施設）、 

スプリンクラー整備（１施設） 

補 助 率 国１／２、県１／４ 

 

 

障害者等就業体験支援事業                    （産業労働部労働政策課） 1,069 

  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） 

［1,059］ 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

（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） 10,319 

[10,365] 

 

 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 

 

 

 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） 29,327 

  「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 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 

コンビニへの注意喚起スタンド設置など架空請求詐欺対策を実施 等 

  財  源 地方消費者行政強化交付金 

[37,802] 

 

 

 小浜警察署建設事業                            （警察本部） 1,575,882 

  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 新庁舎の建設（３０～３１年度） 

  事 業 費 １，８３９，７７０千円 

  事業期間 ２７～３１年度 

  財  源 警察施設整備費補助金 

[263,888] 

 

 

 駐在所等整備事業                             （警察本部） 124,277 

  老朽化の状況に応じ、地域安全活動の拠点である交番の建替えを行います。 

  対象施設 小浜警察署駅前交番（小浜市） 

       あわら警察署駅前交番（あわら市） 

[4,633] 

 

 

 

 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） 4,422 

  「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 

軽自動車を使用したシルバー・セーフティドライビング講習を実施 

Ｓａｖｅ Ｃｈｉｌｄ 

ＪＡＦと連携したチャイルドシートの着用啓発イベントの開催 

Ｓｌｏｗ Ｄｏｗｎ 

幹線道路等における見せる街頭啓発活動の推進 

交通事故が起きにくい環境づくり 

交通安全団体による交通事故抑止活動の推進 

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 

[17,959] 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

 交通安全施設等整備事業                            （警察本部） ２月補正 
23,132 
当初予算 
199,165 

[464,195] 
 

  信号機や道路標識など交通安全施設の新設、更新等を行うことにより、安全かつ円滑な

交通を確保します。 

  事業内容 信号機の新設（３か所） 

         整備箇所 福井停車場米松線１か所、福井朝日武生線１か所 

              越前町道１箇所 

信号機の制御機更新（５０基） 

信号灯器のＬＥＤ化（３０式） 

道路標識、標示の新設、更新（標識３８６本、標示のべ６６km） 

自動起動式発電機（１０式）、可搬式発電機（１１式）の整備 

財  源 警察施設整備費補助金 等 

 

 

◇あらゆる災害対応を迅速第一（施策番号１０４２） 

 

総合防災合同訓練実施事業                   （安全環境部危機対策・防災課） 10,543 

［  -  ］ 

 

  災害時における県内外の防災機関相互の連携を深め、広域的な防災体制の強化を図るた

め、緊急消防援助隊などの実動部隊が協力し、中部７県合同で訓練を実施します。 

  開催時期 ３１年１１月１日、２日 

  開催場所 真名川グラウンド（大野市） 等 

 

 

原子力災害時避難円滑化事業                 （安全環境部危機対策・防災課） 219,465 

[120,000] 

 

  原子力災害時における円滑な避難を図るため、避難経路等の改善を実施します。 

  事業内容 半島部における道幅が狭い市町道４路線について、待避所の設置や一部拡

幅、融雪装置の設置など、局部的な改修を実施 

  事業期間 ３０～３２年度 

  財  源 原子力災害時避難円滑化モデル実証事業 

 

 

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 
1,104,000 

[1,012,000] 
  原子力発電所近隣の住民等が、原子力災害時に利用する一時集合施設等の放射線防護対

策を実施します。 

  事業内容 １０ｋｍ圏内にある一時集合施設３箇所、対策拠点施設１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 

 

 

 原子力防災における県外避難対策強化事業   （安全環境部危機対策・防災課、原子力安全対策課） 74,354 

［  -  ］ 

 

  原子力災害時の住民の広域避難を円滑に行うため、資機材の配備など県外避難対策を強

化します。 

  事業内容 県外避難先への資機材（間仕切り、床マット、発電機等）の配備 

       兵庫県庁へのＴＶ会議システムの導入 

       県外避難先の受入関係者に対する研修の実施 

  財  源 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 
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福井ふるさと元気宣言の実現  

 

 

 原子力防災センター機能強化（土砂災害対策）事業      （安全環境部危機対策・防災課） 595,000 

［  -  ］ 

 

  オフサイトセンターの緊急点検に基づき、土砂災害対策を実施します。 

  事業内容 土砂災害対策工事（土砂防止柵工事、擁壁工事等）の実施 

  実施箇所 敦賀オフサイトセンター、美浜オフサイトセンター 

  財  源 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 

 

 

モニタリングポスト等通信多重化事業            （安全環境部原子力安全対策課） ２月補正 
268,400 
当初予算 

246,080 
［  -  ］ 

 

  モニタリングポスト等の緊急点検に基づき、通信設備の多重化対策を実施します。 

  事業内容 衛星回線設置工事の実施 

  実施箇所 モニタリングポスト５局、電子線量計５５局 

  財  源 放射線監視等交付金、原子力災害対策事業費補助金 

 

 

 空き家対策支援事業                              （土木部建築住宅課） 7,225 

  空き家の流通促進や除却、住宅診断にかかる費用に対して支援を行います。 

事業内容 流通促進のための事業に対する補助 

補助対象 市町 

補 助 率 県２７．５％ （国４５％ 市町２７．５％） 

補助上限額 １市町あたり２０万円 

     除却にかかる費用に対する補助 

補助対象 空き家所有者 

補助上限額 １戸あたり５０万円 

負担割合 県２７．５％ （国４５％ 市町２７．５％） 

住宅診断にかかる費用に対する補助 

補助対象 空き家所有者 

補助上限額 １戸あたり３．５万円 

負担割合 県２７．５％ （国４５％ 市町２７．５％） 

[6,325] 

 

 
 木造住宅の耐震化                             （土木部建築住宅課） 19,329 

  耐震診断や補強プラン作成、耐震改修工事にかかる費用に対して支援し、木造住宅の耐

震化を促進します。 

事業内容 耐震診断・補強プランの作成 

補助上限額 １戸あたり９万円 

（伝統的な古民家は１戸あたり３６万円） 

         負担割合 県１／４ （国１／２ 市町１／４） 

耐震改修工事 

補助上限額  １戸あたり１００万円 

      （伝統的な古民家は１戸あたり１７０万円） 

負担割合  県１／４ （国１／２ 市町１／４） 

［22,209］ 

 

 

 次世代につなぐ美しい県立学校リノベーション事業          （教育庁学校振興課） 834,836 

［  -  ］   県立学校の大規模改修にあわせ、省エネ、バリアフリー化を積極的に進め、時代に即し

た学習環境の向上を図ります。 

  事業内容 外壁や屋上防水、内装の改修 

       内窓や壁断熱材、体育館への送風機設置 等 

設計 高校７棟、特別支援学校 ２棟 

工事 特別支援学校 ４棟 

  財  源 学校施設環境改善交付金、公共施設等適正管理推進事業債 等 
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 足羽川ダム建設事業（公共）                       （土木部河川課） 1,897,000 

  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 ７７億円 

［1,227,892］ 
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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） 

 

年縞博物館企画展開催事業                    （安全環境部自然環境課） 4,793 

[1,491]   年縞研究から解き明かされたエジプトの気候変動が古代文明に与えた影響を紹介する企

画展を開催します。 

  事業内容 テーマ「年縞が解き明かすナイル川の自然環境と古代エジプト文明（仮）」 

  開催期間 ３１年８月１日～９月３０日の６１日間 

 

 

「里山里海湖」研究活用推進事業                  （安全環境部自然環境課） 36,517 

[42,133]   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 多様な主体が参加する福井の里山整備活動を支援 

里の知恵や技などを学び体験する講座の開催、里山暮らし体験 

里山里海湖の恵みを人々の暮らしに結びつける研究 

「学びの森」や「学びの海湖」で体験プログラムを提供 等 

  財  源 自然保護基金、環境保全基金 

 

 

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） 13,825 

[24,309]   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ます。 

  事業内容 コウノトリの飼育 

       コウノトリ定着推進会議の開催 

  財  源 自然保護基金 

 

 

◇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） 22,462 

 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 家庭の日（毎月第３日曜日）を、省エネ行動を推進する統一行動日に設定

し、季節ごとのテーマでエコな取組みを実施 

      クールシェア・ウォームシェアスタンプラリー、省エネ家電買替キャンペ 

ーンの実施 

       ふるさと環境フェアの開催 等 

  財  源 環境保全基金 

[15,434] 

 

 

 

 

 

 

中小企業スマート省エネ促進事業                  （安全環境部環境政策課） 16,533 

[9,536] 

  

  業種ごとに、運用改善やＩＣＴの活用など、賢い省エネ対策を中心としたガイドライン

を作成し、県内中小企業の省エネ対策の強化を図ります。 

  事業内容 各業種のモデル事業者を選定し、省エネ対策を実施 

       得られた成果や関連する調査をもとにガイドラインを作成し、省エネ対策

を推進 
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 再エネ活用地域振興プロジェクト事業                （安全環境部環境政策課） 23,543 

 再生可能エネルギー導入に意欲のある地元企業が、地域とともにＦＩＴによる売電収入

の一部を活用した地域還元型の取組を企画・実施することにより、再生可能エネルギーの

普及と地域のまちおこしを促進します。 

  事業内容 地域協議会による事業化検討に対する支援 

         地域単独で実施する場合    定額補助 ３０万円 

         地域と企業合同で実施する場合 補 助 率 １／２ 

補助上限額 １００万円 

       再生可能エネルギー設備導入に対する支援 

         補 助 率 県１／４ （市町１／４） 

         補助上限額 ２，０００万円 

[3,534] 

  

 

 

◇景観を県民資産に（施策番号１０５４） 

 

  全国「みどりの愛護」のつどい開催事業                        （土木部都市計画課） 4,960 

［ － ］   花や緑があふれる美しいまちづくりを推進するため、第３１回全国「みどりの愛護」の

つどいについて式典実施計画の作成など開催準備を進めます。 

  事業内容 活動事例紹介や表彰など式典実施計画の作成 

会場における記念植樹の準備 等 

  事業期間 ３１～３２年度 

 

 

 福井ふるさと百景活用推進事業                     （観光営業部文化振興課） 4,690 

  「福井ふるさと百景」を活用した地域団体の景観づくり活動などを支援することにより、

地域とともに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） 

       福井ふるさと百景ガイドブックの改訂 

[3,487] 

 

 

 福井の伝統的民家活用推進事業                     （観光営業部文化振興課） 23,790 

  伝統的民家や蔵などが集積する街並み景観の保全を図る市町事業を支援することによ

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） 

[29,231] 

 

 

福井ふるさと広域景観形成事業                     （観光営業部文化振興課） 16,726 

[24,213]   豊かな自然や歴史、文化等、特徴ある福井らしい景観資源が集積し、優先的な景観施策

の実施が望まれる６つの景観軸において、市町が行う景観形成を支援します。 

  事業内容 景観づくり・保全事業を実施する市町に対する補助 

補 助 率 県１／２ 

補助上限額 １軸あたり２，５００万円 

事業期間 ３０～３４年度 

重要文化的景観の選定を目指す市町に対する補助 

補 助 率  国１／２、県１／４ 

事業期間 ３１～３２年度 
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三里浜緩衝緑地等環境改善事業（公共）   （部局連携：土木部都市計画課、産業労働部公営企業経営課） 52,408 

  三里浜緩衝緑地およびテクノポート福井の環境改善を行い、地域住民などの利用を促進

します。 

  事業内容 樹林内の下草刈り、下枝打ち、低木剪定 

[52,000] 

 

 

越前禅定道の再整備事業（公共）                  （安全環境部自然環境課） ２月補正 
7,454 

[11,000] 
 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、老朽化した標識等の補

修を行います。 

  事業内容 平泉寺白山神社から白山伏拝までの約５ｋｍの区間の再整備 

  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） 

 

県民衛星プロジェクト支援事業                  （産業労働部新産業創出課） 185,464 

  県内企業等が主体となり打上げを目指す県民衛星の製造等を支援し、本県宇宙産業の創

出を促進します。 

事業内容 県民衛星の開発・打上げに対する支援 

［72,636］ 

 

 

 宇宙産業拡大支援事業                    （産業労働部新産業創出課） 43,562 

  超小型人工衛星の製造や運用、衛星から得られるデータの活用など県内宇宙産業の拡大

に向けた取組みを支援します。 

事業内容 超小型人工衛星の製造・運用に係る県内企業の人材育成 

衛星データを活用した民間向けソフトウェア開発に対する支援 

  補 助 率 県１／２ 

  補助上限額 ５００万円 

       人工衛星への開繊ＣＦＲＰ搭載に向けた研究開発に対する支援 

  財  源 地域活性化雇用創造プロジェクト補助金、地方創生推進交付金 

［  -  ］ 

 

 

宇宙技術および科学の国際シンポジウム（ＩＳＴＳ）開催事業    （産業労働部新産業創出課） 11,135 

  ６月に本県で開催される「第３２回宇宙技術および科学の国際シンポジウム（ＩＳＴＳ）」

において、県民向けに宇宙関連イベントを実施し、県民の科学・宇宙技術への興味を育む

とともに県内宇宙産業の振興を図ります。 

  事業内容 ジュニアＩＳＴＳ（小・中・高校生の研究発表）宇宙飛行士講演会の開催 

       ＩＳＴＳ参加者向けエクスカーションの実施 等 

［4,633］ 

 

 

 ロボット導入支援事業                      （産業労働部新産業創出課） 4,672 

  工業技術センターにおいて、ロボットシステムの企画、構築等の指導を行い、企業への

ロボット導入を促進します。 

  事業内容 企業に対するロボット導入にかかる相談対応および操作研修 

［5,666］ 

 

 

ＩｏＴ・ＡＩ普及促進事業                    （産業労働部新産業創出課） 63,229 

  企業のＩｏＴ・ＡＩの導入を促進し、業務効率化による生産性向上を図るとともに、新

しいビジネスの創造を促進します。 

  事業内容 「ふくいＡＩビジネス・オープンラボ」の運営 

       ＩｏＴ・ＡＩ・ロボット導入に対する支援 

         補 助 率 県１／２～２／３ 

         補助上限額 ２００万円～１，０００万円 

［50,102］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

予 算 額 
[30年度当初予算額] 

（単位：千円） 
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 福井しあわせ健康産業創出支援事業               （産業労働部新産業創出課） 13,200 

  繊維、眼鏡などの高度なものづくり技術を活用し、医療・介護など健康産業への参入を

促進するため、医療現場との情報交流や販路開拓等を支援し、早期事業化を図ります。 

  事業内容   医療・介護現場や大手企業と県内企業との情報交流の場を設置 

        ヘルスケアビジネスの創出に関する研究会を設置 

         試作品開発、医療学会・展示会への出展支援 等 

           補 助 率 県１／２ 

           補助上限額 ２０万円～５０万円 

  財  源   地方創生推進交付金、地域活性化雇用創造プロジェクト補助金 

［8,651］ 

 

 

 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(0.1 億円) 

を活用 

  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 地域資源を活用した新商品・新サービスの開発および販路開拓 

補 助 率 県１／２ 
補助上限額 ２００万円 

  財  源 ファンド６０億円（県１０億円 国４０億円 民間金融機関１０億円）の 

       運用益 

  事業期間 ３０～４０年度 

 

 

 将来のふくいを牽引する技術開発支援事業           （産業労働部地域産業・技術振興課） 61,589 

  「ふくいオープンイノベーション推進機構」において、県内企業、大学、研究機関、金

融機関、大手企業等が連携チームを結成して行う研究開発を支援します。 

  事業内容 研究開発への助成 

         補助対象経費 研究開発費、販路開拓費 

         補 助 率 県２／３ 

         補助上限額 地域経済牽引型    ２，０００万円 

                     （２年目は、１，０００万円） 

                小規模技術開発支援型   ５００万円 

         補 助 期 間 地域経済牽引型    ２年以内 

                小規模技術開発支援型 １年 

       研究開発成果展の開催 

[61,559] 

 

 

  研究開発プロフェショナル人材設置事業          （産業労働部地域産業・技術振興課） 41,798 

  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 

        展示会への出展、セミナー開催等により研究成果の新分野展開を支援 

  財  源   地方創生推進交付金、地域活性化雇用創造プロジェクト補助金 

[33,114] 

 

 

 福井繊維産地サプライチェーン強化支援事業         （産業労働部地域産業・技術振興課） 7,413 

 繊維企業の業種横断的な企業連携を促進し、商品の自主企画や開発、国内外への販路拡

大を支援することにより、産地のサプライチェーン（供給体制）の強化を図ります。 

  事業内容 新商品開発やマーケティングを行うコーディネーターの設置を支援 

         実施主体 福井県繊維協会 

         補 助 率  県３／４ 

       ファッション系専門学校等が県内産地で行う研修を支援 

  事業期間 ３０～３２年度 

[7,487] 
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 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） 32,646 

  伝統的工芸品産地の魅力を高めるため、産地とデザインセンターふくいが連携して職人

の育成および産地への観光誘客、新たな販路開拓を推進します。 

  事業内容 伝統工芸職人塾の開催 

         産地職人による技能実習 

         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） 

       伝統工芸産地の連携による販路開拓 

         海外向けクラウドファンディングの支援 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」 

[33,496] 

 

 

 国際北陸工芸サミット開催事業               （産業労働部地域産業・技術振興課） 128,256 

  文化庁と北陸三県が協力して工芸の魅力を世界に発信する国際北陸工芸サミットにおい

て、国際工芸展を開催し、福井の工芸の知名度向上、販路拡大を図ります。 

  事業内容 テオ・ヤンセン氏と越前和紙とのコラボ展 

       各伝統工芸産地による企画展示・販売・体験 等 

       テーブルウェアフェスティバル（東京開催）への出展（北陸三県連携） 

  事業期間 ２９～３３年度 

       （メイン会場 ２９年度 富山県、３１年度 福井県、３２年度 石川県） 

  財  源 文化芸術創造拠点形成事業補助金 

  [8,000] 

 

 

 産地新ブランド創出・流通サポート事業           （産業労働部地域産業・技術振興課） 7,822 

  伝統工芸などものづくり企業に対し、新ブランドの創出、新商品開発に加え、新たな流

通経路の確保まで含めた総合的な支援を行い、販売力の強化を図ります。 

  事業内容 伝統工芸の事業者の新商品開発、流通経路確保、直営店の開業を支援 

       デザインセンターふくいのラボにおいて試作品制作 

 [7,983] 

 

 

 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）（産業労働部新産業創出課） 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 ２／３ 

         補助上限額 １，０００万円 

  財  源 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 

 

 

人材確保支援センター運営事業                  （産業労働部労働政策課） 57,700 

  県内企業の人手不足に対応するため、人材確保支援センターにおいて、高齢者や女性な

ど多様な人材が活躍できる職場づくりなど企業の人材確保を支援します。 

  事業内容 企業の人材確保に関する相談窓口の運営 

       県外大学と県内企業の面談会の開催 

       採用力向上・人材活用に関するセミナーの開催 等 

  ［58,905］ 

 

 

働きやすい福井企業応援事業                   （産業労働部労働政策課） 2,162 

  誰もが働きやすい職場づくりに積極的に取り組む企業を表彰し、企業の人材確保につな

げます。 

  事業内容 優れた職場環境づくりに取り組む企業を表彰し、県内企業へ好事例を発信 

   ［3,511］ 
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◇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                   （産業労働部国際経済課） 84,135 

  県内企業の海外展開を支援するため、海外等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 

  ［88,913］ 

 

 

 ２０２０東京オリンピック市場への販路開拓事業       （産業労働部地域産業・技術振興課） 4,000 

  東京オリンピックを契機として拡大するスポーツ関連市場への県内企業の参入・販路開

拓を支援します。 

  事業内容 企業による東京五輪組織委員会やゴールドパートナー等への売込活動や

東京五輪採用製品等の製造の経費を助成 

  補 助 率 県１／２ 

補助上限額 ４０万円～１００万円 

    [4,000] 

 

 

◇地域ビジネスを積極的に応援（施策番号２０６３） 

 

おもてなし産業魅力向上支援事業            （産業労働部産業政策課、新産業創出課） 100,366 

 北陸新幹線敦賀開業に向けて、新幹線駅周辺を始めとする市街地や観光拠点周辺の店舗

等における観光客の受入れ態勢を支援します。 
  事業内容 飲食店や宿泊施設などの店舗改装や伝統工芸品の工場などの見学施設の 

        整備、県産食材を活用した土産品の開発、創業の経費を助成 

  補 助 率 県２／３ 

  補助上限額 ２００万円～３００万円 

  事業期間 ３０～３４年度 

［100,366］ 

 

 

ふるさと企業経営承継円滑化事業                 （産業労働部産業政策課） 22,365 

  経営者の高齢化が進む中、優れた技術や商品・サービスを持つ県内企業の円滑な事業承

継を支援します。 

事業内容 承継を機会とした店舗改装等の経費を助成 

       （助成後３年以内の事業承継が条件） 

         補 助 率 県２／３ 

         補助上限額 ３００万円 

       承継準備に必要な企業価値の評価、設備承継の経費を助成 

         補 助 率 県１／２～２／３ 

         補助上限額 ２０万円～１５０万円 

［22,365］ 
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制度融資・前向き資金の確保                    （産業労働部産業政策課） 375,224 

  産業活性化支援資金、事業承継支援資金の融資枠を引き続き十分に確保し、雇用の創出

および地域経済の発展・活性化を促進します。 

  産業活性化支援資金〔金融機関への預託金２．４億円、保証料補給金９，９１３千円〕 

融 資 枠 １２億円 

融資限度額 １．５億円（運転資金は８，０００万円） 

融資利率 保証付き １．０％以下（融資期間１０年以下） 

保証なし １．３％以下（融資期間１０年以下） 

  事業承継支援資金〔金融機関への預託金１．２億円、保証料補給金５，３１１千円〕 

融 資 枠 ６億円 

融資限度額 １．５億円（親族間承継の場合は８，０００万円） 

融資利率 保証付き １．０％以下（融資期間１０年以下） 

保証なし １．３％以下（融資期間１０年以下） 

［396,050］ 

 

 

小規模事業者経営改善資金（マル経資金）利子補給          （産業労働部産業政策課） 28,973 

  小規模事業者経営改善資金に対して、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。 

  融 資 枠 ４０億円 

  融資限度額 ２，０００万円（設備資金および運転資金） 

  融資利率 １．１１％ 

  支援内容 年０．５％を利子補給（借入時から２年間利子を補給） 

［31,650］ 

 

 

 

◇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） 1,109,974 

  県内での新たな立地や増設等を行う企業を支援します。あわせて、立地企業のＵ・Ｉ 

ターン者雇用を応援し、県外からの人口流入を促進します。 

  施設整備費補助 

    対 象 業 種 一般製造業、先端技術産業、健康長寿産業、食品関連産業、 

           物流関連産業、本社機能、ホテル 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％ 

  Ｕ・Ｉターン者雇用促進補助 

    事 業 内 容 Ｕ・Ｉターン者を雇用した立地企業に対し定額を補助 

    補 助 額 ５０万円／人 

［775,265］ 

 

 

 産業団地整備事業補助金                       （産業労働部企業誘致課） 1,245,200 

  市町が行う産業団地整備に対して支援します。 

  対象経費 用地測量、調査、工事費等への補助 

  実施市町 敦賀市（３１年度整備完了予定）、大野市（３２年度整備完了予定）、 

越前市（３２年度整備完了予定）、おおい町（３３年度整備完了予定） 

  補 助 率 ２／３ 

  補助上限額 ８億円（１０ｈａ以上の場合は１０億円） 

［909,800］ 
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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） 

 

「いちほまれ」ブランド化事業                   （農林水産部福井米戦略課） 133,240 

[160,000]    「いちほまれ」の最高価格帯での販売を継続し、全国的なトップブランドとしての地位

確立を目指します。 

  事業内容 ＣＭ広報の実施 

        百貨店や高級スーパー等への営業活動 

        販売イベント等の開催 

       いちほまれ販売専門員の派遣 

         実施主体 ふくいブランド米推進協議会 

いちほまれブランド化戦略の改定 

 

 

福井県産米販売強化事業                     （農林水産部福井米戦略課） 100,000 

[100,000]   福井県産米の主要な流通先である関西圏において販売促進活動を一層強化し、平成３０

年度の国による生産調整廃止後も生産者の安定的な所得確保を目指します。 

  事業内容 新米時期のキャンペーンを展開 

限定コシヒカリやパイプライン米などの販売活動を支援 

販売スタッフによる斡旋販売 

  実施主体 福井県経済農業協同組合連合会 

  負担割合 県１／２ 

 

 

  スマート農業加速化実証プロジェクト事業             （農林水産部生産振興課） 127,552 

 九頭竜川パイプラインエリアにおいて、ＩＣＴ農機や生産管理システム等を用いて、低

コストで収益性の高い大規模経営を実証します。 

事業内容 ロボットトラクタやドローン等を用いたスマート農業実証圃場において、

大規模経営への導入効果を実証 

  財  源 国１０／１０ 

事業期間 ３１～３２年度 

［  -  ］ 

 

 

 水田を活用した園芸生産拡大事業                    （農林水産部生産振興課） 175,600 

 園芸生産を拡大するため、水田を活用した排水性の良い圃場づくりと大規模機械化栽培

の実践を支援します。 

  事業内容 大規模生産体制に必要な経費を支援 

       排水対策に必要な暗渠等の導入を支援 

  補 助 率 国１／２～１０／１０ 県１／１０～２／１０ （市町１／１０） 

財  源 園芸作物生産転換促進事業補助金 

[171,163] 

 

 

福井米生産体制整備事業                     （農林水産部福井米戦略課） 622,350 

[879,698]   福井米の高品質・高食味化を図り、安定した供給を行うために必要な施設の整備を支援

します。 

  事業内容 乾燥調製施設の整備 

  実施主体 花咲ふくい農業協同組合 

  補 助 率 国１／２ 

財  源 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 

  事業期間 ３０～３１年度 
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 収益性の高い水田農業経営確立支援事業               （農林水産部生産振興課） 205,908 

[207,311]   小規模経営体を含めた営農の広域化と規模拡大に併せた園芸導入を支援し、収益性の高

い農業経営へ転換します。 

  実施内容 営農組織４０ha規模以上の広域化に必要な機械を導入 

       １０ha以上の規模拡大と園芸導入に必要な機械を導入 

       規模拡大が困難な小規模経営体の営農継続に必要な機械を導入 

  実施主体 集落営農組織等 

  補 助 率 県１／６～１／２ 

 

 

 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） 147,000 

 自然光を利用する大規模ハウスによる通年出荷型の大規模施設園芸を支援します。 

事業内容 大規模ハウスの建設、栽培装置の導入（１か所） 

補助率 国１／２ 県１／１０ （市町１／１０） 

       経営初期の雇用支援（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 

財  源 産地パワーアップ事業補助金 

[416,000] 

 

 

 若手農業者園芸リースハウス整備事業                （農林水産部生産振興課） 96,600 

  若手農業者等へリースする園芸ハウスによる施設園芸を支援します。 

  事業内容 リースハウス団地を整備（２か所） 

  実施主体 春江農業協同組合、花咲ふくい農業協同組合 

  補 助 率 国１／２ 県１／１０（市町１／１０） 

財  源 産地パワーアップ事業補助金 

[96,600] 

 

 

 ６次産業化推進事業                        （農林水産部食料産業振興課） 110,631 
[13,911]   ６次産業化を進める認定農業者や漁業者グループ等による新たな６次化商品の開発や販

路開拓を支援します。 

  事業内容 ６次産業化を進める際に必要な施設整備への支援 

補助率 国３／１０ 

       ６次産業化サポートセンター（食品加工研究所）の運営等 

財  源 食料産業・６次産業化交付金 等 

 

 

◇「里山里海湖ビジネス」の新展開（施策番号２０７２） 

 

 中山間集落農業支援事業                            （農林水産部地域農業課） 91,949 

[97,545] 

 

  集落営農や里山里海湖ビジネスなど集落の自主的な活動を支援し、中山間地域の農業の

振興を図ります。 

  事業内容 集落の合意形成活動、活動計画の作成等を支援 

         補助率 県１／２ 

       小規模水田農業用機械や園芸施設等の生産基盤、農家レストラン、農家民

宿等の整備を支援 

         補助率 県１／３ 
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 ふくいワインカレッジ研修事業                    （農林水産部地域農業課） 8,675 

[11,082]   県産ワインの生産者を育成し、県産の「ふくいワイン」による中山間地域の振興を図り

ます。 

  事業内容 ワイナリー開業に向けた知識習得研修、栽培・醸造実習（定員 １０名） 

財  源 中山間地農業ルネッサンス推進事業交付金 

 

 

 ふくい薬膳推進事業                         （農林水産部生産振興課）  2,128 

[2,763] 

 

  国産原料の需要が高まっている薬用作物の産地を育成するとともに、料理への活用によ

り、地域の活性化を図ります。 

  事業内容 薬膳料理研究家による地域や店舗に合わせた料理開発を支援 

         実施主体 市町 

       薬膳講習会の開催 

財  源 中山間地農業ルネッサンス推進事業交付金 

 

 

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） 

544,033 

[553,222] 

  金網柵等の整備や捕獲活動を引き続き支援し、有害鳥獣対策を総合的に実施します。 
  事業内容 金網柵等の新設・更新への支援 

  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） 

有害鳥獣捕獲檻整備および捕獲経費の支援 
  実施主体 県、市町、各市町鳥獣害対策協議会 等 

財  源 鳥獣被害防止総合対策交付金 等 
 

 

◇「ふくい食ブランド」を地消・外商（施策番号２０７３） 

 

 

 

ふくいの食品戦略的販路拡大支援事業               （産業労働部産業政策課） 7,818 

  食品事業者の販路開拓を支援し、都市圏における販路拡大を図ります。 

  事業内容 都市圏の大規模展示会等への出展支援 

       食品バイヤー等を招聘した商談会および展示会の開催 

［8,946］ 

 

 

 

 「ふくいの食文化」魅力発信事業                 （観光営業部ブランド営業課） 4,380 

 注目度の高い本県の食と食文化を首都圏等のメディアに発信することにより、福井の食

の知名度向上を図ります。 

  事業内容 メディアを対象に首都圏において「福井の食文化体験会」を開催 

       福井の食文化講座の開催や講座内容と連動したツアーを実施 

[4,914] 

 

 ふくいの地場産学校給食推進事業    （部局連携：農林水産部食料産業振興課、教育庁スポーツ保健課） 38,679 
[40,889]   地場産食材の供給円滑化により学校給食における地産地消を推進するとともに、生産者

との交流や本県の特産品を使用した給食の提供により食育を推進します。 

  事業内容 地場産食材供給円滑化のための人材育成および会議の開催 

       小学生を対象とした生産者との交流による農業体験を支援 

       本県の特産品などを使用した学校給食を提供し食に関する授業を実施 
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 「御食国・和食の祭典ｉｎ若狭路２０１９」開催事業       （観光営業部ブランド営業課） 5,000 

 御食国と呼ばれた三重県、兵庫県および都であった京都府とともに「御食国・和食の祭

典」を開催し、御食国若狭の歴史と文化を全国に発信します。 

  事業内容 御食国・和食の祭典の開催（場所：福井県小浜市） 

  総事業費 17,000千円 

［  -  ］ 

 

 

福井県ビジネス支援センター運営事業               （産業労働部産業政策課） 243,689 
  「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」の建物借入および民間事業

者への運営業務の委託 

[227,561] 

 

 

 

◇「もうかる漁業」へ転換加速（施策番号２０７４） 

 

  マハタ種苗生産事業                          （農林水産部水産課） 9,188 

［  -  ］   漁家民宿等においてニーズの高いマハタの種苗を生産し、県内の養殖業者に供給します。 

  事業内容 栽培漁業センターにおいて、マハタの種苗を生産 

 

 

 「ふくいの地魚」消費拡大推進事業                       （農林水産部水産課） 4,582 

  中学３年生に対してセイコガニの食べ方講習会を実施するとともに、魚屋での販売促進

活動を支援し、新鮮な地魚の消費拡大を図ります。 

  事業内容 中学３年生へのセイコガニ提供 

       地魚を使った魚食普及イベントを支援 

          実施主体 魚商組合連合会 

          補 助 率 県１／２ 

[4,998] 

 
 

 定置漁業・底曳網漁業振興対策事業                        （農林水産部水産課） 101,571 

  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） 

[101,571] 

 

 

◇森林を市場に直結（施策番号２０７５） 

 

県産材サプライチェーン構築事業                 （農林水産部県産材活用課） 6,567 

  製材所ニーズに応じて、安定的かつ効率的に丸太を供給するシステムを構築し、県産材

利用量の増加を図ります。 

  事業内容 丸太の品質等調査、商談会の実施 

  [8,550]
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ふくい県産材都市圏販路開拓事業 （農林水産部県産材活用課） 8,847 

[8,847]  内装材等の需要が多い都市圏において新たな市場を開拓し、県産材の利用拡大を図りま

す。 

事業内容 都市圏における大規模建材展への出展、商談会の実施 

緊急森林整備事業    （農林水産部県産材活用課） ２月補正

535,599 
［  -  ］ 

 山ぎわ集落等の間伐の推進に加え、間伐材を搬出するための路網や間伐材加工施設等の

整備を進めます。 

事業内容 山ぎわの間伐や路網整備を支援 

間伐材搬出のための機械等の導入を支援 

補 助 率 国１０／１０、国１／２ 

財  源 森林整備・林業等振興整備交付金 

コミュニティ林業支援事業 （農林水産部県産材活用課） 28,174 

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

材生産を行い、山ぎわの景観保全など総合的に森林整備を進めます。 

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

伐採した木材をストック、選別するための土場等の整備 

集落景観の向上や獣害対策のための下枝払い 

補助内容 １４０万円／集落 

実施地区 ２０集落 

[28,174]
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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 

 

◇「恐竜渓谷１００万人構想」の実現（施策番号２０８２） 

 

 「ジュラシック・ワールド」恐竜モニュメント設置事業      （観光営業部ブランド営業課） 15,425 

[  -  ]  映画「ジュラシック・ワールド 炎の王国」に登場した恐竜のモニュメントを設置する

ことにより、恐竜王国福井の魅力を全国に発信します。 

  事業内容 映画に登場したティラノサウルスのモニュメント設置（場所：恐竜博物館） 

 

 

 恐竜博物館企画展開催事業                           （観光営業部ブランド営業課） 60,986 

[63,724]   日本初公開となるチエンジョウサウルスの実物全身骨格や、プロジェクションマッピン

グ等を活用した展示により、恐竜の成長や進化に大きな影響を与えた恐竜の「脳」を紹介

する企画展を開催します。 

  事業内容 テーマ「恐竜は世界をどう感じたか～恐竜の脳科学～」（仮称） 

  開催期間 ３１年７月１２日～１０月１４日の９５日間（予定） 

 

 

 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） 11,017 

 公式恐竜ブランドキャラクター「Ｊｕｒａｔｉｃ」を活用し、新たな商品開発と販路拡

大を進め、全国に「恐竜王国福井」を発信します。 

   事業内容 「Ｊｕｒａｔｉｃ」商品の開発・販売の促進 

デザイナーによるデザイン監修 

[11,027] 

 

 

◇観光フロンティア・福井（施策番号２０８３） 

 

周遊・滞在型観光推進事業                    （観光営業部観光振興課） 565,925 

[158,472] 

 

 複数の市町が連携した周遊・滞在型観光を推進することにより、北陸新幹線敦賀開業や

中部縦貫自動車道全線開通に向け、さらなる誘客拡大、地域の活性化を図ります。 

  事業内容 周遊・滞在型観光推進計画に基づく事業に対する支援 

ハード整備支援 

  実施主体 市町 

           補 助 率 県３／１０ 

           整備個所 道の駅「結の故郷（仮称）」（大野市） 

                紫式部資料館（越前市） 

                南条ＳＡ地域振興施設（南越前町） 

                レインボーライン（美浜町、若狭町） 

                漁家レストラン・宿泊施設（小浜市） 

                ホテル流星館（おおい町） ほか３件 

  ソフト事業支援  

  実施主体 市町、観光団体 等 

           補 助 率 県１／２ 

  事業期間 ２８～３４年度 
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 恐竜や食を活かした全国ＰＲ事業                  （観光営業部観光振興課） 59,253 

[59,846]   福井のダントツ日本一ブランドである「恐竜」や福井の「食」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誘客 

ＪＲが実施する冬の味覚に関するキャンペーンと連携したＰＲ等を 

実施 

首都圏等におけるプロモーション 

         主要駅（上野、大宮）において大型広告、出向宣伝を実施 

         ツーリズムＥＸＰＯ（大阪）への出展        

       民宿や旅館などの体験付き宿泊プランの企画、モニターツアーの実施 

 

 

 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） 13,204 

[10,761]   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等との連携による修学旅行商談会等の開催 

       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 

 

 

コンベンション誘致促進事業                    （観光営業部観光振興課） 29,897 

[12,584] 

 

  北陸新幹線敦賀開業による首都圏からの利便性が向上することに備え、コンベンション

の誘致活動、開催時の負担軽減等の支援を強化し、本県への観光誘客拡大を図ります。 

事業内容 コンベンション開催に係る助成金を３１年度開催分から増額 

上限額 国内   ９００万円 

            国際 １，２００万円 

 

 

 外国人向け「ＺＥＮ」ブランドによる誘客強化事業             （観光営業部広域誘客課） 30,167 

[32,938]   国・地域別に旅行者の嗜好や主な年齢層といった属性を踏まえたプロモーション活動を

展開し、海外からの誘客拡大を図ります。 

  事業内容 「ＺＥＮ」ブランドを前面に打ち出した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 

 

 

 小松空港香港定期便利用促進事業  （部局連携：総合政策部交通まちづくり課、観光営業部広域誘客課） 14,000 

[  -  ] 

 

  

  ４月から香港定期便が新規就航するのを機に、香港でのプロモーションの強化や路線の

継続的な運航に向けた支援を石川県と連携して行うことにより、交流人口の拡大を図りま

す。 

  事業内容 石川県との共同による誘客プロモーション 

         香港での合同観光セミナーの開催 

         香港メディア、パワーブロガー等による県内視察 

         現地旅行博への共同出展 

         香港の旅行会社と県内観光・宿泊事業者との商談支援 

         香港定期便の運航支援 
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小松空港を活用した誘客プロモーション事業   

（部局連携：総合政策部交通まちづくり課、観光営業部広域誘客課） 

16,645 

[19,164] 

 

  

  航空会社とタイアップした本県の魅力発信などにより、小松空港を利用した国内外の交

流人口拡大を図ります。 

事業内容 国際線を利用する団体への助成等 

補助額 １人当たり５千円 

       航空会社とタイアップした誘客プロモーションの実施 

       小松空港アンテナショップの運営 

 

 

 「道の駅」整備事業（公共）                        （土木部道路保全課） 235,200 

  道路利用者への休憩サービスの提供、観光・案内や県産品販売の拠点として、個性豊か

なにぎわいを創出する「道の駅」を市町と共同で整備します。 

  整備箇所 大野市（２９～３２年度） 

       勝山市（２９～３２年度） 

       越前市（３０～３３年度） 

［181,650］ 
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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）

三方五湖エリア魅力アップ推進事業     （部局連携：総合政策部政策推進課、安全環境部自然環境課、 

観光営業部観光振興課、文化振興課、農林水産部生産振興課、地域農業課、土木部道路建設課） 

1,412 

[1,600] 

 三方五湖エリアが新幹線開業時に敦賀から西へと観光客を呼び込む滞在型観光の拠点と

なるよう、住民や関係団体と連携し、三方五湖エリアの魅力アップに向けた取組みを実行

します。 

事業内容 三方五湖エリア全体協議会の開催 

機運を醸成するシンポジウムや住民ワークショップの開催 

若狭湾の民宿滞在促進事業 （部局連携：総合政策部政策推進課、産業労働部産業政策課、 

観光営業部観光振興課、広域誘客課、農林水産部水産課） 

6,000 

[3,000] 

嶺南地域における新幹線利用客や外国人旅行客など新たな観光需要に対応するため、民

宿等が協力して地域全体の魅力を高める総合的な取組みを支援します。 

事業内容 地域全体をマネジメントする組織の設置、外部専門家の招へい 

民宿等を活かした地域の滞在・交流促進プロジェクトの作成 

事業主体 小浜市、美浜町、高浜町、若狭町 

補 助 率 県１／２ （市町１／２） 

補助上限額 １５０万円 

北陸新幹線三駅周辺整備推進事業  （総合政策部交通まちづくり課） 234,751 

[87,388] 市が行う駅前広場や駐車場など北陸新幹線駅の周辺整備を支援します。 

事業内容 芦原温泉駅   西口交通広場、西口賑わい空間整備 

南越駅（仮称） 駅前広場、観光交流センター・多目的広場整備 

敦賀駅     緑化空間・駐車場整備、散策路連絡橋整備 

事業主体 あわら市、越前市、敦賀市 

制度概要 事業期間 ２９～３４年度 

補助対象 あわら市、越前市、敦賀市 

補助上限額 １市あたり３億円（国の支援を除く市負担分の１／２） 

福井駅西口市街地再開発支援事業 （土木部都市計画課） 51,889 

 福井駅前電車通り北地区および福井駅前南通り地区の市街地再開発について、福井市が

行う再開発準備組合に対する補助を支援します。 

事業内容 事業計画等作成に対する支援 

補 助 率 県１／６（国１／３ 福井市１／６ 組合１／３） 

財  源 公共事業等債 

[2,750]

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） 7,116 

[18,262]  山里口御門や福の井を活用したイベントを開催するとともに、城址周辺の整備を行い、

「県都デザイン戦略」に基づくまちづくりを進めます。 

事業内容 おもてなしブースを設置して水汲み体験や茶会などのイベントを開催 

城址周辺における歩道整備への支援（福井市事業） 

予 算 額 
[30年度当初予算額] 

（単位：千円） 
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◇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） 28,800,000 

[24,500,000]   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（１，７２９億円）にかかる本県の建設負担 

         橋りょう工事（九頭竜川橋りょうなど） 

高架橋工事（南越駅高架橋など） 

         トンネル工事（新北陸トンネルなど） 

  財  源 整備新幹線建設負担金債 

 

 

 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） 306,000 

 新幹線沿線集落の理解を促進し、工事を円滑に進めるため、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 

事 業 期 間 ２６～３５年度 

[250,000] 

 

 

  並行在来線経営計画策定事業                     （総合政策部地域鉄道課） 6,437 

 ２５年度から２９年度までの基礎調査の結果に基づき、並行在来線の経営計画（案）を

策定するため、運行本数や経営規模の検討を行います。 

 事業内容 並行在来線の経営計画（案）の策定（３０年度～３１年度） 

運行計画（運行本数や相互乗入れ等）、資金計画（初期投資額や出資金）、 

要員計画（社員の採用・育成計画）等について検討 

  事業期間 ２５～３４年度 

[2,754] 

 

 

高規格道路整備事業（公共）                （土木部道路建設課、高規格道路推進課） 8,129,200 

  中部縦貫自動車道大野油坂道路の早期全線整備に向け、工事の進捗を図るとともに、福

井港丸岡インター連絡道路の早期完成を目指し、用地取得を進めます。 

［5,017,300］ 

 

 

◇道路・港湾の重点整備と利用促進（施策番号３０９３） 

 

敦賀港鞠山南地区２期工事                      （土木部港湾空港課） 1,007,000 

  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、敦賀港の機能を拡充しま

す。 

  事業内容 ふ頭用地造成 ７．３ｈａ 

 ［863,900］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-38-



福井ふるさと元気宣言の実現 

敦賀港利用拡大事業 （産業労働部企業誘致課） 24,500 

 敦賀港を活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５ＴＥＵ／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］ 

 海外クルーズ客船誘致促進事業 （産業労働部企業誘致課） 4,580 

 海外クルーズ客船の本県への寄港を増やすため、欧米で開催されるクルーズ展示会に他

港とともに参加するなど誘致活動を強化します。 

事業内容 大手クルーズ会社への直接営業および展示会（北米、 欧州）出展 

クルーズシンポジウムの開催

[4,004］

海外クルーズ客船おもてなし事業 

（部局連携：産業労働部企業誘致課、観光営業部観光振興課、土木部港湾空港課） 

13,425 

[12,054］ 

 海外クルーズ客船の寄港時に本県ならではの歓送迎やおもてなしを実施し、クルーズ客

船の継続的な寄港を促進します。 

事業内容 入港記念式典の実施、観光・物販ブースの設置 

海外クルーズ客船が寄港時に必要となる経費の一部助成 

テクノポート福井拡充産業用地造成 （産業労働部公営企業経営課） 764,748 

テクノポート福井において新たな産業用地を段階的に造成し、企業立地の受け皿を拡充

します。 

事業内容 産業用地造成 １５．０ｈａ（１期工事） 

[335,126］

◇電車・バス・自転車の利活用拡大（施策番号３０９４）

交通機関への再生可能エネルギー活用事業             （総合政策部地域鉄道課） 330,000 

 再生可能エネルギー設備を鉄道駅に整備し、鉄道事業者の省エネ化の促進や運営コスト

の削減、鉄道利用者への再生可能エネルギーのＰＲや理解促進を図ります。 

事業内容 福井鉄道北府駅に再生可能エネルギーを活用するための変電所を新設 

財  源 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 

[183,783]

 地域鉄道雪害対策特別支援事業 （総合政策部地域鉄道課） 88,301 

 地域鉄道の安全と安定運行の確保のため、鉄道事業者が行う雪害対策に要する経費に対

して支援します。 

事業内容 えちぜん鉄道の除雪車両更新 

福井鉄道のポイント融雪設備新設 

財  源 地域鉄道対策事業債 

[  - ]
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福井ふるさと元気宣言の実現 

（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、安全環境部原子力安全対策課） 6,935,000 

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

制圧等を行います。 

事業内容 バイパス道路整備 等 

財  源 原子力発電施設等立地地域特別交付金 等 

［9,455,000］ 

◇嶺南をエネルギー産業の拠点へ（施策番号３１０２）

エネルギー研究開発拠点化計画改定事業 （総合政策部電源地域振興課） 10,818 

[5,869]  国、電力事業者、産業界、大学等による拠点化推進会議において、新たな施策の方向性

等について協議し、エネルギー研究開発拠点化計画を改定します。 

事業内容 拠点化推進会議、ワーキンググループの開催 

国内外の事例等に関する調査 

事業期間 ３０～３１年度 

財  源 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 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）

競技力向上対策事業 （教育庁競技力向上対策課） 870,821 

[1,465,914]  福井国体で総合優勝した経験とノウハウ（国体レガシー）を活用し、継続的な強化を実

施することにより、全国上位の成績を維持します。 

事業内容 県外遠征、スーパーアドバイザー配置等による年間を通じた強化の実施 

東京オリンピックを目指す特別強化コーチの継続支援 

障害者アスリート競技力向上事業 （健康福祉部障害福祉課） 20,512 

［23,604］ 福井しあわせ元気大会により培われた競技力向上の取組定着を図るとともに、東京パラ

リンピック等への出場を目指す障害者トップアスリートを支援します。

事業内容 強化練習会の開催

トップアスリートの国際大会出場にかかる費用を支援 等

財 源  地域生活支援事業費等国庫補助金 

◇「スポーツ福井」の実現（施策番号４１１２）

 東京オリンピック機運醸成事業 （教育庁スポーツ保健課） 61,401 

[  - ]県民の東京2020オリンピックへの関心を高め、地域のスポーツ振興につなげます。 

事業内容 聖火リレーの開催準備 

日本代表選考会１次予選である全日本シニア・マスターズ体操競技選手権

大会の開催を支援 

オリンピック東京大会事前キャンプ誘致事業 （教育庁スポーツ保健課） 4,500 

[6,500]  ２０２０年のオリンピック・パラリンピック東京大会における事前キャンプの誘致活動

を市町と協力して進めます。 

事業内容 県内キャンプ地の誘致ＰＲ、視察受入の助成 

実施主体 市町 

補 助 率 県１／２ （市町１／２） 

補助上限額 誘致ＰＲ １００万円 

視察受入  ５０万円 

全国高等学校総合体育大会開催準備事業 （教育庁スポーツ保健課） 16,375 

 ２０２１年に本県を中心に北信越ブロックで開催する全国高校総体の実行委員会を設置

し、準備を進めます。 

事業内容 基本構想の策定 

競技別実施要項および競技会場運用計画の策定 

総合開会式実施要項（案）の策定 等 

[5,234]

予 算 額 
[30年度当初予算額] 

（単位：千円） 

-41-



福井ふるさと元気宣言の実現 

ワールドマスターズゲームズ２０２１関西開催準備事業 （総合政策部政策推進課） 5,154 

［5,145］  関西全域において開催されるワールドマスターズゲームズの公式競技等を県内開催し、

国体・障スポを機に高まったスポーツ気運の承継や新幹線開業に向けたインバウンドの拡

大、国際大会のさらなる誘致につなげます。 

本県開催競技 

公 式 競 技 ライフセービング（高浜町若狭和田海水浴場） 

オープン競技  ディスクゴルフ（坂井市海浜自然公園）

◇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） 42,507 

中学生・高校生の吹奏楽部の活動を支援するとともに、弦楽器や日本画を小学校から体

験させ、児童・生徒の感性や表現力を磨きます。 

事業内容 吹奏楽部に対する楽器の支援および中高が連携した合同練習の実施 

弦楽器クラブ等におけるプロ奏者による技術指導 

学校の授業において日本画の制作を体験 

[51,111]

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） 50,271 

音楽堂や美術館、博物館などの文化施設を活用し、子どもたちに文化に触れる機会や一

流アーティストの指導を受ける場を提供することにより、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  

[49,436] 

◇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） 11,007 

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 

[15,469]
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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）

「ふるさと県民」プロジェクト事業  （総合政策部ふるさと県民局地域交流推進課） 832 

[3,141]  福井にゆかりのある県外在住者を「ふるさと県民」として位置づけ、福井の情報を継続

的に発信し、ふるさと福井を応援する活動を促進します。 

事業内容 ふるさと県民証を発行し、福井に関する情報提供を実施 

ふるさと貢献促進事業 （総合政策部ふるさと県民局地域交流推進課） 26,547 

 ふるさと納税の新たな寄付者を掘り起こし、ふるさと福井とのつながりを強化すること

により、継続的な寄付者の確保を図ります。 

事業内容 使途を示して寄付を募るプロジェクト応援型ふるさと納税を推進 

ふるさと納税により、県内事業者の新事業創出を支援 

[25,830]

◇市町と共動の「新ふるさと」づくり（施策番号４１２２） 

集落活性化支援事業 （総務部市町振興課） 117,348 

市町が、将来にわたる集落機能の維持・活性化を目的として策定する「集落活性化計画」

に基づき実施する施策を支援し、元気な地域づくりを進めます。 

事業内容 担い手の育成、小規模・高齢化集落の機能維持・確保策、地域の実状に

応じ、市町が独自に企画立案した地域の集落活性化策を支援 

補 助 率 県１／２ （市町１／２） 

補助上限額 ３，０００万円 

補助総額 ５．１億円（５年間） 

事業期間 ３０～３４年度 

[64,000] 

「新ふるさと創造」推進事業  （総務部市町振興課） 410,663 

 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

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） 

実施市町 １４市町 

補助総額 １０億円（４年間） 

事業期間 ２８～３１年度 

[254,280]

-43-



福井ふるさと元気宣言の実現 

新福井ふるさと茶屋支援事業 （総務部市町振興課） 48,000 

 小学校区単位の地域において、空き家等を活用し、住民が寄り合う拠点整備や活動経費

を支援することにより、地域の「つながり力」を強化し、意欲ある集落の活動をさらに促

進します。 

事業内容 住民が寄り合う拠点整備や活動経費を支援 

実施主体 複数集落、単独集落 

補 助 率 県２／３ （市町１／３） 

補助上限額 拠点整備 １，０００万円（廃校舎等の改修の場合３，０００万円） 

活動経費   ６００万円 

事業期間 ３０～３４年度 

[36,000] 
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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）

うち
国土強靭化対策

沿岸漁場整備 314,704 － － 302,350

県営漁港等 582,264 222,000 222,000 295,693

市町営漁港等 105,995 － － 116,105

造　　林 1,184,450 328,623 － 679,824

林　　道 838,069 50,000 50,000 525,223

治　　山 1,691,894 290,800 290,800 1,269,669

土地改良 4,094,185 602,876 52,562 3,059,303

農村総合整備 1,633,608 620,453 － 1,423,854

農地防災 1,730,485 935,000 935,000 1,414,030

道　　路 10,185,573 5,189,000 5,189,000 8,668,624

街　　路 2,475,000 180,000 180,000 732,900

河　　川 2,910,270 2,692,000 2,692,000 1,619,000

河川総合開発 3,800,000 － － 2,949,000

砂　　防 1,738,000 434,600 434,600 1,041,850

港湾・海岸 830,000 － － 375,601

公　　園 100,000 － － 70,000

住　　宅 163,949 － － 24,979

災害関連 200,000 － － 200,000

自然公園 88,902 10,454 10,454 62,231

小　　計 34,667,348 11,555,806 10,056,416 24,830,236

準公共事業 247,335 － － 82,301

農林水産部 674,657 －  － 427,671

土　木　部 7,910,388 1,478,667 1,478,667 10,761,000

小　　計 8,585,045 1,478,667 1,478,667 11,188,671

43,499,728 13,034,473 11,535,083 36,101,208

30年度
当初予算

30年度
2月補正
（国補正）

31年度
当初予算

事　業　内　容

Ⅱ　公共事業

　道路・河川等の防災対策に重点を置き、社会基盤の整備を促進するとともに、施設の長寿命化など適切な維持管理を行
います。さらに、国の２次補正予算に対応して防災・減災、国土強靭化のための緊急対策を進めます。

越前漁港の補修　等4箇所

白浜（国見）漁港の改修　等12箇所

山ぎわ中心の間伐

若狭遠敷線の整備　等17箇所

治山ダム（南越前町）の整備　等42箇所

小池刈込池周回線道路の登山道改修 等11箇所

用水路の整備（坂井市）　等22箇所

用排水路（美浜町）の補修　等12箇所

用水路（大野市）の改修　等18箇所

一般県道 福井森田丸岡線の橋梁整備　等73箇所

敦賀駅東線の橋梁整備　等3箇所

竹田川の河川改修　等23箇所

河内川ダムの整備　等2箇所

中の谷地区（敦賀市）の整備　等42箇所

福井港の浚渫　等6箇所

　当初予算対前年比　71.6%

トリムパークかなづ多目的グラウンド更新　等

上野団地の外壁改修　等3箇所

木材加工施設の整備　等

国
直
轄
事
業

補

助

事

業

藻場の造成　等7箇所

合　　計 　当初予算対前年比　83.0%

かんがい排水事業日野川用水地区の償還

中部縦貫自動車道 等24箇所

　当初予算対前年比　130.3%

予 算 額
（単位：千円）
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県単独事業　（農林水産部、土木部）

うち
国土強靭化対策

460,020 － － 230,010

9,813,248 － － 4,906,624

10,273,268 － － 5,136,634

北陸新幹線建設事業　（総合政策部）

うち
国土強靭化対策

24,500,000 － － 28,800,000

原子力災害制圧道路等整備事業　（土木部）

うち
国土強靭化対策

9,455,000 － － 6,935,000

公共事業　計

うち
国土強靭化対策

87,727,996 13,034,473 11,535,083 76,972,842

舗装道補修、河川維持修繕　等

農林水産部

　当初予算対前年比　50.0%

土　木　部

九頭竜川橋りょうの整備　等

合　　計

北陸新幹線建設

原子力災害制圧道路等 一般県道 竹波立石縄間線の道路整備　等

30年度
当初予算

30年度
2月補正
（国補正）

31年度
当初予算

事　業　内　容

公共事業　計 　当初予算対前年比　87.7%

30年度
当初予算

30年度
2月補正
（国補正）

31年度
当初予算

事　業　内　容

治山施設（福井市）の改修　等

30年度
当初予算

30年度
2月補正
（国補正）

31年度
当初予算

事　業　内　容

30年度
当初予算

30年度
2月補正
（国補正）

31年度
当初予算

事　業　内　容
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