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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。 

 

  「Ｒ元 政策トライアル」とあるのは、令和元年度政策トライアル枠予算の成果を踏まえ、予算 

化した事業です。 

 

２ 項目の欄に 
 

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を記載してます。２０１５年９月の国連サミットにおいて 

全会一致で採択。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、 

２０３０年を年限とする１７の国際目標です。 
 

 

 

  

  

 

   
 
 
 
 
 
 
   

 
 

１ 貧困をなくそう              

２ 飢餓をゼロに                

３ すべての人に健康と福祉を 

４ 質の高い教育をみんなに                    

５ ジェンダー平等を実現しよう                

６ 安全な水とトイレを世界中に 

７ エネルギーをみんなに そしてクリーンに   

８ 働きがいも経済成長も                      

９ 産業と技術革新の基盤をつくろう      

１０ 人や国の不平等をなくそう                  

１１ 住み続けられるまちづくりを                

１２ つくる責任 つかう責任                     

１３ 気候変動に具体的な対策を                  

１４ 海の豊かさを守ろう                        

１５ 陸の豊かさも守ろう                       

１６ 平和と公正をすべての人に                

１７ パートナーシップで目標を達成しよう       

No poverty 

Zero hunger 

Good health and well-being         

Quality education 

Gender equality 

Clean water and sanitation 

Affordable and clean energy 

Decent work and economic growth 

Industry, innovation, infrastructure 

Reduced inequalities 

Sustainable cities and communities 

Responsible consumption, production 

Climate action 

Life below water 

Life on land 

Peace, justice and strong institutions  

Partnerships for the goals 
 

 

（① 貧困） （②飢餓・食料） （③健康・福祉） （④教育） （⑤ジェンダー） （⑥水・衛生）

（⑦エネルギー) （⑧成長・雇用) （⑨イノベーション） （⑩不平等) （⑪まちづくり) （⑫生産・消費)

（⑬気候変動) （⑭海洋資源) （⑮陸上資源) （⑯平和と公正) （⑰パートナーシップ) 
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Ⅰ　学びを伸ばす（人材力）

（１）夢と希望を持ち、ふくいを愛する子どもの育成

◇個性や主体性を育む探究的な学びの推進

 県立学校におけるタブレットおよびネットワーク環境整備事業 ２月補正

1,223,858
当初予算

175,407

[－]

 小中学校における学級編制基準の見直し －

[－]

 小高連携プログラミング教育実施事業 378

[－]

 福井県学力調査データ処理業務委託事業 3,498

[－]

 高大連携による地域人材育成事業 3,340

[－]

（教育庁教育政策課）

　県立学校にタブレット端末および高速大容量通信ネットワーク環境を整備することによ
り、ＩｏＴやＡＩが進展する社会の中で活躍できる人材を育成します。
　　事業内容　県立学校におけるタブレット活用
　　　　　　　 　 県立高校に３クラスに１クラス分の生徒用タブレット端末を整備
　　　　　　　　　県立高校の教員用のタブレット端末を整備
　　　　　　　学校におけるタブレット活用推進
　　　　　　　 　 全国の先進校から講師を招聘し、タブレット活用実践研修を実施
　　　　　　　児童生徒１人１台端末の整備
　　　　　　　 　 特別支援学校の小学部・中学部および県立中学校に整備
　　　　　　　校内通信ネットワーク整備事業
　　　　　　　  　全県立学校に１０Gbpsに対応した環境を整備
　　財　　源　公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金　等

（教育庁学校振興課）

　学級編制基準を見直すことにより、学習指導・生徒指導の充実を図ります。
　　事業内容　小学校：３年度までに学級編制基準を全学年３５人に統一
　　　　　　　中学校：１年生の学級編制基準を３０人から３２人に見直し、学級担任
　　　　　　　　　　　以外の教員を配置

（教育庁義務教育課）

　令和２年度の小学校プログラミング教育導入に合わせて、工業高校生が小学生にプログ
ラミングを教える教室を実施します。
　　事業内容　工業高校において小学生向けのプログラミング教室を実施
　　事業期間　令和２年度～６年度

（教育庁義務教育課）

　県が実施する学力調査について、データ処理業務を外部委託し、教員の負担軽減や、調
査結果のとりまとめの迅速化を図り、早期の授業の改善を実施します。
　　事業内容　県学力調査のデータ処理業務を外部委託
              自主的な学習につなげる生徒・児童ごとの個人調査票を作成

（教育庁高校教育課）

Ｒ元 政策トライアル

Ｒ元 政策トライアル

　県立高校と地元大学との高大連携の取組みを実施することにより、地元大学に進学し地
域で活躍する人材を育成します。
　　事業内容　大学での学習内容を生徒にＰＲする学問発見講座を開催
　　　　　　　高校に大学教員等を探究アドバイザーとして招き、年間を通じて高大連
　　　　　　　携での探究活動を実施
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次世代に向けた県立高校改革検討事業 696

[654]

 幼児教育支援事業 14,301

[14,552]

 芸術教育推進事業 28,751

[－]

 競技力向上対策事業 804,934

[896,184]

 全国高等学校総合体育大会開催準備事業 74,159

[16,375]

（教育庁義務教育課）

　中学校・高校の吹奏楽部の活動を支援するとともに、弦楽器や絵画などの芸術を体験さ
せることにより、児童生徒の感性や表現力の向上につなげます。
　　事業内容　吹奏楽部に対する楽器の支援および推進校による合同練習の実施
　　　　　　　吹奏楽部が全国大会に出場する際の旅費等を支援
　　　　　　　小中高校の弦楽奏者に対するプロ奏者による技術指導や合同発表会を開催
　　　　　　　美術部に所属する学生に対して、東京芸術大学の大学生を派遣し技術
　　　　　　　指導を実施　等

（教育庁保健体育課）

　令和３年度に本県を中心に北信越ブロックで開催する全国高等学校総合体育大会に向
け、準備を進めます。
　  事業内容　   県内高校生による地域での広報活動等、大会開催に向けた機運の醸成
               総合開会式の式典進行や演目の決定および出演者の練習を実施
　　　　　　　 各競技会場の仮設整備、競技・運営役員等の編成の検討
　　　　　　　 選手等の来県手段の調査、宿泊・輸送計画の策定
          　　 カウントダウンイベントの開催　等

（教育庁高校教育課）

　平成２０年度に策定した県立高等学校再編整備計画の成果を総括するとともに、各校の
特色強化や地域との連携等、将来の福井県を担う人材育成に向けた県立高校の在り方を検
討します。
　　事業内容　福井県高等学校教育問題協議会の開催
　　　　　　　　　県立高等学校再編整備計画の成果と課題の検証
　　　　　　　　　次期計画策定に向けた今後の県立高校改革の方向性の検討

（教育庁義務教育課）

　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を図る研修などを実施し
ます。
　　事業内容　 保幼小接続カリキュラムの保護者向けパンフレットの作成
　　　　　　　 家庭教育の重要性を保護者に発信するための講座を実施
　　　　　　　　 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を実践
　　　　　　　　 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
　　財　　源　   学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金　等

（教育庁保健体育課）

　福井国体での選手強化の過程で得た有形・無形の「経験、人材、ノウハウ」をレガシー
として継承・発展させ、選手の育成・強化や指導体制の充実に取り組みます。
　  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選手を支援
　　　　　　　   スポーツ能力測定会、競技体験会を開催し、有望選手を発掘
               トップアスリートを目指す子どもを対象とした育成プログラムを提供
　　  　　　　 中学生県選抜チーム等で活動するジュニア選手の練習会・遠征等を支援
　　　　　  　 「スポジョブふくい」を活用し、アスリートのＵＩターンを推進　等

Ｒ元 政策トライアル
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◇一人ひとりの多様性を認め合う教育の充実

 子どもの読書活動推進事業 3,077

[792]

英語力向上事業 120,310

[127,202]

 福井県きぼう応援海外留学奨学金給付事業 18,000

［7,900］

 3,011

[－]

 特別支援教育に関する支援体制充実事業 3,318

[－]

　特別支援学校児童生徒の農業体験活動等を通じた地域との連携・協働を推進し、職業ス
キルの向上やキャリア形成を支援します。
　　事業内容　農業法人等での農業体験実習により、就労に必要な技術獲得を支援
　　　　　　　特別支援学校技能検定種目に「清掃」に加え新たに「喫茶サービス」を
　　　　　　　追加
　　財　　源　特別支援教育に関する実践研究充実事業費補助金（国１０／１０）

（教育庁高校教育課）

　市町教育委員会の指導主事等を対象に通級指導や個別の支援計画の作成・活用に係る指
導・助言や研修会を実施し、県内各地域における特別支援教育の体制充実を図ります。
　　事業内容　支援体制専門員を配置し、市町教育委員会指導主事等を対象とした
　　　　　　　指導・助言活動を強化
　　　　　　　通級指導や個別の支援計画を用いた移行支援に関する研修会の実施
　　財　　源　発達障害の可能性のある児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮
　　　　　　　研究事業費補助金（国１０／１０）

（教育庁義務教育課）

　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るとともに、生徒の英語コミュ
ニケーションの機会を充実させ、「使える英語力」を育成します。
　　事業内容　外部検定試験の受験料を支援
　　　　　　　海外から大学生を招き、高校生と交流するグローバルキャンプを実施
　　　　　　　高校生語学研修への支援
　　　　　　　福井県英語ディベート大会（準備型・即興型）の開催
　　財　　源　教育支援体制整備事業費補助金、国際文化交流促進費補助金　等

 （教育庁生涯学習・文化財課）

　子どもが自主的に本に親しみ、みんなで読書を楽しむ環境づくりのために、家庭、地
域、学校において子どもの読書活動の推進を図ります。
　　事業内容　   福井県子どもの読書活動推進会議を開催
               産科のある病院と連携し、絵本講座を開催
　　　　　　　 同年代に読書の楽しさを伝える「ジュニア司書」を養成
　　　　　　　 幼稚園教諭や保育士向けの研修会を開催
                 教職員や子ども読書ボランティア向けの研修会を開催
　　　　　　　 成長段階に応じ選定した推奨図書の普及啓発 等

（教育庁教育政策課）

　世界を舞台に活躍できる人材を育成するため、海外の高校へ長期留学する高校生を支援
します。
　　事業内容　　 海外の高校への長期留学（１年間～２年間）を支援
　　対 象 者　　 福井県の高校に在籍する生徒
　　給 付 額　 １年間の留学　１２０万円／年
　　　　　　　　 ２年間の留学　２５０～３００万円／年
　　財　　源　   福井県奨学育英基金

農業体験等による特別支援学校キャリア教育推進事業 （教育庁高校教育課）

Ｒ元 政策トライアル
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 弁護士を活用した「いじめ予防授業」実施事業 1,104

[－]

 スクールロイヤー配置事業 1,325

[－]

地域と連携した学校体制強化事業 299,837

[286,942]

 学校に行けない高校生等の自立支援事業 1,341

[－]

 ＳＮＳ相談事業 4,189

[－]

外国人児童生徒等支援事業 15,515

[11,211]

（教育庁学校振興課）

　学校現場におけるトラブルの未然防止や問題の早期解決のため、学校が弁護士に直接相
談できる体制を整備し、教員の負担軽減を図ります。
　　事業内容　 　スクールロイヤーによる相談体制の整備

Ｒ元 政策トライアル

（教育庁義務教育課、高校教育課、学校振興課）

　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（９８名）
　　　　　　 　　スクールソーシャルワーカーの配置（２９名）
　　　　　　 　　部活動指導員の配置（中学校全７５校、高校２６校）
　　　　　　 　　学校運営支援員の配置（小・中学校２５３校）
  　財　　源　   教育支援体制整備事業費補助金　等

（教育庁義務教育課）

　いじめや不登校等の防止のため、ソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）等を通じ
た相談窓口を開設し、中学・高校生からの相談に対応します。
　　事業内容　１年間で最も相談件数が多くなる夏季休業明け前後に、ＳＮＳ等を通
　　　　　　　じて中学・高校生からの相談に対応
              相談状況等を検証し、退職教員等の地域人材の活用を検討

（教育庁義務教育課）

　弁護士によるいじめの予防授業を実施することにより、いじめに対する児童生徒の理解
を深め、いじめの発生予防を図ります。
　　事業内容　小中学生を対象に弁護士によるいじめ予防授業を実施
　　　　　　　授業実施校に他校の教員などを集め、授業終了後、弁護士による勉強
　　　　　　　会や教員間での意見交換会を実施

（教育庁教育政策課）

　学習支援や進路支援を行う自立支援センターを設置することにより、不登校の高校生や
中退後に引きこもりとなっている子どもの社会的自立を支援します。
　　事業内容　教育総合研究所、嶺南教育事務所等に自立支援センターを開設し、教員
              ＯＢ等が学習支援や進路支援等を実施

Ｒ元 政策トライアル

Ｒ元 政策トライアル

（教育庁義務教育課）

　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）
　　財　　源　教育支援体制整備事業費補助金
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◇ふるさとへの誇りと愛着を育む教育の推進

 嶺南嶺北体験・探究活動支援事業 6,400

[－]

 福井ふるさと教育フェスタ開催事業 1,387

[－]

 ふるさと教育推進事業 1,584

[3,250]

 「夢や希望を育て未来を築く教室」開催事業 3,566

[3,084]

 高校生県内企業訪問・職業理解推進事業 1,862

[1,710]

 先端技術を取り入れた教育力向上事業 1,381

[556]

（教育庁教育政策課）

　高校生が将来への具体的な夢を持てるよう、ビジネスや文化などの様々な分野で活躍す
る福井県ゆかりの方を講師とした授業を開催するとともに、高校生が関心のある業界で活
躍する社会人を招いた「キャリア教育セミナー」を開催します。
　　事業内容　　 県立高校において福井県ゆかりの「ふるさと先生」による授業を開催
　　　　　　　 高校生が興味関心ある業界において第一線で活躍する社会人が業界の最
　　　　　　　　 新情報や仕事のやりがいなどを伝える「キャリア教育セミナー」を開催

Ｒ元 政策トライアル

（教育庁教育政策課）

　ふるさと教育を推進するため、小中学校での体験学習の成果や地域の伝統芸能に関する
活動を広く県内に発信する「福井ふるさと教育フェスタ」を開催します。

（教育庁義務教育課）

　小中学校の校外学習や、放課後子どもクラブにおける活動の一環として、県内の小中学
生が福井の文化や芸術に触れる機会や、嶺北あるいは嶺南を訪問することによる広域的な
学習機会を提供します。
　　事業内容　嶺北から嶺南、嶺南から嶺北の体験・探究施設での活動に係る経費を補助
　　補 助 額　小・中学校　バス１台当たり　　　　　　　３０，０００円程度
　　　　　　　放課後子どもクラブ　１クラブ当たり　　　５０，０００円（定額）
　　事業期間　令和２年度～６年度

（教育庁高校教育課、義務教育課）

　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」を進めるととも
に、電子データによる活用を進めることで、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
　　　　　　　 電子データ化によるＩＣＴ機器を活用した学習を実施するとともに、
　　　　　　　　 より多くの方が本教材に触れられるようＨＰ上で公開

（教育庁高校教育課）

　高校生が県内の先端企業や伝統産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　　 県内２０コースの企業訪問を実施
　　　　　　　 福井の伝統産業を継承しながらも全国・世界で活躍する県内企業に
                 触れる機会を確保するため、地場産業コース（仮称）を新設
　　対 象 者　   普通科１６校の高校１年生

（教育庁高校教育課）

　職業系高校の教員が試験研究機関や民間企業等と連携し、最先端の専門知識や技術を学
ぶための取組みを支援します。
　　事業内容　 教員を県内外の試験研究機関や民間企業等に派遣し、最新の専門知識
                 や技術を習得（派遣人数 ７人→９人）
　　　　　　　 県内企業の技術者を特別教員として授業に招き、教員および生徒への
　　　　　　　　 講義・技術指導を実施
　　財　　源　   教員指導力向上基金
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 高校生起業家育成プロジェクト事業 1,299

［―］

文化財指定促進事業 7,281

[11,007]

 指定文化財防火対策推進事業 51,808

[－]

◇新たな時代を見据えた教育環境の整備

 引き出す教育・楽しむ教育実践事業 20,115

[－]

 家庭の教育力向上事業 8,807

[8,774]

（部局連携：教育庁高校教育課、
産業労働部新産業創出課）

 （教育庁生涯学習・文化財課）

　県民の財産である文化財を保存し、学校教育や観光への活用を図るため、国指定等に向
けた調査を推進します。
　　事業内容　国指定等に向けた建物、民俗、古文書等の調査
　　財　　源　国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金

（教育庁教育政策課）

　ＩＣＴ等の先端技術を活用した学びを楽しむ授業づくりや子どもの興味・関心を引き学
習意欲の向上に繋げるクラブ活動を実践する教員の活動を支援することにより、「引き出
す教育」・「楽しむ教育」を推進します。
　　事業内容　引き出す教育・楽しむ教育を進めるための授業づくりやクラブ活動を
　　　　　　　実践する教員の活動を支援
　　財　　源　教員指導力向上基金

　高校生を対象に、進路選択の一つとして「起業」に関する講演会やコンテストを実施
し、「起業家精神」を持つ人材を育成します。
　　事業内容　県立高校において起業家による講演会を年間を通じて実施
　　　　　　　生徒の取組成果を発信するため、福井県高校生ビジネスアイディアコンテ
　　　　　　　スト（仮称）を開催

 （教育庁生涯学習・文化財課）

　文化財を火災から護るため、防火設備の整備を支援し、設備の早期設置および改修を推
進します。
　　事業内容　　自動火災報知器等の防火設備、消火設備の設置および改修を支援
　　補 助 率　　国指定文化財　県１／６（国１／２　市町１／６　所有者１／６）
　　　　　　　　県指定文化財　県１／２（市町１／４　所有者１／４）

（教育庁義務教育課）

　家庭教育の重要性を保護者などに啓発し、家庭の教育力の向上を図ります。
　　事業内容　 子育て経験者や教員ＯＢによる活動促進を図り、アウトリーチ型の支
　　　　　　　　 援を実施
　　　　　　　　 家庭教育通信の発行やＴＶ番組の放送を通して、家庭教育の重要性を
　　　　　　　　 啓発
　　　　　　　　 県ＰＴＡ連合会と連携して、研修会を開催
　　財　　源　   学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金　等
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次世代につなぐ美しい県立学校施設整備事業 ２月補正

426,549
当初予算

1,508,693

[1,133,199]

県立学校再編施設整備事業（丹南地区） 99,343

[29,307]

◇私立学校の振興

 私立高等学校教育振興補助金 2,062,834

[2,053,862]

 私立高等学校等就学支援事業 1,392,385

[1,131,745]

（教育庁学校振興課）

（総務部大学私学課）

　私立高校の更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
　　　　　　　　　　 職業系学科・コースの充実を推進する取組みを支援
　　　　　　　　　　 インターンシップの実施や県内企業への就職、県内大学、短大、
                       専門学校への進学を促進する取組みを支援
　　財    源　私立高等学校等経常費助成費補助金

（総務部大学私学課）

　令和２年４月の入学生から、国の就学支援金制度の拡充に併せ、年収約９１０万円未満
世帯まで授業料無償化を拡充し、公私間の保護者負担の格差を解消します。
　　事業内容　国の支援制度
　　　　　　　　　年収５９０万円未満世帯に対する支給額の上限を引き上げ
　　　　　　　県の支援制度
　　　　　　　　　支援対象を年収約９１０万円未満世帯まで県独自に拡充
　　財　　源　私立高等学校等就学支援金交付金

　県立学校の長寿命化を進め、時代に即した学習環境を備える学校を整備するため、計画
的にリノベーション工事等を実施します。
    事業内容　リノベーション工事
　　　　    　　　設計　高校３棟、特別支援学校１棟、グラウンド改修１校
　　    　　　　　工事　高校５棟、特別支援学校２棟
　　　    　　普通教室の空調更新
　　　    　　　　７校　１５１教室
　　　    　　普通教棟の生徒用トイレをすべて洋式化
　　　    　　　　３０校　１６４箇所
    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

（教育庁高校教育課、学校振興課）

　令和２年４月の丹南地区の学校再編に伴い必要となる備品等を整備します。
　　事業内容　鯖江高校
　　　　　　　　　丹南高校との統合に伴う新コース設置に必要な備品の整備
　　　　　　　　　丹南高校との統合による生徒数増加に対応した施設・設備の整備
　　　　　　　　　生徒移動用バスの運行
　　　　　　　武生商工高校
　　　　　　　　　開校に伴う必要な備品の整備
　　　　　　　　　生徒移動用バスの運行
　　財　　源　公共施設等適正管理推進事業債　等
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私立高等学校教育施設整備事業 78,453

[－]

私立高等学校耐震化促進事業 6,867

[5,139]

 私立専門学校地域人材育成支援事業 16,400

[－]

 高等教育修学支援事業 60,469

[－]

　優れた人材が県外に流出することを抑制するため、入学者の確保や地元企業との連携に
よる実践的な職業教育により地元定着を積極的に進める私立専門学校を支援します。
　　事業内容　魅力ある学校づくり事業
　　　　　　　　　入学者確保のための取組み　　　　　　　　５０万円以内／校
　　　　　　　　　授業内容の充実のための取組み　　　　　　２０万円以内／校
　　　　　　　地元定着を促進する事業
　　　　　　　　　地域を担う人材育成のための取組み　　　　２５万円以内／校
　　　　　　　　　地元企業への就職実績に応じた支援

（総務部大学私学課）

　県立大学や私立専門学校に通う学生の世帯収入に応じて、授業料の経済的負担軽減を図
ることにより、地域の将来を担う意欲ある進学者に対し、質の高い教育機会を提供しま
す。

　　負担割合　県 立 大 学　全額
　　　　　　　私立専門学校　１／２（国１／２）

（総務部大学私学課）

　老朽化した施設の改築に対し補助し、私立高校の教育環境を改善します。
　　実施主体　　啓新高等学校
　　補 助 率　　県１／６（国１／３）

（総務部大学私学課）

　私立高校の耐震化を促進し、児童・生徒の安全確保を図ります。
　　実施主体　　敦賀気比高等学校
　　補 助 率　　県１／６（国１／３）

（総務部大学私学課）
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（２）ふくいの産業・社会を支える人づくり

◇若者に魅力的な大学づくり

 県立大学海洋生物資源学部新学科開設事業 158,284

[－]

県立大学創造農学科開設事業
 2月補正

393,343
[113,668]

 県立大学運営費交付金 2,648,465

[2,535,667]

◇産学官連携による地域人材の輩出

 ＦＡＡ学ぶなら福井！応援事業 75,693

[－]

Ｒ元 政策トライアル

　県内全ての大学等が連携した「ＦＡＡふくいアカデミックアライアンス」が行う取組み
を支援することにより、将来の福井の担い手を育成します。
　　補助対象者　県内の６大学、１短大、１高専
　　事 業 内 容　県内高校からの入学者確保、県内就職の促進、起業家を目指す学生の育
　　　　　　　　成など、各大学の魅力や特色を高める取組みへの支援
　　　　　　　　県内企業の課題解決など地域に根差した教育・研究活動への支援
　　補　助　率　１／２

　第３期中期計画に基づき、地場産業と地域の活性化を担う新たな人材の育成、地域課題
の解決につながる研究を強化し地域貢献を促進します。
　　事業内容　第３期中期計画の推進、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　 創造農学科において特任講師による実務教育の実施
　　　　　　　                   創造農学科開設に伴うあわらキャンパスの運営費
　　　　　　　                   短期留学・海外ボランティア等の渡航費用の支援

（総務部大学私学課）

（総務部大学私学課）

（総務部大学私学課）

（総務部大学私学課）

　嶺南地域の新たな地場産業の創出をはじめ、世界的に高まる増養殖ニーズに応える人材
を育成する新学科を開設するため、必要な施設を整備します。
　　整備内容　令和２年度　　　新学科棟の基本設計、実施設計
　　　　　　　令和３～４年度　新学科棟の建設工事
　　整備場所　小浜キャンパス敷地内、海洋生物資源臨海研究センター隣接地
　　事業期間　令和２年度～令和４年度

　食料生産から加工販売・マネジメントまで幅広く「農」の知識を身につけた人材を育成
する新学科を開設するため、必要な施設を整備します。
　　整備内容　新学科棟の建設工事
　　整備場所　あわらキャンパス敷地内
　　事業期間　令和元年度～令和２年度
　　財　　源　地方創生拠点整備交付金
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（３）多様な価値観を認め合う「共生社会」の実現

◇男女が互いに尊重しあう「男女共生社会」の実現

 企業の女性活躍推進事業 7,149

[2,073]

 ふくい女性の幸福度調査事業 5,894

[2,472]

 共家事（トモカジ）促進事業 1,084

[－]

◇若者・シニアのチャレンジ応援

「ふくい若者フォーラム」運営支援事業 1,132

[860]

 県民ワクワクチャレンジ応援事業 12,028

[11,231]

（地域戦略部県民活躍課）

　女性活躍を推進する企業を増やし、企業で働く女性の個性と能力が十分に発揮される環
境をつくります。
　　事業内容　 「ふくい女性活躍推進企業」の登録・支援
　　　　　　 女性活躍を推進する企業を表彰
　　　　　　 女性の管理職登用を促進するための企業コンサルティングを支援

（地域戦略部県民活躍課）

　未来の福井をデザインする若者による若者活動応援組織「ふくい若者フォーラム」を支
援し、「ふくい若者ミライ会議」の開催を通じ、若者たちが自ら考え実現していく取組み
を応援します。
　　事業内容　若者たちの意見交換・交流の場「ふくい若者ミライ会議」の開催
　　　　　　　交流・活動拠点「ふくい若者ステーション」の認定
　　　　　　　県民ワクワクチャレンジ応援事業の実施・運営

（地域戦略部県民活躍課）

　福井を活性化しようとチャレンジする県民等の活動を「ちょい足し」応援します。
　　事業内容　女性や若者、ＮＰＯが行う福井を活性化するチャレンジを公募
　　　　　　　公開プレゼンによるコンテスト（審査会）を開催
　　　　　　　　　補助対象者　女性、若者グループ、ＮＰＯ
　　　　　　　　　　　　　　　　　１００万円　　３件程度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０万円　１５件程度
　　　　　　　　　　　　　　　　　クラウドファンディング活用上乗せ２０万円／件
　　　　　　　　　補　助　率　県１０／１０

（地域戦略部県民活躍課）

　お茶の水女子大学と協働で調査・研究を実施し、男女共同参画計画への反映など、ふく
いの女性が幸福を実感しながら活躍し、夢や希望を実現できる環境づくりに活用します。
　　事業内容　 女性の生活や仕事等の選択に関する意識と行動について、県内の女性に
　　　　　　　 アンケート調査を実施
　　　　　　 都市部等に在住の本県出身者に対するインタビュー調査を実施

（地域戦略部県民活躍課）

　夫婦や家族で一緒に家事を楽しむライフスタイル「共家事（トモカジ）」を促進し、女
性の家事等の負担軽減を図ります。
　　事業内容　共家事の普及活動を行う県内量販店等「共家事促進店」に、統一ポスター
              等を提供し、協働キャンペーンを実施
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シニア人材活躍支援事業 6,901

[11,304]

◇社会貢献活動の参加拡大

新たなボランティアコミュニティ構築事業 886

[949]

◇多様な人材が活躍する「ダイバーシティ地域経営」の推進

福井県共生社会推進事業 2,501

[2,930]

 カーポートパーキング整備事業 38,500

[－]

 「ふくいハートフルオフィス」設置事業 17,485

[－]

　障がい者の社会参加の促進と、全ての県民が思いやりの心を意識するシンボルとして、
広く県民が利用する施設に、カーポートパーキング（屋根付き駐車場）を整備します。
　　事業内容　民間施設が実施する整備への補助
　　　　　　　　  補　助　率　県１／３
　　　　　　　　　補助上限額　５０万円
　　　　　　　県有施設における整備

（地域戦略部県民活躍課）

　従来の無償のボランティアスタイル（町内会の清掃等）に、有償性を加える社会実験を
行い、ボランティア活動の拡大を図ります。
　　事業内容　ボランティア団体と協働し、オリジナル仮想コインを使用した社会実験を
　　　　　　　実施

（健康福祉部障がい福祉課）

　「福井県共生社会条例」および「福井県手話言語条例」の理念を広く普及啓発するとと
もに、障がい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　県民を対象とした出前講座、手話ミニ講座の開催
　　　　　　　タウンミーティングの開催
　　　　　　　イベント等における情報通信機器を活用した文字通訳の実施
　　財　　源　地域生活支援事業費等国庫補助金

（健康福祉部障がい福祉課）

（総務部人事課）

　県庁における障がい者の雇用を促進するとともに、オフィスでの就労を通じて職場で必
要な作法等の習得を図り、民間企業等への一般就労に向けたステップアップの場を提供し
ます。
　　事業内容　県庁内に、障がい者が就労経験を積む「ふくいハートフルオフィス」を設
　　　　　　　置
　　　　　　　　　定　　員　５名（会計年度任用職員として雇用）
　　　　　　　　　業務内容　県庁内の各所属から依頼を受け、事務補助業務に従事
　　　　　　　　　支援体制　支援員２名を配置しサポート

（産業労働部労働政策課）

　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―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
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障がい者等就業体験支援事業 1,372

[1,069]

 外国人が暮らしやすい環境づくり事業 4,986

[1,068]

 外国人労働者受入環境整備事業 19,775

[－]

 建設産業　外国人労働者受入環境整備事業 8,380

[－]

外国人材受入体制強化事業 16,198

[22,028]

（産業労働部労働政策課）

　外国人労働者が就労の場に福井を選び、長期にわたって活躍してもらえるよう、県内企
業が行う就業・生活環境整備等を支援します。
　　事業内容　外国人労働者の就業・生活環境改善等を支援
　　　　　　　　　補　助　率　県１／３
　　　　　　　　　補助上限額　３０万円
　　　　　　　福井県の魅力や働きやすさ・住みやすさを海外にＰＲ

（産業労働部国際経済課、労働政策課）

　外国人雇用に関する相談窓口機能の強化や外国人労働者の技能力向上への支援など、外
国人が住みやすく、働きやすい環境を整備します。
　　事業内容　在住外国人向け支援
　　　　　　　　　在住外国人向け一元的相談窓口の運営
　　　　　　　　　出張法律相談の開催
　　　　　　　受入企業向け支援
　　　　　　　　　企業向け相談窓口の運営
　　　　　　　　　外国人材採用ノウハウセミナー、個別企業相談会の開催
　　　　　　　　　受入団体等が行う技能実習生への技能向上講習会の開催を支援
　　　　　　　　　　　補助対象経費　講師謝金・交通費、材料費
　　　　　　　　　　　補　 助　 率　県１／２
    財　　源　外国人受入環境整備交付金等

（産業労働部労働政策課）

　障がい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、障がい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１１０人）
　　　　　　　　　受入企業への謝金（１，０００円／人・日）
　　　　　　　　　障がい者等への受講手当（７００円／人・日）

（産業労働部国際経済課）

　在住外国人が地域に馴染み、生活することができるよう、地域コミュニティとの橋渡し
役となる外国人コミュニティリーダーや日本語指導ボランティアを養成します。
　　事業内容　　 日本語指導ボランティア養成講座の開催
　　　　　　　　 災害時における外国人支援に関する研修会の開催
　　　　　　　 外国人コミュニティリーダーの養成
　　　　　　　 国際交流協会ホームページの多言語化

Ｒ元 政策トライアル

（土木部土木管理課）

　建設団体などと連携し、県内建設産業において外国人労働者が働きやすい環境を整備す
ることにより、外国人労働者の受け入れを進めます。
　　事業内容　外国人労働者受入体制の整備・セミナーの開催
　　　　　　　外国人労働者の採用活動経費や賃貸住居に要する経費を支援
　　　　　　　　　補　助　率　県１／３
　　　　　　　　　補助上限額　２０万円
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 動物愛護推進事業 28,300

[－]

◇認知症の人やがん患者が自分らしい生活を送れる社会の実現

 認知症ケア人材育成事業 13,197

[12,635]

（健康福祉部長寿福祉課）

　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
スを担う人材等を育成するとともに、認知症の人にやさしい地域づくりを支援します。
　　事業内容　　 医療・介護等人材育成事業
　　　　　　　　 　　サポート医の養成、かかりつけ医のレベルアップ研修を実施
　　　　　　　　　 　歯科医師、薬剤師、看護職員の認知症対応力向上研修を実施
　　　　　　　 認知症サポーター活動促進支援体制整備事業
　　　　　　　　　 　市町による認知症サポーターを中心とした支援チーム（チームオレ
　　　　　　　　　 　ンジ）設置を支援
　　財　　源　　 地域医療介護総合確保基金　等

Ｒ元 政策トライアル

　動物とのふれあいの実施や動物についての正しい理解を深め、動物愛護の意識を高める
とともに、動物の適正飼養のための環境を整備します。
　　事業内容　出張愛護教室・しつけ教室の開催
　　　　　　　休日におけるふれあい体験、動物飼養体験の実施
　　　　　　　猫飼育室整備、屋外周辺施設整備、施設の名称変更に伴う案内看板の設置
　　財　　源　環境保全施設整備事業

（健康福祉部医薬食品・衛生課）
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（４）希望が叶う「結婚・出産・子育て」応援

◇若者の出会いと結婚応援

 オールふくい連携婚活応援事業 32,102

[－]

 大学生対象ライフデザイン講座開催事業 303

[－]

◇安心して出産・子育てできる環境の整備

 ライフプランサポート企業促進事業 13,602

[－]

不妊治療費助成事業 126,413

[125,681]

（健康福祉部子ども家庭課）

　企業における、男性の育児休業、長期間の短時間勤務、不妊治療休暇を取得しやすい環
境整備を応援し、仕事と子育て・不妊治療の両立しやすい職場づくりを促進します。
　　事業内容　男性の育児休業環境整備奨励金
　　　　　　　　　要　件　男性従業員が２週間以上育児休業を取得
　　　　　　　　　支給額　１社あたり２０万円～３０万円
　　　　　　　育児短時間勤務環境整備奨励金
　　　　　　　　　要　件　子が小学３年生まで取得可能な育児短時間勤務制度を導入
　　　　　　　　　支給額　１社あたり２０万円
　　　　　　　不妊治療休暇取得奨励金
　　　　　　　　　要　件　不妊治療のための３日以上の休暇制度を導入
　　　　　　　　　支給額　５千円／半日、１万円／日（１社あたり１０万円上限）

Ｒ元 政策トライアル

（地域戦略部県民活躍課）

　県内大学と協力し、キャリアデザインの一環として、結婚・子育てを含めたライフデザ
インについて考えるセミナーを実施します。
　　事業内容　大学のキャリアセンター等が実施する講義科目内において、県が派遣する
              専門講師によるライフデザインセミナーを実施（県内大学１～２年生対
　　　　　　　象）

（地域戦略部県民活躍課）

　県と市町が連携し、結婚を希望する県民に出会いの場を創出するとともに、新たに「婚
活サポートセンター」を設立してＡＩを活用したシステムによる婚活のサポートを行いま
す。
　　事業内容　県と市町が協力して出会いの機会を創出するための協議会を設置
　　　　　　　複数の市町および県が連携し、広域的に婚活イベントを実施
　　　　　　　ふくい婚活サポートセンター（仮称）の設置およびマッチングシステム
　　　　　　　の導入

（健康福祉部子ども家庭課）

　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（２，８９８千円）
　　　　　　　　  補 助 率　自己負担額の１／２
　　　　　　　　  補助上限　５万円（１組１回限り）
　 　　　　　 特定不妊治療への補助（１２３，５１５千円）
　　財　　源　母子保健衛生費国庫補助金
　　　　　　　電源立地地域対策交付金
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 がん患者子宝応援事業 2,174

[－]

 子だくさんふくいプロジェクト 379,796

[－]

子どものための教育・保育給付費交付金 4,130,000

[3,770,000]

 子ども医療費助成事業 1,075,386

[823,876]

　２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　在宅で育児をしている家庭に手当を支給（年収３６０万円未満世帯）
　　　　　　　保育所、幼稚園の保育料の無料化（第２子は年収３６０万円未満世帯）
　　　　　　　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
　　開始時期　令和２年９月
　　補 助 率　県１／２（市町１／２）

（健康福祉部子ども家庭課）

　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、新たに市
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　 中学校３年生まで（令和２年９月～）
　　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）

　将来出産を望むがん患者が希望を持ってがん治療に取り組むことができるよう、生殖機
能温存治療に対する支援を行います。
　　事業内容　がん患者の生殖機能温存治療（卵子・精子凍結等）費用に対する補助
　　　　　　　　　補　助　率　県１０／１０
　　　　　　　　　補助上限額　女性　２０万円
　　　　　　　　　　　　　　　男性　３万円
　　　　　　　医療従事者における症例検討会および研修会等の開催
　　財　　源　感染症予防事業費等国庫負担（補助）金

（健康福祉部子ども家庭課）

　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）

（健康福祉部子ども家庭課）

（健康福祉部保健予防課）

保育料無償化 年収 〜260万円 〜360万円 〜640万円

第1⼦

第2⼦

第3⼦以降

３〜５歳

 国の幼児教育・保育無償化

 ⼦だくさんふくいプロジェクト（従来の３⼈っ⼦応援プロジェクト）

 ⼦だくさんふくいプロジェクト（令和２年９⽉〜）

 拡⼤予定（令和４年９⽉〜）

０〜２歳
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◇待機児童ゼロの実現

認定こども園施設整備事業 57,744

[148,283]

 派遣保育士確保事業 29,031

[－]

保育人材センター設置運営事業 7,097

[4,954]

◇社会全体で子育てを応援する仕組みづくり

 子育てにやさしい地域づくり事業 4,272

[－]

ひとり親家庭等の子育て安心プラン事業 32,332

[31,499]

（健康福祉部子ども家庭課）

　０～２歳児の保育需要に応えるために派遣保育士を活用する市町を支援し、安定的な保
育士の確保を進めます。
　　事業内容　派遣保育士の配置
　　補 助 率　県１／２（市町1／４）

（健康福祉部子ども家庭課）

　保育所等における保育士不足を解消するために、保育人材センターを設置し、子どもを
安心して育てることができる体制を整備します。
　　事業内容　潜在保育士への就職支援
　　　　　　　現役保育士の就業継続に向けた相談への対応
　　　　　　　保育士限定の就業相談会の開催
　　　　　　　高校生を対象に保育所等での職場体験を実施
　　財　　源　保育対策総合支援事業費補助金

（健康福祉部子ども家庭課）

　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

　地域のシニア世代が子育てを応援する仕組みの構築や、男性の家事・育児参加のきっか
けづくりとなる講座を開催し、地域全体で子どもと子育て世帯を支える社会を実現しま
す。
　　事業内容　シニア世代が子育て世代を応援する仕組みを構築する市町への支援
　　　　　　　父親の家事・育児応援スクールの開催
　　財　　源　地域少子化対策重点推進交付金

（健康福祉部子ども家庭課）

　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　８箇所
　　補 助 率　国１／２（市町１／４）
　　財　　源　認定こども園施設整備交付金、安心こども基金

（健康福祉部子ども家庭課）
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 こども家族館リニューアル事業 648

[－]

（健康福祉部子ども家庭課）

　県こども家族館の展示内容等の改善に向けた検討会議を開催し、基本的な整備計画を策
定します。
　　財　　源　原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金

Ｒ元 政策トライアル
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Ⅱ　成長を創る（産業力）

（５）農林水産業の力でふくいをブランドアップ

◇夢のある次世代の農業を推進

 スマート農業推進基盤整備事業 18,342

[－]

 儲かるふくい型農業総合支援事業 217,045

[－]

 スマート施設園芸拡大推進事業 151,918

[－]

ふくいの果樹供給拡大支援事業 16,025

[15,178]

 畜産経営基盤強化支援事業 37,000

[39,600]

（農林水産部園芸振興課）

　園芸産地の拡大、水田を活用した園芸、スマート農業による水田農業の規模拡大など、
儲かる農業経営の実現を目指す取組みを支援します。
　　事業内容　園芸の産地拡大に必要な機械・施設等の整備支援
　　　　　　　水田園芸への転換に必要な機械の導入や排水桝の設置への支援
　　　　　　　スマート農機導入等40ha以上の水田農業規模拡大に必要な機械の導入支援
　　　　　　　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の導入支援
　　　　　　　　　補助率　県１／６～１／３

（農林水産部園芸振興課）

　経営規模拡大のために行う畜舎の増改築や、後継者への円滑な経営継承のための省力機
械を導入する等の意欲的な取組みを支援し、県内畜産農家の生産拡大を目指します。
　　事業内容　 ふくいポーク生産施設の整備に対する支援（制度創設）
　　　　　　　　 　　補助率　国１／２　県１／６
　　　　　　　　 規模拡大や省力化につながる施設・機器等整備に対する支援
　　　　　　　　 　　補助率　県１／３

（農林水産部中山間農業・畜産課）

（農林水産部園芸振興課）

　ＩＣＴ農機の位置情報を補正するＧＰＳ基地局を県内全域に整備するとともに、その運
営を支援することで、スマート農業の推進を行います。
　　事業内容　ＧＰＳ基地局の整備・運営を支援（県内に５基設置）
　　実施主体  福井県農業共済組合
　　補 助 率　県１／２

（農林水産部園芸振興課）

　ＩＣＴを活用して収量・品質の向上を図るため、大規模ハウスによる通年出荷型のス
マート施設園芸を支援します。
　　事業内容　スマート園芸施設の建設、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）
　　　　　　　ＩＣＴを活用したスマート園芸システムの構築
　　　　　　　　　補助率　国定額、国１／２　県１／２

　果樹産地の園地整備による収量改善や生産組織の共同化を進めるとともに、果樹の周年
供給化に向けた新規品目等の栽培を推進します。
　　事業内容　共同化に向けた園地整備に対する支援
　　　　　　　　　補助率　県１／１０（国５５／１００）
　　　　　　　果樹の新規品目等の実践圃の設置等（県内４か所）
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植物工場立地促進事業 147,158

[1,906]

「越前若狭 田んぼ道場」研修事業 15,388

[2,689]

農林水産業を支える人材育成 37,394

[33,489]

 地域で育てる園芸人材サポート事業 28,742

[－]

若手農業者園芸リースハウス整備事業　　 57,600

[96,600]

（農林水産部園芸振興課）

　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（１か所）
　　実施主体　ＪＡ花咲ふくい
　　補 助 率　国１／２　県１／１０（市町１／１０）

（農林水産部園芸振興課）

　成長産業として期待されている植物工場への参入を図る企業を県内に誘致し、地域の活
性化を図ります。
　　事業内容　企業展示会への出展による誘致活動
            　植物工場立地促進整備補助
　　　　　　　　　補助対象経費　土地取得・造成費、建物建設費、機械装置取得費　等
　　　　　　　　　補 　助 　率　県２/１０～３/１０
　　　　　　　　　補 助 上 限 額　１億円～１０億円
　　　　　　　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法人に対し定額を補助
　　　　　　　　　補  助  額　５０万円／人
　　　　　　　社宅建設費・住居賃借料補助
　　　　　　　　　事 業 内 容　雇用したＵ・Ｉターン者の社宅建設や住居賃借料を補助
　　　　　　　　　補　助　率　社宅建設費　１０％、住居賃借料　５０％（１２か月）
　　　　　　　　　補助上限額　社宅建設費　１億円、住居賃借料　２，０００万円

（農林水産部園芸振興課）

　ふくい園芸カレッジ研修生が希望する地域で就農できるように、２年目の研修施設とし
て市町が整備する人材育成拠点の整備を支援します。
　　事業内容　人材育成拠点（研修用パイプハウス等）の整備
　　実施主体　美浜町
　　補 助 率　国１／２　県１／１０

（農林水産部園芸振興課、水産課、県産材活用課）

　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（９，９７７千円）
　　　　　　　　　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（８，８３８千円）
　　　　　　　　　漁船漁業・海女・養殖業・サイドチャレンジコース（定員１１名）
　　　　　　　ふくい林業カレッジ研修事業（１８，５７９千円）
　　　　　　　　　新規就業（長期・短期）コース（定員１２名）

（農林水産部園芸振興課）

　集落営農組織等の後継者やオペレーターを育成するため、水稲・麦等の栽培にかかる座
学研修や現地圃場での機械操作実習を行う「越前若狭田んぼ道場」を開講し、本県の水田
農業の維持・発展を図ります。
　　事業内容　作物の生理生態、水田農業にかかる諸制度等を学ぶ座学研修
　　　　　　　機械メンテナンス研修等の基礎操作研修
　　　　　　　水稲・麦栽培にかかる機械操作実習
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新規就農者支援事業　 179,706

[183,872]

園芸経営者誘致事業 29,040

[38,720]

 広域農協による地域農業振興支援事業 29,770

[－]

 福井米体質強化事業 40,000

[－]

 土壌保全調査事業 7,040

[－]

（農林水産部園芸振興課）

　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（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）

（農林水産部流通販売課）

　農業者の所得増大を後押しするため、県域ＪＡの発足を契機とした合併農協による農家
へのサービス向上や地域農業の振興につながる環境整備を支援します。
　　事業内容　生産資材調達コストの削減や病害虫防除・災害等の情報発信につながる
　　　　　　　スマートフォンアプリの開発
　　　　　　　県内全域の直売所等への農産物の出荷・販売に必要な販売情報管理シス
　　　　　　　テムの導入
　　実施主体　ＪＡ
　　補 助 率　県１／３、２／１０

（農林水産部園芸振興課）

　農業経営を目指す新たな担い手を誘致するため、ふくい園芸カレッジで就農を目指すＵ
Ｉターン研修生に対する支援を実施します。
　　事業内容　都市圏での誘致セミナー等の実施
　　　　　　　６０歳未満の研修生に研修奨励金を給付
　　　　　　　　　補　助　率　定額（最大２年間）
　　　　　　　　　補助上限額　７５，０００円／月（２人以上の家族）
　　　　　　　　　　　　　　　５０，０００円／月（単身）
　　　　　　　５０歳以上６０歳未満の研修生に県単就農給付金（準備型）を給付
　　　　　　　　　補　助　率  定額（最大２年間）
　　　　　　　　　補助上限額　７５，０００円／月

（農林水産部福井米戦略課）

　県域ＪＡの発足を契機に、米袋の輸送コストの高騰に対応するため、効率的な輸送シス
テムの構築に対し支援し、農家の所得向上を図ります。
　　事業内容　フレコン集荷の推進、米袋パレット輸送の実施
　　実施主体　福井県経済農業協同組合連合会
　　補 助 率　県１／２

（農林水産部福井米戦略課）

　米の収量・品質を向上させるため、土壌状況の把握・分析に対し支援し、農家の所得向
上を図ります。
　　事業内容　県内３，０００地点の土壌を調査・分析
　　実施主体　福井県経済農業協同組合連合会
　　補 助 率　県１／２
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福井米生産体制整備事業 286,310

[622,350]

 サトイモ疫病対策支援事業 7,289

[－]

 ６次産業化推進事業
２月補正

12,828

当初予算

23,879
[131,816]

　　

◇「ふくいの食」のトップブランド化

 「いちほまれ」トップブランド確立事業 120,000

[－]

福井県産米販売強化事業 27,800

[100,000]

（農林水産部福井米戦略課）

（農林水産部福井米戦略課）

　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　低温倉庫、種子乾燥調製施設の整備
　　実施主体　福井県経済農業協同組合連合会
　　補 助 率　低温倉庫　　　　　県１／１０
　　　　　　  種子乾燥調製施設　国１／２

（農林水産部中山間農業・畜産課）

　６次産業化に取り組む農林漁業者等が行う介護食品等の新たな６次化商品の開発・販路
開拓を支援します。
　　事業内容　 食品製造業者と農林漁業者のマッチング商談会の開催
　　　　　　　　 スマイルケア食等の開発にかかる研修の開催
　　　　　　　　 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）の運営等
　　財　　源　　 食料産業・６次産業化交付金　等

Ｒ元 政策トライアル

　福井県産米の主要な流通先である関西・中京圏を中心とした販売先確保と価格を維持す
るための販売促進活動を実施します。
　　事業内容　新米時期のキャンペーンを展開
　　　　　　　福井米および産地ブランドの営業活動の強化　等
　　実施主体　福井県経済農業協同組合連合会
　　補 助 率　県１／２

　「いちほまれ」の販売量を拡大するため、百貨店・米穀専門店および量販店に対する販
売促進活動を実施するとともに、さらなる消費者認知度の向上につなげ、トップブランド
を目指します。
　　事業内容　ＣＭ広報の実施
　　　　　　　ＳＮＳ、ＹｏｕＴｕｂｅ等を使った情報発信
　　　　　　　ちびっコンシェルジュ育成講座の開催
　　　　　　　量販店を対象とした産地視察、バイヤー商談会の開催　等
　　実施主体　ふくいブランド米推進協議会

（農林水産部福井米戦略課）

（農林水産部園芸振興課）

　県内で初めて確認されたサトイモ疫病の防除体制の整備や風評被害対策にかかる経費を
支援します。
　  事業内容　風評被害防止に必要なＰＲ、防除対策の研修会等の経費に対する支援
　　　　　　　防除機の整備に対する支援
　　　　　　　新たな防除対策に必要な農薬等の経費に対する支援
　　実施主体　ＪＡテラル越前、サトイモ生産者等
　　補 助 率　県１／３

21



 「ふくいそば」ブランド確立事業 6,901

[6,278]

 3,111

[－]

 食の國ふくい販路開拓事業 24,493

[24,832]

◇農山漁村の魅力創出・交流人口の拡大

 農山漁村交流人口拡大施設整備事業 83,600

[－]

 里山里海湖ビジネス実践力強化事業 12,519

[11,650]　新たに、農家民宿等での体験プログラム等の考案・実施をサポートする人材の育成研修
を追加し、里山里海湖ビジネスに取り組む体制の強化を図ります。
　　事業内容　 農家民宿等のサポーターを育成する研修
　　　　　　　　 農家レストランや農家民宿の開業に向けた研修
　　　　　　　　 ビジネス実践者の課題解決に向けた専門家派遣
　　財　　源　　 食料産業・６次産業化交付金　等

　県産農林水産物の高付加価値化および販路拡大を図るため、首都圏販売拠点の設置や料
理店の団体が実施する食材の魅力アップ・ＰＲ、商談の場の提供等を実施します。
　　事業内容　　 首都圏における農林水産物の販売拠点の設置
　　　　　　　　 首都圏におけるフェアの開催
　　　　　　　 県外に売込む農林水産物の魅力を高める活動を支援
　　　　　　　　　 　補助率　県１／３
　　　　　　　　 首都圏・関西圏における「おいしい福井の会」の開催

　福井生まれの酒米「さかほまれ」を使用した地酒のブランド化を進めるため、酒米の生
産者や酒造メーカーと連携し酒米・酒の品質向上に取り組むとともに、販売開始イベント
等のＰＲを実施します。
　　事業内容　販売開始に先駆けて県内でお披露目会を開催
　　　　　　　都市圏の飲食店やマスコミ等を対象に販売開始イベントを開催
　　　　　　　常設試飲スペースを設置
　　　　　　　酒造メーカーを対象に醸造技術交流会を開催　等

Ｒ元 政策トライアル

（農林水産部流通販売課）

さかほまれを使った福井オリジナル酒の魅力発信事業 （農林水産部中山間農業・畜産課）

　道の駅等を軸として、高速交通体系整備を機に増加が見込まれる観光客を農山漁村に呼
び込み、周辺地域を回遊するための施設整備を支援することで、園芸の拡大や交流人口の
拡大につなげます。
　　事業内容　観光農園として利用される大規模ハウスの建設（１か所）
　　実施主体　美浜町
　　補 助 率　国４／１０　県１／１０

（農林水産部中山間農業・畜産課）

（農林水産部中山間農業・畜産課）

（農林水産部福井米戦略課）

　「ふくいそば」のブランドを確立するため、本県産在来種そばのおいしさを全国に発信
し、そば処ふくいとしてのイメージ定着と県産そばの消費を拡大します。
　　事業内容　　 首都圏におけるそば処ふくいのＰＲ
　　　　　　　 ふくいそばＢＯＯＫ（仮称）の発行
　　　　　　　 ふくいそば謎解き見学会、福井県高校生そば打ち選手権大会の開催
　　　　　　　　 　　実施主体　ふくいそばルネッサンス推進実行委員会
　　　　　　　　 　　補 助 率　県１／３、１／２
　　　　　　　 外来雑草の防除技術確立による在来種の品質確保
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ふくいワインカレッジ研修事業 5,911

[8,675]

中山間集落農業支援事業 59,049

[91,949]

小さな農業チャレンジ応援事業 39,599

[18,168]

 鳥獣害のない里づくり推進事業
２月補正

62,375

当初予算

604,849

[548,598]

◇県産材の需要・供給の拡大と林業の活性化

 間伐材生産拡大事業 78,993

[－]

（農林水産部中山間農業・畜産課）

　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、農家レストラン等の整備
　　　　　　　を支援
　　　　　　　　　補助率　県１／３

（農林水産部中山間農業・畜産課）

Ｒ元 政策トライアル

（農林水産部園芸振興課）

　個人営農者や女性グループ等が行う新たなチャレンジに対して「ちょい足し」応援を行
い、小規模農業者の活躍を推進します。
　　事業内容　新たな作物の導入や加工品開発など、農家の自由なチャレンジを支援
　　　　　　　　　補　助　率　県１／２
　　　　　　　　　補助上限額　１００万円
　　　　　　　少量多品目野菜の栽培実践圃の設置（県内８地区×５品目）

　森林の蓄積量が高く多くの木材を搬出できる場合における国の補助金への追加支援や国
の補助対象とならない森林での間伐への支援により、間伐材生産の拡大を図ります。
　　事業内容　造林補助事業・山ぎわ集落間伐促進事業による間伐への追加支援
　　　　　　　国の補助対象とならない地目が農地等の森林における間伐への支援
　　実施主体　森林所有者等

　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

（農林水産部県産材活用課）

（部局連携：農林水産部中山間農業・畜産課、森づくり課、
　　　　　　安全環境部自然環境課、警察本部）

　金網柵等の整備や捕獲活動を引き続き支援するとともに、新たに有害獣捕獲が困難であ
る奥山等における捕獲の実施および複数集落が連携した鳥獣害対策への支援を行い、有害
鳥獣対策を総合的に実施します。
　　事業内容　 指定管理鳥獣捕獲等事業
　　　　　　　　 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）
　　　　　　　 野生イノシシの有害獣捕獲単価の加算
　　　　　　　 複数集落の連携による鳥獣害対策への支援
　　　　　　　　 　　補 助 率　県定額
               園芸・林業カレッジ研修生の狩猟免許試験講習会受講の支援
　　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
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 未来へつなぐ森づくり事業 43,210

[－]

 コミュニティ林業支援事業 49,475

[28,174]

森林環境譲与税による森林整備の促進 70,358

[45,579]

 みんなでつかおう「ふくいの木」運動事業 10,883

[－]

 15,960

[－]

県産材トレーラー運搬支援事業 （農林水産部県産材活用課）

　県外へ運搬せざるを得ないＢ材の運搬費の一部を支援することにより、森林所有者の森
林経営意欲を向上させ、原木の価値に応じた生産体制を拡大します。
　　事業内容　県外へＢ材を運搬する際のトレーラー運賃に対する支援
　　　　　　　　　補助率　定額（４２０円／㎥）
　　実施主体　間伐材等共同出荷組合

（農林水産部県産材活用課）

（農林水産部県産材活用課、森づくり課）

　木材生産量の増大と資源の有効活用および森林の機能保全を図るため、主伐後の再造林
や保育を低コストで実施する者等を支援します。
　　事業内容　低コストで確実な再造林の推進
　　　　　　　獣の被害を受けた森林の有効活用
　　実施主体　森林所有者等
　　補 助 率  定額（所有者負担額の１／３～２／３相当）

　今年度創設された森林環境譲与税を活用して、県全体の森林整備を促進するため、人材
確保・育成等を支援します。
　　事業内容　　 林業就業者の支援のため林業カレッジを運営（再掲）
　　　　　　　　 林業事業体の経営力向上や事業規模拡大のための取組みを支援
　　　　　　　　 労働安全環境改善のための装備等への助成
　　　　　　　 林業事業体の自社機械保有に向けた機械レンタル経費に対して支援
　　　　　　　　 市町の森林管理を支援する体制を強化
　　　　　　　　 市町が活用する森林情報システムのデータ整備
　　　　　　　　 里山を活用する取組みに対して支援
　　　　　　　 新規林業就業者の確保・定着を図るため、情報発信を強化

　集落を単位として組織化することにより、施業地の集約化を進めることで、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　 対象集落数を拡大して集落集約化を支援
　　　　　　　　　 　　補 助 率　定額（１００～１８０万円）
　　　　　　　　　 　　実施地区　３０集落
　　　　　　　   主伐を行う場合の合意形成活動への支援
　　　　　　　　　　 　補 助 率　定額（上限５０万円）
　　　　　　　　　　 　実施地区　５集落
　　　　　　  　 所有不明森林、小規模分散的な所有構造の森林に対する管理支援
　　　　　　　　　　   補 助 率　定額（上限２４０万円）
　　　　　　　　　　   実施地区　２集落

　県民に対するふくいの木についての関心と理解を深めるとともに県産材の利用拡大につ
なげるため、木づかい運動等を展開します。
　　事業内容　ふくいの木の祭典（仮称）の開催
　　　　　　　木づかいキャラバン等の実施による木づかい機会の創出
　　　　　　　ホルツアーキテクト（木造建築家集団）の育成
　　　　　　　木製玩具・遊具の整備、貸出しを拡大

（農林水産部県産材活用課）

（農林水産部県産材活用課）
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県産材海外マーケット開拓支援事業 8,476

[4,862]

 県産材商品開発チャレンジ事業 5,235

[－]

 労務流動化支援事業 4,672

[－]

 ふくいの森林の魅力新発見事業 65,636

[－]

 緑と花のおもてなし事業 3,183

[－]

 ウッドリームフクイ施設改修事業 4,079

[－]

（農林水産部森づくり課）

（農林水産部県産材活用課）

　これまで県産材があまり使用されてこなかった遊具や厨房機器、外構材などの新たな分
野での需要検討および商品開発を進め、県産材の利用拡大を図ります。
　　事業内容　　商品開発検討会（仮称）の開催
　　　　　　　　県産材商品の開発支援
　　　　　　　　　　補助率　県１／３（上限１５０万円）

（農林水産部森づくり課）

　県民が木に親しみ、身近に木を感じてもらうため、総合グリーンセンターにあるウッド
リームフクイの木育施設をリニューアルし、ふくいの木の利用促進と来園者の増加を図り
ます。
　　事業内容　木育施設・設備改修工事に伴う実施設計

　里山トレイルを活用した地域活性化の取組みをさらに強化するとともに、森林空間や里
山資源を活用する森林体験に取り組む活動を支援し、県内外からの誘客を図ります。
　　事業内容　トレイル関連の情報発信
　　　　　　　新たなトレイルコースの整備
　　　　　　　　　実施主体　若狭町
　　　　　　　　　財　　源　農山漁村振興交付金（国１／２）

　北陸新幹線福井・敦賀開業に向けて、総合グリーンセンターの施設機能を強化しイベン
トを開催することで、来園者に対してより効果的に花と緑の普及啓発を図るとともに、県
内の美しい景観づくりを推進します。
　　事業内容　花の展示温室および園路のイルミネーション設備の改修

（農林水産部森づくり課）

　県内の労務、施業地等の過不足状況を把握し、最適化するための協議会を設置すること
により、労務の調整を円滑に行い効率的な森林整備を促進します。
　　事業内容　施業状況を把握し労務調整を行うための協議会設立を支援
　　　　　　　県内の林業事業体が他の管内で森林整備を実施する際の機械回送費を支援
　　　　　　　　　補助率　県１／３
　　実施主体　林業事業体調整協議会（仮称）

（農林水産部県産材活用課）

（農林水産部県産材活用課）

　経済成長が見込まれるアジア諸国などに対して、県産材の新たな需要を開拓し、利用拡
大を図ります。
　　事業内容　　海外からの来場者が多い国内展示会への出展
　　　　　　　　国内および海外バイヤーの招へいによる商談会の開催
　　　　　　　　海外展示会への出展（台北国際建築建材および産品展）
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◇ふくいの水産業のステップアップ

 ふくいの養殖ネクストチャレンジ事業 3,996

[－]

定置漁業・底曳網漁業振興対策事業 51,681

[101,571]

 ブランド魚の販路拡大・魅力向上推進事業 6,338

[－]

若年遊漁者増加対策・内水面漁場調査事業 2,500

[3,750]

◇農山漁村地域の基盤づくり

中山間営農継続支援事業 46,742

[21,331]

（農林水産部水産課）

　本県トップブランド「越前がに」の需要拡大を推進するとともに、複数のプレミアムブ
ランドを展開することにより、本県水産物全体の販路拡大と生産額の増加を図ります。
　　事業内容　かに漁解禁に合わせてマスメディア等による情報発信を実施
　　　　　　　中部国際空港等においてＰＲイベントを実施
　　　　　　　「贈りがに」による魅力向上を図り首都圏等へＰＲ
　　　　　　　「極」ブランドを「若狭ぐじ」「越前がれい」において創出
　　　　　　　県内のイベントを活用し、ブランド魚等の認知度向上・消費拡大

（農林水産部水産課）

　漁業者に対する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）

（農林水産部水産課）

　傾斜が急で生産条件が不利な中山間地域において、除草ロボや防除ドローン等の導入を
支援するとともに、農作業を分担して助け合う体制を構築し、営農の継続を図ります。
　　事業内容　除草ロボ（ラジコン式草刈機）、防除ドローン、ヤギの導入支援
　　　　　　　　　補 助 率　県１／２
　　　　　　　農作業支援活動に対する支援
　　　　　　　　　補 助 率　県定額
　　　　　　　農業公社等の農業サポートセンターの活動支援
　　　　　　　　　補 助 率　県１／２

（農林水産部水産課）

　陸上養殖や複合養殖等の新技術を活用した養殖生産を拡大する取組みを推進するととも
に、マハタ等の新ブランド魚の生産拡大を図ります。
　　事業内容　マハタ、バフンウニ等の生産設備の導入支援
　　補 助 率　県１／３

Ｒ元 政策トライアル

　アユ釣りに若者が参入しやすい漁場を整備することにより新規遊漁者の増加を図るとと
もに、漁獲量を増加させるための漁場調査費に対して支援します。
　　事業内容　アユ釣りガイド派遣費を補助
　　　　　　　　　補助率　県１／２
　　　　　　　効率的な種苗放流方法および天然魚の遡上阻害要因の調査を補助
　　　　　　　　　補助率　県１／２
　　　　　　　　　財　源　浜の活力再生交付金（国１０／１０）

（農林水産部中山間農業・畜産課）
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（６）地域経済のイノベーション

◇「福井型エコシステム」の構築

 クラウドファンディング活用促進事業 3,458

[－]

 学生ベンチャー・チャレンジ応援事業 5,716

[2,865]

ふくい創業者育成プロジェクト 9,666

[9,501]

ふるさと企業育成ファンド事業

（産業労働部新産業創出課）

　女性や若者などの創業やベンチャー企業の成長を支援します。
　　事業内容　産業情報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、創業に向けたワークショップの開催
　　　　　　　ベンチャー企業向けピッチイベントやフォローアップ勉強会を実施

（産業労働部新産業創出課）

（産業労働部新産業創出課）

　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支援
　　補　助　率　県１０／１０
　　補助上限額　９５万円

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、創業や新分野展開、ものづくり企業の

人材確保を支援します。
　　事業内容　創業支援事業
　　　　　　　　　創業に必要な店舗改装や機器設備費等への支援
　　　　　　　　　　　補　助　率　県２／３
　　　　　　　　　　　補助上限額　２００万円
　　　　　　　新分野展開スタートアップ支援事業
　　　　　　　　　経営資源を活用した多角化や事業転換への支援
　　　　　　　　　　　補　助　率　県２／３
　　　　　　　　　　　補助上限額　１，０００万円
　　　　　　　ものづくり人材育成就学資金貸与事業
　　　　　　　　　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　平成２３年度～令和３年度

（産業労働部新産業創出課）

　クラウドファンディングを活用して創業や新分野展開に取り組む中小企業者等を支援し
ます。
　　事業内容　クラウドファンディング活用促進セミナーの開催
　　　　　　　クラウドファンディング活用経費（手数料等）を支援
　　              補　助　率　県１／２
　　              補助上限額　２０～５０万円
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ふるさと企業経営承継円滑化事業 99,984

[91,025]

 制度融資・事業承継支援資金（経営者保証解除支援分）の創設 105,311

[－]

◇デザインの力で魅力あるものづくり産地を創出

 デザインコネクト事業 2,900

[－]

 繊維産業新規市場開拓支援事業 24,313

[29,913]

 産業観光ビジネス支援事業 25,379

[－]

（産業労働部産業技術課）

　北陸新幹線福井・敦賀開業に向けた産業観光ビジネスモデル構築のため、デザイナー等
の専門家の監修による見学・体験メニュー等の開発に挑戦する企業を支援します。
　　事 業 内 容　企業の工場見学や体験メニュー開発等の経費を助成
　　補　助　率　県２／３
　　補助上限額　３００万円～１，０００万円
　　事 業 期 間　令和２年度～令和４年度

（産業労働部産業技術課）

　北陸新幹線福井・敦賀開業に向け、より成長が期待される製造業・農林水産業等の分野
へのデザイン導入時の課題を解決し、「目立つ」商品・サービスの実現を図ります。
　　事業内容　分野毎に異なるニーズに応じたセミナーを開催
　　　　　　　デザインを導入した新商品等の展示販売会を実施

（産業労働部産業政策課）

　親族および第三者への承継支援を強化するとともに、優れた技術を持つ県内老舗企業の
新たな取組みを支援します。
　　事業内容　親族や第三者への承継に向けた店舗改装等、老舗企業の後継者が行う商品
　　　　　　　開発等を支援
　　　　　　　　　補　助　率　県２／３
　　　　　　　　　補助上限額　３００万円
　　　　　　　後継者全国公募プロジェクトの実施

（産業労働部産業政策課）

　事業承継に必要な資金について経営者保証を不要とする制度融資を創設し、中小企業の
円滑な事業承継を図ります。
　　融　資　枠　５億円
　　融資限度額　１．５億円
　　融 資 利 率　１．０％以下
　　融 資 期 間　最大１０年間
　　保証料補給　１／２補給

　繊維関連団体が実施する事業を支援し、販売単価の上昇や福井ブランドの認知度向上を
図ります。
　　事業内容　　 産地内連携や販路開拓を行うコーディネーターの設置
　　　　　　　　 海外アパレル市場や非衣料分野への進出
　　　　　　　 ＳＤＧｓに対応したリサイクル体制の構築および環境認証取得
　　　　　　　　 石川県や関西・中京圏と共同で行う新素材開発や販路開拓
　　　　　　　　 ファッション系学校を対象とした県内産地への就労促進
　　実施主体　　 福井県繊維協会

（産業労働部産業技術課）
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越前ものづくりの里プロジェクト 33,594

[35,050]

◇暮らしに根差した小さな企業の応援

小規模事業者支援強化事業 36,524

[36,533]

小規模事業者経営改善資金（マル経資金）利子補給 26,795

[28,973]

ふくいの逸品創造ファンド事業

◇地域企業の生産性向上・人材確保

 就職氷河期世代就職促進事業 7,604

[－]

（産業労働部産業技術課）

　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
　　　　　　　　　海外バイヤー招聘　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」

（産業労働部産業政策課）

　小規模事業者が商工団体等と連携して行う販路拡大等に向けた取組みを支援します。
　　事 業 内 容　販路開拓や生産性向上、人材活用等を図る事業を支援
　　補　助　率　県２／３
　　補助上限額　５０万円
　　財　　　源　小規模事業者支援推進事業費補助金（国１／２）

（産業労働部産業政策課）

　小規模事業者経営改善資金に対して、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　１．２１％
　　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）

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　平成３０年度～令和１０年度

（産業労働部労働政策課）

　就職支援窓口の対象年齢を拡大し、非正規労働者の正社員化や無業者の就労を促すなど
就職氷河期世代への支援を行います。
　　事業内容　非正規労働者等を対象とした相談や就職後の定着支援を実施
　　　　　　　無業者等を対象とした就職支援プログラムを実施
    財　　源　地域就職氷河期世代支援加速化交付金

（産業労働部産業政策課）
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人材確保支援センター運営事業 57,827

[57,700]

◇働く人のための「しあわせ働き方改革」を実行

 テレワーク推進事業 4,048

[－]

「社員ファースト企業」推進事業 5,850

[6,310]　働きやすい職場環境づくりに取り組む企業を支援する「社員ファースト企業」制度によ
り、働き方改革を推進します。
　　事業内容　経営者と従業者がともに進める働き方改革に向けた宣言制度の実施
　　　　　　　働きやすい職場環境づくりに取り組む企業への補助金
　　　　　　　　  補　助　率　県１／２
　　　　　　　　  補助上限額　１５万円
　　　　　 　 「社員ファースト企業」認定制度の実施

（産業労働部労働政策課）

　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

（産業労働部労働政策課）

　企業の従業員の離職防止や多様な人材活用を促進するため、県内企業のテレワーク導入
を推進します。
　　事業内容　テレワーク導入に関する機運醸成セミナーの開催
　　　　　　　テレワーク制度の導入・利用を促進する奨励金の支給（２０～４０万円）

（産業労働部労働政策課）
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（７）Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０時代の新産業創出

◇成長産業へのチャレンジ応援

 県民衛星プロジェクト支援事業 69,455

[185,464]

 宇宙産業拡大支援事業 110,929

[57,817]

将来のふくいを牽引する技術開発支援事業 51,877

[61,589]

 研究開発プロフェッショナル人材設置事業 46,756

[41,798]

（産業労働部新産業創出課）

　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するとともに、衛星画
像利用システムを導入し、衛星データの利活用を推進します。
　　事業内容　　 県民衛星の打上げに対する支援
　　　　　　　 打上げ時にパブリックビューイングの実施
　　　　　　   「衛星画像利用システム」の導入

（部局連携：産業労働部新産業創出課、
地域戦略部電源地域振興課）

　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

　　　　　　　　　支 援 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

（産業労働部産業技術課）

　ふくいオープンイノベーション推進機構において、大型研究プロジェクトの推進を図る
とともに、副業・兼業人材の活用による経営課題解決を支援します。
　　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
　　　　　　　 副業・兼業人材の活用による経営課題解決を支援
　　　　　　　　　　 県内中小企業とネットワークを持つ人材を配置
　　　　　　　　　　 県内中小企業が活用する副業・兼業人材の旅費を支援
　　　　　　　　　　　　 補助対象経費　県外の副業・兼業人材の移動に係る旅費
　　　　　　　　　　　　 補　 助　 率　県１／２
　　　　　　　　　　　　 補 助 上 限 額　５０万円／人
　　財　　源　　 地域活性化雇用創造プロジェクト補助金等

　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
　　　　　　　　 県内企業と県外企業・大学との人工衛星に関する共同研究を支援
　　　　　　　　 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助成
　　　　　　　 　　　補　助　率　県１／２
　　　　　　　 　　　補助上限額　５００万円
　　　　　　　 ＳＡＲ（合成開口レーダー）衛星の製造技術開発
               放射線耐性評価試験による宇宙関連製品の開発支援

（産業労働部産業技術課）
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        2月補正

 炭素繊維複合材料の評価用試験機器整備事業 33,055

[－]

 福井しあわせ健康産業創出支援事業 20,138

[13,200]

◇ＡＩ・ＩｏＴなど技術革新を活かした新サービスの創出

ＩｏＴ・ＡＩ普及促進事業 68,298

[67,440]

 先端技術を活用した企業間連携モデル実証事業 1,500

[－]

 子どもプログラミング実業団育成プロジェクト 1,000

[－]　将来のＩＴ人材の育成を推進するため、企業が主体となる子どもプログラミングクラブ
の設立・運営や成果発表会の開催を支援します。
　　事業内容　企業型地域ＩＣＴクラブの設立・運営に対する支援
　　　　　　　「越前がにロボコン」開催に対する支援

　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専門家派遣の実施、社内人材育成研修の開催
　　　　　　　ＩｏＴ・ＡＩ・ロボットの導入に対する助成
　　　　　　　　　補　助　率　県１／２～２／３
　　　　　　　　　補助上限額　２００万円～１，０００万円

（産業労働部新産業創出課）

　眼鏡産業界、金融機関、有識者等で構成する眼鏡産業コンソーシアムが取り組む先端技
術導入による生産性向上の効果を実証する取組みを支援します。
　　事 業 内 容　導入システム開発に対する支援
　　補　助　率　県１／２
　　補助上限額　１５０万円

（産業労働部新産業創出課）

（産業労働部産業技術課）

　工業技術センターに国際規格に対応した評価が可能となる評価試験機を整備し、県内企
業の自動車、航空機などの新分野進出を支援します。
　　事業内容　複合材料用評価試験機の整備
　　　　　　　複合材料用評価試験機の利活用・安全確保のための講習会を開催
　　財　　源　国１０／１０

（産業労働部新産業創出課）

　健康寿命の延伸や医療・介護の負担軽減につながるヘルスケア産業を創出するため、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・介護現場や医療機器メーカーとのマッチング支援
　　　　　　　 　試作品開発、医療学会・展示会への出展支援
               　福井県ヘルスケアビジネス研究会の開催
　　　　　　　 ヘルスケアビジネスプラン実証に対する支援
　　　　　　　 　　　補　助　率　県１／２
　　　　　　　 　　　補助上限額　５００万円
　　財　　源　　 地域活性化雇用創造プロジェクト補助金等

（産業労働部新産業創出課）
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◇多様な企業誘致の推進

企業立地促進補助金 2,270,700

[1,109,974]

産業団地整備事業補助金 377,600

[1,245,200]

 企業誘致トップセールス推進事業 7,898

[－]

◇嶺南Ｅコーストの実現

 エネルギー研究成果等販路開拓支援事業 10,000

[－]

 嶺南スマートエリア推進事業 241,619

[－]

（産業労働部企業誘致課）

　企業が行う県内での新たな立地や増設等を支援します。あわせて、立地企業のＵＩター
ン者雇用や社宅建設費等を応援し、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
　　　  対象経費　土地取得・造成費、建物建設費、機械設備整備費、土地建物賃借料、
　　　　  　　　　社宅建設費、住居賃借料　等
　　　  補 助 率　１０～５０％
  　ＵＩターン者雇用促進補助
        事業内容　ＵＩ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

（産業労働部企業誘致課）

　市町が行う産業団地の整備を支援します。
　　対 象 経 費　用地測量、調査、工事費　等
　　実 施 市 町　大野市、おおい町
　　補　助　率　２／３
　　補助上限額　８億円（１０ｈa以上の場合は１０億円）

（産業労働部企業誘致課）

　徹底現場主義をキーワードに、知事によるトップセールスの強化、企業立地セミナーの
開催、設備投資の可能性が高い企業の情報収集を行い、本県への企業誘致活動を強化しま
す。
　　事業内容　企業の設備投資に関する調査の実施
　　　　　　　企業立地セミナーの開催
　　　　　　　知事による対話型トップセールスの実施

（地域戦略部電源地域振興課）

（地域戦略部電源地域振興課、新幹線建設推進課）

　定住人口の拡大を目指して、市町や電力事業者と連携し、地域内のエネルギー最適化を
図るスマートエリアの整備を促進します。
　　事業内容　嶺南全市町において、ＥＶや充放電機器を活用したＶＰＰシステムの実証
　　　　　　　再生可能エネルギーを電源とするムービングウォークを敦賀駅に整備
　　財　　源　エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

　県内企業がエネルギー関連技術等にかかる共同研究等により開発した製品・サービスの
販路開拓を支援します。
　　事 業 内 容　県内企業が研究開発した製品・サービスの販路開拓を支援
　　補助対象者　電力事業者や若狭湾エネルギー研究センターとの共同研究等により開発
　　　　　　　　した製品・サービスの販路開拓を行う県内企業
　　補  助  率　１／２
　　補助上限額　２００万円
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（８）拡大する世界市場をふくいの成長へ

◇海外ネットワークの新展開

 福井県ホームページ多言語化事業 1,578

[－]

 ミッション型海外事務所によるフランス販路開拓支援事業 8,495

[－]

ふくい貿易促進機構運営事業 93,104

[94,794]

◇福井の文化や食を活かした海外売り込みの強化

 海外眼鏡販路獲得フォローアップ事業 4,000

[4,500]

海外クルーズ客船誘致促進事業 3,366

[4,580]

（産業労働部国際経済課）

　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、アジアをはじめとす
る海外への販路拡大を促進します。
　　事業内容　ふくいグローバルビジネスプラザ（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

（産業労働部国際経済課）

　ＥＵとの経済連携協定による関税撤廃などのメリットを活かし、県内企業のヨーロッパ
における販路開拓を支援するため、フランスにミッション型海外事務所を開設します。
　　事業内容　フランスでの販路開拓を目指す県産品の営業代行を委託
　　　　　　　県内企業に対するフランス市場の情報提供、現地での活動支援

（地域戦略部統計情報課）

　福井県ホームページを通して、外国人旅行者や海外の企業等に対し、本県の観光情報や
施策等を幅広く発信します。
　　事業内容　日本語版ホームページを主要１４言語に翻訳対応

（産業労働部産業技術課）

　世界規模の眼鏡展示会への出展を支援し、福井県産眼鏡の海外での販路拡大を図りま
す。
　　事業内容　　 国際眼鏡展示会の出展支援
　　　　　　　 現地消費者向けの販売や情報収集を行うポップアップストアを開設
　　実施主体　　 福井県眼鏡協会

（産業労働部企業誘致課）

　海外クルーズ客船の本県への寄港が増えるよう、海外でのクルーズ展示会への参加や直
接営業を行うなど、誘致活動を強化します。
　　事業内容　海外クルーズ展示会（北米、中国）出展
　　　　　　　クルーズシンポジウムの開催
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 海外市場への売込み強化事業 226,152

[27,841]

◇国際交流の推進

中国における福井プロモーション強化事業 14,661

[16,537]

　　　　（部局連携：交流文化部観光誘客課、
産業労働部国際経済課）

　本県と友好関係にある浙江省を中心に、宿泊予約サイトや越境ＥＣを活用して中国から
の観光誘客や県産品の販売を促進します。
　　事業内容　中国の旅行会社、教育関係者、メディア等の県内視察
　　　　　　  現地大手宿泊予約サイトと連携した県内観光情報等の発信
　　　　　　  中国における観光説明会の実施
　　　　　　　上海の商業施設において観光ＰＲを実施
　　　　　　　中国向け越境ＥＣサイトにおけるプラットフォーム「福井館」の運営

（農林水産部流通販売課）

　市場拡大が見込まれるアジア諸国を重点ターゲットとして、食品等の輸出を拡大するた
め、営業代行の配置や輸出先のニーズ、規制等に対応した産地づくりや施設整備を支援し
ます。
　　事業内容　 中華圏、東南アジアに営業代行を配置し、現地輸入業者や飲食店等へ
　　　　　　　　 営業を実施
　　　　　　　　 海外のバイヤーを招聘した商談会や物産展を開催
　　　　　　　 輸出先のニーズや規制等に対応した調査・計画策定、施設整備を支援
　　　　　　　　　　 補助率　国１／２、１０／１０

Ｒ元 政策トライアル
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Ⅲ　楽しみを広げる（創造力）

（９）１００年に一度のまちづくり

◇北陸新幹線など高速交通網の整備促進

北陸新幹線建設事業 30,700,000

[28,800,000]

北陸新幹線福井駅（東口）拡張施設整備事業 25,583

[－]

高規格道路整備事業（公共）
２月補正

2,534,300

◇新幹線駅周辺のまちづくり

北陸新幹線三駅周辺整備推進事業 146,850

[234,751]

福井駅西口市街地再開発支援事業 1,423,197

[51,889]

（地域戦略部新幹線建設推進課）

　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（１，８４３億円）にかかる本県の建設負担
　　　　　　　　　県内全域の高架橋工事（敦賀駅高架橋など）
　　　　　　　　　橋りょう工事（足羽川橋りょうなど）
　　　　　　　　　トンネル工事（新北陸トンネルなど）
　　　　　　　　　駅舎建築工事、軌道工事、電気・機械工事
　　財　　源　　　整備新幹線建設負担金債

（地域戦略部新幹線建設推進課）

　福井市が行う北陸新幹線福井駅の拡張施設の整備に対し支援します。
　　事業内容　拡張施設整備への支援
　　事業主体　福井市
　　補 助 率　県１／４ （国１／２　福井市１／４）

（土木部道路建設課、高規格道路課）

　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。

（地域戦略部交通まちづくり課）

　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）　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　平成２９～令和４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）

（土木部都市計画課）

　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　事業計画作成、建築設計、補償、建物解体・建築工事等に対する支援
　　負担割合　県１／６（国１／３　福井市１／６　組合１／３）
　　　　　　　　　補償費、解体・建築工事費に対する補助率は１．３５倍嵩上げ
　　財  　源　公共事業等債

当初予算

11,320,000
[8,129,200]
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 県都デザイン戦略推進事業（福井城址活用検討事業） 1,027

[－]

◇地域の新交通システムの構築

 新モビリティサービス推進事業 10,681

[10,000]

 並行在来線新駅設置支援事業 9,000

[－]

並行在来線旅客流動調査・需要予測調査事業 26,367

[－]

 ＪＲ小浜線利活用促進事業 4,759

[－]

◇飛躍する福井を支える基盤の整備・活用

敦賀港将来計画策定事業 87,418

[52,128]

（土木部港湾空港課）

　敦賀港の施設規模や配置など長期的な利活用の方針を定め、港湾機能の強化や荷役の効
率化を進めるため、敦賀港港湾計画を改訂します。
　　事業内容　将来計画の検討（長期構想、港湾計画）
　　　　　　　環境アセスメント（現況調査、影響シミュレーション）等
　　事業期間　令和元年度～３年度

（地域戦略部地域鉄道課、嶺南振興局）

　小浜線の利用促進や嶺南地域への観光誘客を図るため、観光列車の乗入れや鉄道を利用
したモニターツアーなどの取組みに対して支援します。
　　事業内容　観光列車の乗入れ運行経費の支援
　　　　　　　嶺北から嶺南市町を行先としたモニターツアー開催経費への支援
　　補 助 率　県１／２
　　財　　源　地域振興基金

　令和３年の経営計画策定に向け、並行在来線開業後の利用者数を予測する調査を実施
し、運行計画や収支見直しに反映します。
　　事業内容　県内並行在来線区間の旅客流動調査
　　　　　　　並行在来線の需要予測

（地域戦略部地域鉄道課）

　並行在来線の利用促進を図るため、市町が実施する新駅の設置可能性調査に要する経費
に対して支援します。
　　事 業 内 容　新駅設置の検討のため、利用者見込みや概算整備費などを把握する調査
                に対し支援
　　実 施 主 体  沿線市町
　　補  助  率　県１／２（市町１／２）
　　補助上限額　３００万円

（地域戦略部地域鉄道課）

（地域戦略部交通まちづくり課）

　福井城址活用のあり方について、福井市や地区住民、有識者等と意見交換を行い、福井
城址の目指すべき姿と具体的な用途・機能の検討を進めます。
　　事業内容　福井城址活用検討懇話会の開催
　　　　　　　福井城址活用ワークショップの開催

（地域戦略部交通まちづくり課）

  公共交通機関の利便性向上を図るため、ＭａａＳの導入など新たなモビリティサービス
の活用を進めます。
　　事業内容　 交通事業者や市町等とのＭａａＳ導入に向けた検討会の開催
                 公共交通機関の利便性向上に向けた取組みの支援
                     補助対象者　市町、交通事業者等
　　　　　　　　　   補　助　率　県１／２
　　　　　　　　　   補助上限額　２００万円（広域連携３００万円）

Ｒ元 政策トライアル
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敦賀港鞠山南地区２期工事 848,000

[1,007,000]

敦賀港利用拡大事業 24,500

[24,500]

敦賀港コンテナ物流トライアル事業 5,000

[5,000]

海外クルーズ客船おもてなし事業 31,118

[14,048]

小松空港国際定期路線推進事業 23,842

[21,114]

小松空港を活用した誘客プロモーション事業 12,464

[12,031]

　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

（土木部港湾空港課）

　石川県と連携し、小松空港とアジア各国を結ぶ国際線の新規路線開設や継続運航を後押
しすることにより、ビジネス・観光両面での交流人口拡大を図ります。
　　事業内容　国際定期便の運航支援
　　　　　　　国際線を利用する県内団体への助成等
　　　　　　　　　補助額　１人当たり５千円
              香港での合同セミナーの開催、現地旅行博への共同出展等
　　　　　　  香港、タイの現地メディアによる県内視察
　　　　　　  台湾からの報奨旅行誘致に向けた現地企業による県内視察

　　　　（部局連携：地域戦略部交通まちづくり課、
交流文化部観光誘客課）

　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　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

Ｒ元 政策トライアル

（部局連携：産業労働部企業誘致課、交流文化部観光誘客課、
土木部港湾空港課）

　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・物産ブースの設置

（産業労働部企業誘致課）

　敦賀港を活用する企業および船会社を支援し、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　敦賀港の貨物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
　　補 助 率　県１／２（敦賀市１／２）

（産業労働部企業誘致課）

　敦賀港への利用転換を試みる企業を支援し、敦賀港の外貿貨物の利用拡大を図ります。
　　事 業 内 容　トライアル利用に係る経費（海上運賃、国内陸上輸送費など）への助成
　　補　助　率　県１／２（敦賀市１／２）
　　補助上限額　１００万円

（交流文化部観光誘客課）
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◇「ＷＡＫＡＳＡリフレッシュエリア」の形成

 嶺南振興プロジェクト枠予算 160,000

[100,000]

 （地域戦略部嶺南振興局） 3,674

[－]

 嶺南地域観光消費拡大事業 6,245

[－]

（地域戦略部嶺南振興局）

　嶺南地域の観光アプリを改修することにより、観光客の周遊を促し、消費拡大につなげ
ます。
　　事業内容　嶺南観光ＬＩＮＥアプリの機能の拡充
　　　　　　　アプリの周知を図るチラシ等を作成
　　　　　　　ＬＩＮＥアプリを活用した地元店舗向けのＰＲセミナーの開催

（地域戦略部嶺南振興局）

　北陸新幹線福井・敦賀開業、さらには大阪までの早期全線開業に向け、嶺南振興局の独
自予算を拡充することにより、観光振興等の地域課題に対し、迅速に対応します。
　　予算枠　　景観整備等ハード事業予算　　　　　　　　　　　　１億５，０００万円
　　　　　　　新たな施策の試行的実施予算（政策トライアル枠）　 　 １，０００万円

　北陸新幹線福井・敦賀開業、さらには全線開業に向け、関西圏における嶺南地域のイ
メージを確立させるため、関西圏の大学生と協働し、情報発信の強化を図ります。
　　事業内容　関西圏大学生が嶺南地域を体験し、イメージビデオを作成
　　　　　　　イメージビデオを関西圏を中心にユーチューブ等で発信
　

Ｒ元 政策トライアル

「ＷＡＫＡＳＡリフレッシュエリア」関西圏大学生発イメージ発信強化事業

Ｒ元 政策トライアル
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（１０）北陸新幹線開業効果を最大化

◇観光客の心をつかむ魅力づくり

 恐竜博物館機能強化事業 1,035,079

[－]

 恐竜博物館来館者ワクワク回遊プロジェクト 122,351

[－]

 恐竜博物館の魅力発信・環境向上プロジェクト 37,794

[－]

 恐竜博物館開館２０周年記念事業 111,379

[－]

（交流文化部ブランド課）

　恐竜博物館の開館２０周年を記念した特別展の開催など、国内外に「恐竜王国福井」の
魅力を発信します。
　　事業内容　２０周年記念特別展開催
　　　　　　　　　「日本の恐竜時代の幕開け（仮称）」（場所：恐竜博物館）
　　　　　　　　　「ヨコハマ恐竜展２０２０」（場所：パシフィコ横浜）
　　　　　　　新たな恐竜ロボット（２体）の展示
　　　　　　　動く恐竜ライブショーの開催
　　　　　　　フォトコンテストの開催　等

（交流文化部ブランド課）

（交流文化部ブランド課）

　北陸新幹線福井・敦賀開業効果を最大活用するため、世界に誇る恐竜化石の研究ならび
に情報発信の拠点を目指し、恐竜博物館の機能強化に着手します。
　　事業内容　恐竜博物館の増改築に向けた基本設計・実施設計
              土地造成工事
    開館時期　令和５年夏（予定）

（交流文化部ブランド課）

　恐竜博物館の魅力を国内外に発信するとともに、渋滞や混雑情報をリアルタイムで提供
するなど、観覧環境・アクセスの向上を進めます。
　　事業内容　電光掲示板による恐竜博物館までの渋滞情報等の提供
　　　　　　　館内の混雑状況を動画で配信
　　　　　　　展示解説アプリの導入
　　　　　　　中国最大のＳＮＳ「ウェイボー」の公式アカウント運営
　　　　　　　「るるぶ福井県立恐竜博物館」ダイジェスト版の制作・配布

　恐竜博物館への来館者による県内への回遊・宿泊を促進するため、勝山市、周辺市町、
関係団体と力を合わせ、機能強化による新たな方策に着手します。
　　事業内容　恐竜モビリティ・ステイサービス支援
　　　　　　　　　恐竜列車整備
　　　　　　　　　　　事 業 内 容　車両購入、実施設計、既存車両の内装を恐竜仕様に
　　　　　　　　　　　　　　　　　改修する経費等を支援
　　　　　　　　　恐竜バス運行
　　　　　　　　　　　事 業 内 容　福井駅から恐竜博物館への恐竜バスの運行、恐竜
　　　　　　　　　　　　　　　　　ラッピングや車内を装飾する経費等を支援
　　　　　　　　  恐竜ホテル改修
　　　　　　　　　    事 業 内 容　客室・共用スペースを恐竜仕様に改修する経費等
　　　　　　　　　　　　　　　　　を支援
　　　　　　　　　　　補  助  率　県１／２（市町１／６、事業者１／３）
　　　　　　　　　　　補助上限額　５００万円／件
　　　　　　　恐竜ランドマークの設置・支援
　　　　　　　　　事業内容　南条ＳＡへの恐竜モニュメントの設置
　　　　　　　　　　　　　　市町による恐竜モニュメント設置への支援
　　　　　　　　　              補  助  率　県１／２（市町１／２）
　　　　　　　　　              補助上限額　１，５００万円／件

Ｒ元 政策トライアル
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 福井駅前恐竜大変身！恐竜コスプレ事業 3,960

[－]

 北陸新幹線沿線地域と連携した福井の食魅力向上・発信事業 9,264

[－]

 見たい・行きたい・味わいたい福井の名物発信事業 13,323

[－]

 大河ドラマ「麒麟がくる」情報発信事業 32,503

[－]

周遊・滞在型観光推進事業 522,948

[565,925]

 六呂師高原活性化検討事業 4,734

[－]

（交流文化部ブランド課）

（交流文化部ブランド課）

Ｒ元 政策トライアル

　ＪＲ福井駅前の恐竜モニュメントに季節に合わせた衣装を装着させることにより、話題
性を創出し、メディアやＳＮＳ等による情報発信を促進します。
　　事業内容　クリスマス、ハロウィンの時期にＪＲ福井駅前恐竜モニュメントに衣装を
　　　　　　　装着

　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、北陸新幹線福井・敦賀
開業や中部縦貫自動車道県内全線開通に向け、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
　 　　　   整備箇所　芦原温泉駅西口賑わい施設（あわら市）
　　　　　   　　　 　温泉センター水芭蕉（勝山市）
　　　　　   　　　　 北府駅ミュージアム（越前市）
　　　 　 　  　　　　道の駅若狭おばま拡充（小浜市）
　 　　　   　　　　　海辺の賑わい創出整備（高浜町）
　　　　    　　　　　教育旅行対応宿泊施設（おおい町）
　　　  ソフト事業支援
　　　　    実施主体　市町、観光団体　等
　　　　    補 助 率　県１／２

　北陸新幹線沿線地域や県内において著名シェフと本県の料理人が協働で料理イベント等
を開催することにより、本県の食と食文化を県内外に発信するとともに、食の魅力向上を
図ります。
　　事業内容　著名シェフと県内料理人による料理イベントの開催
　　　　　　　長野県軽井沢町において「フクイカフェ（仮称）」を開催

（交流文化部ブランド課）

　福井の食のメディアツアーを開催し、食のトレンドに敏感なメディア関係者の目線から
見た北陸新幹線福井・敦賀開業時に目玉となりえる福井の名物を全国に発信します。
　　事業内容　雑誌・ＷＥＢ等のメディアツアーを開催

Ｒ元 政策トライアル

（交流文化部観光誘客課）

（交流文化部ブランド課、文化課）

　２０２０年ＮＨＫの大河ドラマ「麒麟がくる」の放送に合わせ、明智光秀と本県のつな
がりを発信し、観光誘客につなげます。
　　事業内容　明智光秀と本県の関係性を紹介する記事掲載、講座開催
              ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」衣装・小道具等の展示
　　　　　　  ドラマ制作関係者トークショーの開催
　　　　　　  ゆかりの地をめぐるバスツアーの実施

（交流文化部観光誘客課）

　六呂師高原において、中部縦貫自動車道県内全線開通を見据えた観光客の受入体制整
備・魅力向上などの活性化策を検討します。
　　事業内容　民間資金の導入や事業者の参入可能性調査
　　　　　　　六呂師高原の誘客策を検討する協議会を開催
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◇ふくいブームの創出

 北陸新幹線開業キャッチコピー・ロゴ制作活用事業 14,557

[－]

 北陸新幹線開業に向けたふくいブーム創出事業 69,701

[－]

　

 北陸新幹線開業に向けたメディアプロモーション事業 37,840

[－]

 北陸新幹線沿線エリアでのＰＲ強化事業 36,092

[－]

 北陸三県共同観光客誘致拡大事業 14,834

[13,000]

 関西・中京圏からの誘客強化事業 20,300

[－]

（交流文化部新幹線開業課）

（交流文化部新幹線開業課）

　北陸三県とＪＲが連携し、「北陸」を切り口にしたＰＲを行い、誘客拡大を図ります。
　　事業内容　 北陸新幹線開業５周年キャンペーン観光素材の造成
　　　　　　　　 北陸三県とＪＲが連携したキャンペーンの実施

（交流文化部観光誘客課）

　北陸新幹線開業に向けて、県全体で統一感を持ったＰＲを実施することにより、認知度
向上を図ります。
　　事業内容　キャッチコピー・ロゴおよびＰＲグッズの制作

　北陸新幹線沿線エリアにおいてＰＲ活動を実施し、新幹線開業の認知度向上および誘客
拡大を図ります。
　　事業内容　ＪＲ東日本管内の主要駅へのポスター掲出
　　　　　　　福井とゆかりのある地域（新宿区神楽坂）におけるイベントの実施
　　　　　　　北陸新幹線の主要駅(上野駅、大宮駅)における出向宣伝

　関西・中京圏において、恐竜等の強みを活かした情報発信を行うことにより、さらなる
誘客強化を図ります。
　　事業内容  ＪＲ大阪駅および名古屋駅周辺におけるＤＩＮＯ-Ａ-ＬＩＶＥ等を活用し
　　　　　　　た観光ＰＲ

（交流文化部新幹線開業課）

　北陸新幹線福井・敦賀開業に向けて、ふくいブランドを活用した首都圏でのプロモーシ
ョンを行うことにより、福井の認知度を高め、「ふくいブーム」を創出します。
　　事業内容　アーティストやタレントが伝統工芸のオリジナル作品を製作し、イベント
　　　　　　　やＳＮＳで発信
　　　　　　　羽田空港において恐竜をテーマにしたプロモーションの実施

（交流文化部新幹線開業課）

　本県が誇る「本物」の情報をメディアが利用しやすい形で提供するとともに、首都圏メ
ディアを招致し、露出拡大を図ります。
　　事業内容　ふくいの地域資源に関する情報提供
　　　　　　　現地取材経費にかかる助成

（交流文化部新幹線開業課）
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 北陸新幹線開業アイデアコンテスト実行支援事業 80,000

[－]

 北陸新幹線開業スタートアップ事業 5,584

[12,679]

 ＳＮＳ等を活用した福井ファン拡大事業 51,333

[－]

福井県ビジネス支援センター運営事業 253,004

[243,689]

アンテナショップを活用したふくいのＰＲ促進事業 6,172

[12,141]

（交流文化部新幹線開業課）

　北陸新幹線福井・敦賀開業に向けて、ＳＮＳや人気旅行ガイド等で本県の魅力を発信す
ることにより、福井ファンを拡大します。
   事業内容　ウェブメディアによるユニークな記事の配信
　　　　 　　ユーチューブによる福井の観光動画の配信
　　　　　 　インスタグラマーによる地域資源の発掘および口コミ情報の拡散
　　　　 　　旅行ガイド「ことりっぷ」福井版の制作

　北陸新幹線開業アイデアコンテストに応募があったアイデアの事業化により、県内機運
の醸成と受入環境の整備を図ります。
　　行政部門
　　　　事 業 内 容　アイデアを事業化する市町への支援
　　　　補  助  率　県１／２（市町１／２）
　　　　補助上限額　５００万円
　　民間部門
　　　　事 業 内 容　入賞した民間団体・グループが実施する事業への補助
　　　　補  助  率　県２／３（事業者１／３）
　　　　補助上限額　５００万円／年・事業者

（産業労働部産業政策課）

　県内事業者の首都圏に向けた発信力強化と首都圏ニーズ把握による商品改良のため、ア
ンテナショップを活用して県内事業者が行う商品ＰＲやマーケティング調査を支援しま
す。
　　事業内容　アンテナショップ内に「ふくいのプッシュ商品」特設コーナーを設置
　　　　　　　県内小規模事業者による首都圏での対面販売を支援
　　　　　　　　　補助対象経費　対面販売に係る旅費
　　　　　　　　　補　 助　 率　県１／２

（交流文化部新幹線開業課）

（交流文化部新幹線開業課）

　北陸新幹線開業記念イベントの検討や新たな観光商品の造成により、開業時の効果を最
大限に高めます。
　　事業内容　 県内統一テーマによる開業記念イベント検討会の開催
　　　　　　　 市町と旅行会社の情報交換会の実施
               観光情報のデジタル化セミナーの開催
　　　　　　　　 北陸新幹線開業プラン推進会議の開催

（産業労働部産業政策課）

　「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
　　　　　　　民間事業者への運営業務の委託
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◇世界を魅了するインバウンド強化

 福井県インバウンド向けホームページリニューアル事業 32,577

[－]

 東南アジア市場新規開拓事業 3,191

[－]

 東京や関西等の観光団体と連携した外国人観光客誘致促進事業 10,308

[－]

 ＪＲ西日本と連携したインバウンド誘客促進事業 6,100

[－]

北陸新幹線開業に向けたインバウンド対策事業 98,432

[823]

 ふくいキャッシュレス決済推進事業 4,069

[－]

（交流文化部観光誘客課）

Ｒ元 政策トライアル

（産業労働部産業政策課）

　外国人観光客が快適に旅行できる受入環境を備え、消費拡大を促していくため、市町と
の協働により重点整備エリアを面的に整備します。
　　事業内容　外国人受入環境整備（免税対応・Wi-Fi環境等）に対する経費を支援
　　　　　　　　　補  助  率　１／４（国１／２、市町１／４）等
　　　　　　　　　補助上限額　１，５００万円／市町
　　　　　　　県内観光事業者向けインバウンドビジネスセミナーの開催
　　　　　　　多言語コールセンターの設置（英語、中国語、韓国語）

（交流文化部観光誘客課）

（交流文化部観光誘客課）

　県内事業者の生産性向上と消費者の利便性向上のため、キャッシュレス決済の利用拡大
を図ります。
　　事業内容　福井県キャッシュレス推進連絡会議の開催
　　　　　　　キャッシュレスセミナーの開催
　　　　　　　キャッシュレス決済導入調査

Ｒ元 政策トライアル

　経済発展が目覚ましく、今後訪日客の増加が見込まれる東南アジア（ベトナム、フィリ
ピン）を新たな市場として、現地旅行会社と連携を行い、本県への誘客拡大を図ります。
　　事業内容  現地商談会等への参加、現地旅行博への出展等

（交流文化部観光誘客課）

（交流文化部観光誘客課）

　多様化している外国人の個人旅行ニーズにきめ細やかに対応したインバウンド向けの
ホームページを作成します。
　　事業内容　ふくいドットコムのインバウンド向けＨＰのリニューアル

　ＪＲ西日本、福井県インバウンド推進連携協議会と連携し、海外から本県へのさらなる
誘客拡大を図ります。
　　事業内容　伝統工芸など、外国人向けスペシャル体験プログラムの造成を支援
　　　　　　　県内主要駅を基点とした１日バスツアーの造成

　東京オリ・パラや大阪万博などにより、さらに訪日客の増加が見込まれる地域からの誘
客を促進するため、これらの地域の観光団体等と連携し、本県への誘客拡大を図ります。
　　事業内容　東京都・東京観光財団がオリ・パラ期間中に実施する都内でのＰＲイベン
　　　　　　　ト等に参画
　　　　　　  関西観光本部、大阪観光局、京都市観光協会等との広域観光ルート設定等
　　　　　　　による共同ＰＲ
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◇すべての人が満足できる観光環境づくり

おもてなし産業魅力向上支援事業 80,373

[80,366]

 市町協働による地域みらい応援プロジェクト 79,500

[－]

 北陸新幹線開業に向けた県民協働によるサービス提供事業 23,986

[－]

 民宿リニューアル支援事業 50,000

[－]

（交流文化部新幹線開業課）

　北陸新幹線福井・敦賀開業に向けて、おもてなし活動の普及等により県内機運を醸成す
るとともに、観光事業者のサービス品質向上や新たな土産開発による観光客の満足度向上
を図ります。
　　事業内容　おもてなし宣言の登録
　　　　　　　県内イベントでの開業ＰＲキャラバンの実施
　　　　　　　サービス品質向上セミナーの開催
　　　　　　　おもてなし規格認証（経済産業省）の取得支援
　　　　　　　オリジナル詰め合わせ土産品の開発

（交流文化部観光誘客課）

　北陸新幹線福井・敦賀開業や中部縦貫自動車道県内全線開通に備え、民宿の魅力向上や
受入環境の整備を支援します。
　　事 業 内 容　民宿の改修費（内装改修、浴室の整備改修、トイレの洋式化、外観修繕
　　　　　　　　等）を支援
　　補  助  率　県１／３（市町１／３、事業者１／３）
　　補助上限額　５００万円／件（事業費１，５００万円）

（地域戦略部市町協働課）

　高速交通体系の整備に向け、交流人口の拡大を図るため、各市町の特色を活かした独自
に企画する地方創生のための取組みを応援します。
　　事 業 内 容　地域資源の磨き上げ、おもてなし拡大のための二次交通整備、移住・定
　　　　　　　　住を呼び込む環境整備に向けた市町事業を支援
　　補  助  率　県１／２　（市町１／２）
　　補助上限額　市　５，０００万円　　町　２，５００万円
　　補 助 総 額　６．５億円（３年間）

　北陸新幹線福井・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の向上を支援します。
　　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等の経費を助成
　　補　助　率　県２／３
　　補助上限額　２５０万円～３００万円
　　事 業 期 間　平成３０年度～令和４年度

（産業労働部産業政策課）
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◇観光産業化の基盤づくり

 福井県観光連盟機能強化事業 88,321

[－]　北陸新幹線福井・敦賀開業に向けて、県観光連盟を本県の観光地域づくりの中核を担う
組織として強化し、さらなる観光振興と誘客促進を図ります。
　  事業内容　県観光連盟の機能強化
　　　　　　　  　コンベンション部門の新設
　　　　　　　　　　　コンベンション開催に係る助成金
　　　　　　  　　　　　　補助上限額　国内　　　９００万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国外　１，２００万円
　　　　　　　　　　　広報・宣伝、観光ＰＲ、ＭＩＣＥ誘致のためのイベント出展等
　　　　　　　　　観光地域づくりの推進
　　　　　　　　　　　専門家のアドバイス等により地域の観光を担う事業者を支援
　　　　　　　　　　　ＤＭＯ法人の登録準備

（交流文化部観光誘客課）
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（１１）人が人を呼ぶ、移住・定住新戦略

◇産学官連携による学生の県内就職の促進

 県外学生ＵＩターン推進事業 87,232

[－]

ＵＩターン学生就活交通費応援事業 12,310

[11,854]

 学生インターンシップ推進事業 14,263

[13,497]

県内学生定着支援事業 8,207

[8,058]

 関西の学生グループによる福井応援事業 2,771

[－]　関西在住の県出身大学生のネットワーク化を図るとともに、学生による福井県の情報発
信等の活動を支援し、将来的なＵターンにつなげます。
　　事業内容　グループに参画する県出身学生の発掘とネットワーク化の支援
　　　　　　　県内企業と関西在住学生との交流会の開催
　　　　　　　学生グループによる県内企業の取材・魅力発信

　県外学生のＵＩターン就活（インターンシップ、説明会、採用面接等）にかかる交通費
を支援することにより、県外学生と県内企業の接触機会の充実を図ります。
　　補助対象者　県内就職を希望する県外大学在籍の全学年および県外に居住する第二新
　　　　　　　　卒者（大学等卒業後３年まで）
　　補助上限額　１４，０００円（県別定額）×２回

（交流文化部定住交流課）

　就職支援協定校を中心に、県外大学において県内企業の魅力に触れる機会を提供するこ
とにより、県外学生のＵＩターン就職を促進します。
　　事業内容　就職支援協定校を中心に大学内でセミナーを開催
　　　　　　　大学祭に出店して県内企業と県外学生の交流を促進
　　　　　　　都市圏の学生に福井の企業の魅力が伝わるインターンシップを開催
　　　　　　　女子学生と若手の女性社員との交流会等を開催
　　　　　　　合同企業説明会等を都市圏で開催
　　　　　　　理系学生就職ロードマップを作成
　　　　　　　福井県奨学金返還支援基金により、ＵＩターン者の奨学金返還を支援
　　　　　　　  　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）

（交流文化部定住交流課）

（交流文化部定住交流課）

　県内学生等の県内定着を推進するため、県内企業の魅力に触れる機会を全学年トータル
に提供します。
　　事業内容　県内企業の若手社会人との交流会を開催
　　　　　　　合同企業説明会等を県内で開催
　　　　　　　高校卒業予定者と県内の求人企業が参加する企業説明会を開催

（交流文化部定住交流課）

　学生のインターンシップを通じた就業意識の醸成を促進するとともに魅力的な県内企業
を知る機会を提供します。
　　事業内容　　 夏季インターンシップの実施
　　　　　　　 冬季インターンシップの実施
　　　　　　　   就職支援協定校を中心とした県外大学におけるガイダンスを開催

（部局連携：地域戦略部未来戦略課、
交流文化部定住交流課）
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◇都市部への「攻め」の移住政策

 京都事務所開設事業 19,022

[－]

 ＵＩターン人材開拓事業 107,743

[86,674]

　

 ＵＩターン移住就職等支援事業 53,777

[94,183]

 「産地合説」開催事業 2,251

[－]

　

地域おこし協力隊定着支援事業 4,000

[4,000]

（部局連携：交流文化部定住交流課、産業労働部労働政策課）

　学生や訪日外国人の多い京都においてＵＩターンの促進や関係人口の拡大、インバウン
ド対策等を強化するため県事務所を開設します。
　　事業内容　Ｕターンアドバイザーを配置し、移住希望者を継続的にサポート
　　　　　　　福井に移住した若者が中心となり、移住者を呼び込む施策を企画実行
              京都市観光協会と連携し京都発着の観光ルートを開発、共同ＰＲ（再掲）

（交流文化部定住交流課）

Ｒ元 政策トライアル

（部局連携：地域戦略部未来戦略課、交流文化部定住交流課）

（交流文化部定住交流課）

　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

　伝統工芸や地場産業に関心のある県外の学生・若者を対象に、仕事の体験、職人・技術
者や地元住民との交流などを通じて産地の魅力を発信し、学生・若者のＵＩターンを促進
します。
　　事業内容　都市圏に産地職人等が出向き、学生・社会人を対象とした交流会を開催
　　　　　　  工房等を巡る職場見学会や職場実習を実施
　　　　　  　地域住民や職人等との交流会を開催

　人材開拓員によるＵＩターン希望者や関係人口希望者層の掘り起こしや、都市圏で地域
団体やＩターン移住者と相談・マッチングを行うフェアを開催するとともに、県内企業の
中核人材のＵＩターン雇用に対し、人件費を支援します。
　　事業内容　 新たに大阪に人材開拓員を配置し、移住者層を開拓
　　　　　　　   インターネットサービス等を活用した開拓
　　　　　　     地域団体を対象として、市町とともに研修会を開催
　　　　　　     都市圏において「ふくい移住・かかわり方フェア」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ＵＩターン雇用に対
　　　　　　　　 し、人件費を補助
　　                 補　助　率　県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等

（部局連携：交流文化部定住交流課、産業労働部新産業創出課）

　移住・創業者の対象を東京圏から全国に拡大するとともに、移住創業奨励金を新設し、
本県への移住を促進します。
　　事業内容　　 東京圏からの移住者に対する支援
　　　　　　　　　　 移住支援額　最大１００万円（国１／２、県１／４、市町１／４）
　　　　　　　　  　 創業支援額　最大２００万円（国３／８、県５／８）
　　　　　　　　   創業奨励金　最大２４０万円（県１０／１０）
　　　　　　   全国からの移住者に対する支援
　　　　　　　  　　 移住支援額　最大　５０万円（県１／２、市町１／２）
　　　　　　　　  　 創業支援額　最大２００万円（国３／８、県５／８）
　　　　　　　　　 創業奨励金　最大２４０万円（県１０／１０）
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◇関係人口の創出・拡大

 都市の学生・社会人との多様な「関わりしろ」拡大事業 14,854

[－]

 首都圏・関西圏における交流拡大事業 4,198

[－]

 「地方兼業」による高度専門人材誘致事業 4,841

[－]

 「新しい働き方・暮らし方」推進事業 21,051

[－]

ふるさと貢献促進事業 59,132

[26,547]

ふるさと納税を活用した交流人口拡大プロジェクト 10,800

[10,800]

（地域戦略部未来戦略課）

　高度な知識・スキルを持つ都市人材を兼業・副業により、県政広報等のアドバイザーに
委嘱するとともに、地方兼業を県全体にも広げ、関係人口拡大と地域課題解決につなげま
す。
　　事業内容　福井県長期ビジョン等の県事業の広報戦略の実行
　　　　　　　「地方兼業」を行う新たな都市人材の募集

（地域戦略部未来戦略課）

　福井への企業誘致、観光誘客、ＵＩターンや販路拡大につなげるため、首都圏・関西圏
における企業・マスコミ等や県内出身学生とのネットワーク強化を図ります。
　　事業内容　コミュニティ型ワークスペースを拠点とした新たな人的ネットワーク構築
　　　　　　　福井県勤務経験者や福井県出身学生等と協力した福井県の魅力発信

　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

（交流文化部定住交流課）

　ふるさと納税をきっかけとした来県を促進するため、着地型ツアーや体験プログラム等
の「ふるさと納税ツーリズム」を提供することにより、交流人口の拡大を図ります。
　　事業内容　県内旅行業者と協力し、ふるさと納税寄付者に着地型ツアーを提供

（交流文化部定住交流課）

　市町や地域団体と連携して、地域に滞在しながら関わりをもつ「微住」を推進する「微
住応援パック」や地域の「しごと」、「住まい」、「定着支援」をセットにした「移住応
援パック」を開発し、関係人口の拡大および移住定住を促進します。
　　事業内容　県内企業や市町等と連携して「移住・微住応援パック」を開発、都市部に
　　　　　　　発信し、地方就職・移住希望者を呼び込み、マッチングを促進
　　　　　　　  「微住応援パック」の開発を支援
　　　　　　　　　  補　助　率　県１／２ （市町１／２）
　　　　　　　　　  補助上限額　５０万円
　　　　　　  県内企業や地域団体を対象とした研修会を開催

Ｒ元 政策トライアル

（交流文化部定住交流課）

（交流文化部定住交流課）

 多様な分野・形により、都市で活躍する人々と地域との多様な「関わりしろ」を拡大し、
関係人口の拡大を図ります。
　　事業内容　京都をはじめとする都市圏の学生と福井県内の地域を結びつける活動拠点
              を京都に設置
　　　　　　  県内地域の県外学生等受入にかかる経費を支援
　　　　　　　  　補　助　率　県１／２（市町または地域団体１／２）
　　　　　　　  　補助上限額　５０万円
　　　　　　　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

Ｒ元 政策トライアル
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（１２）文化・スポーツがふくいの活力

◇歴史ミュージアムふくいの発信

日本最大の戦国城下町「一乗谷ミュージアム」化推進事業 1,333,753

[152,922]

 一乗谷朝倉氏遺跡の保存技術の確立に向けた連携研究事業 17,178

[－]

 県立美術館企画展開催事業 74,743

[62,291]

◇デザイン・アートなど「若者・よそ者」が集まるまちづくり

 まちかど幸福
しあわせ

ピアノ設置事業 506

[－]

 芸術文化を感じる街ふくい創出事業 46,435

[－]

（交流文化部文化課）

（交流文化部文化課）

　北陸新幹線福井・敦賀開業時の観光誘客に向け、一乗谷朝倉氏遺跡の価値と魅力を発信
する博物館の整備を進めます。
　　事 業 内 容　「展示・ガイダンス棟」（新設）の建築工事・展示工事
　　　　　　　  「調査・研究、収蔵棟」（現資料館の改修）の設計
　　全体事業費  約４９．８億円
　　開 館 時 期　令和４年１０月（予定）

（交流文化部文化課）

　（独）国立文化財機構奈良文化財研究所との連携研究により、一乗谷朝倉氏遺跡の保存
技術を確立し、全国の史跡・名勝等の保存・活用に役立てます。
　  事業内容　気象・岩石データ等の取得・解析、遺跡の保存技術の確立等
　　事業期間  令和２年度　　　事前調査
　　　　　　　令和３年度～７年度　連携研究

Ｒ元 政策トライアル

（交流文化部文化課）

　優れた美術作品を公開し、一流の名品を鑑賞する機会の拡大を図ります。また、県立美
術館所蔵の名品を公開する企画展を嶺南地域で開催します。
　  事業内容　   県立美術館における企画展の開催
　　　　　　　 嶺南地域における企画展の開催
　　　　　　　　　 　「福井県立美術館ベスト・コレクション展（仮称）」
　　　　　　　　　 　　　開催期間　７～８月
　　　　　　　　　　　 　開催場所　県立若狭歴史博物館

　芸術文化の鑑賞機会を拡大し、普段の生活の中で身近に文化を感じられる環境づくりを
推進します。
　　事業内容　文化活動を行う若者グループの活動支援
　　　　　　　本県ゆかりの若手アーティストによるまちかどミニコンサートの開催
　　　　　　　嶺南地域におけるオーケストラコンサートの開催や美術作品の展示
　　事業期間　令和２年度～４年度

（交流文化部文化課）

　音楽による県民交流の場を創出するため、誰でも、自由に、いつでも弾くことができる
「まちかど幸福ピアノ」を設置し、文化の香りを実感できる空間を創出します。
　　設置場所　えちぜん鉄道福井駅
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 福井城址を活用したまちなか賑わいづくり支援事業 30,000

[－]

 「こみっくまつり」開催事業 524

[－]

 「かるた王国福井」発信事業 1,149

[－]

 「まちかどヤング・アート・カレッジ」開催事業 320

[－]

商店街等集客力向上支援事業 21,200

[18,000]

（産業労働部産業政策課）

　国内外からの観光客、地域住民や高齢者の商店街等への来街を促進するため、商店街等
における公共的機能、買物機能の維持、強化に必要な整備を支援します。
　　事業内容　市町が外部専門家の助言を受けて事業計画を作成する取組みを支援
　　　　　　　　　補　助　率　県１／２
　　　　　　　　　補助上限額　１００万円
　　　　　　　作成された事業計画を実行するために必要な取組みを支援
　　　　　　　　　補　助　率　県１／３
　　　　　　　　　補助上限額　６００万円

　学生が制作する美術作品を商店街の営業店舗や空き店舗等に展示するなど、街にアート
があふれる空間を創出します。
　　事業内容　学生による美術作品のプランニング（令和２年度）
　　　　　　　作品の制作・設置・公開（令和３年度）

（交流文化部文化課）

　同人誌の販売等を通じて若者文化を県内外に発信する活動を支援し、交流人口の拡大や
若者文化によるにぎわい創出を図ります。
　　事業内容　同人誌即売会、撮影会の開催
　　実施主体　こみっくまつり実行委員会
　　事業期間  令和２年度～４年度

（交流文化部文化課）

（交流文化部文化課）

　全国女流選手権大会や東京オリンピック文化プログラムである競技かるた世界大会の開
催を支援し、「かるた王国福井」を国内外に発信します。
　　事業内容　競技かるた第５２回全国女流選手権大会への支援（後援）
　　　　　　　オリンピック・パラリンピック記念あわら世界大会への支援（共催）
　　　　　　　　　開 催 日　令和２年５月２４日～２６日
                  開催場所　あわら市

（交流文化部観光誘客課）

　歴史・文化、食、伝統工芸などの福井の魅力を全国に発信できるイベントの開催を支援
し、県都福井の賑わいを創出します。
　　事業内容　ワンパークフェスティバル２０２０への支援（共催）
　　　　　　　　　開  催  日　令和２年７月４日（土）、５日（日）
　　　　　　　　　実 施 主 体　ワンパークフェスティバル２０２０実行委員会
　　　　　　　　　事 業 内 容　県庁広場における福井伝統工芸ものづくり展示・体験
　　　　　　　　　財 　 　源　文化芸術創造拠点形成事業補助金
　　　　　　　県庁広場、県庁ホールを活用した賑わい創出イベントへの支援
　　　　　　　　　補助対象者　県内の民間事業者
　　　　　　　　　補助上限額　３００万円
　　　　　　　　　補　助　率　１／２以内
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◇スポーツによるまちづくり・交流人口拡大

 スポーツコミッション推進事業 40,399

[－]

 アスリートのＵＩターン推進事業（競技力向上対策事業）（再掲） 43,691

[－]

 嶺南地域のスポーツ・レクリエーション施設整備事業 45,031

[4,543]

 東京オリンピック・パラリンピック機運醸成事業 86,571

[61,401]

　年少者から高齢者まで幅広い世代が楽しく体力づくりや健康づくりを行えるよう、嶺南
地域におけるスポーツ・レクリエーション施設の機能を強化します。
　　事業内容　　 若狭総合公園、成海緑地（こども家族館屋外エリア）整備の実施設計
　　　　　　　 市町立施設への補助
　　　　　　　　　　 補　助　率　１／２
　　　　　　　　　　 補助上限額　５，０００万円
　　財　　源　　 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金
　　　　　　　　 電源立地地域対策交付金

Ｒ元 政策トライアル

（交流文化部スポーツ課）

　北陸新幹線福井・敦賀開業に向け、県・市町・スポーツ団体等で構成する「地域スポー
ツコミッション」を設立し、スポーツを通じた交流人口の増加を図ります。
　　事業内容  スポーツまちづくりの推進
　　　　　　　　　市町が策定するスポーツによるまちづくり計画に基づく取組を応援
　　　　　　　　　　　補　助　率　県１／２（市町１／２）
　　　　　　　　　　　補助上限額　５００万円／年（３年間）
　　　　　　　スポーツイベント開催支援
　　　　　　　　　競技団体等が実施するスポーツイベントの開催・誘致活動の支援
　　　　　　　　　　　補　助　率　県１０／１０～１／２
　　　　　　　　　　　補助上限額　２０万円～３００万円
　　　　　　　フルマラソン開催に向けた検討委員会の設置
　　　　　　　「県民チーム」育成・全国魅力発信
　　　　　　　　　県内トップチームを「県民チーム」に認定(令和２年度～４年度)
　　　　　　　　　「県民チーム」が県外遠征時に観光ＰＲなど、本県の魅力を発信
　　　　　　　　　ホームゲームにおける入場者数の増加に応じた運営支援
　　　　　　　スポーツ情報ポータルサイトの構築

（交流文化部スポーツ課）

（教育庁保健体育課）

　福井国体に向けて全国で初めて立ち上げた「スポジョブふくい」を活用し、県・スポ
ジョブ選手、競技団体が一体となってスカウト活動を行い、アスリートのＵＩターンを推
進します。
　事業内容　県内の強豪高校で競技力向上に励む選手に対し、下宿費用を支援
　　　　　　福井県ゆかりの選手等を対象に母校の部活動訪問指導と企業訪問を実施
　　　　　　スポジョブ選手が母校の大学に出向き、福井県の魅力を発信
　　　　　　福井県ゆかりの選手等がオリンピックにチャレンジする期間の雇用を支援
　　　　　　Ｉターン選手の住宅費を支援

　県民の東京２０２０オリンピック・パラ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・運営（令和２年５月３０日～３１日）
　　　　　　   東京パラリンピックにおけるコミュニティライブサイトの開催
　　　　　　　　 　　開催場所　福井県営体育館（令和２年９月５日）

Ｒ元 政策トライアル

（健康福祉部地域福祉課）
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 31,000

[4,500]

 東京２０２０パラリンピック聖火フェスティバル開催事業 10,245

[－]

東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ受入事業 （交流文化部スポーツ課）

　東京２０２０オリンピック・パラリンピックにおける事前キャンプの誘致活動、受け入
れ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・キャンプ受入のための支援
　　実 施 主 体     市町
　　補  助  率   キャンプ受入 県２／３（市町１／３）
　　　　　　　　　 視察受入 　　県１／２（市町１／２）
    補助上限額　 キャンプ受入 １，０００万円
　　　　　　　　　 視察受入 　　　　　５０万円

（交流文化部スポーツ課）

　東京２０２０パラリンピックの聖火リレーに使用する福井県の火を東京へ送り出すフェ
スティバルを開催し、パラリンピックへの関心を高めます。
　　事業内容  各市町種火採火式の開催
　　　　　　  福井県の火集火・出立式「聖火フェスティバル」の開催
　　　　　　　　　開催場所　ハピテラス（令和２年８月１７日）
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Ⅳ　安心を高める（地域力）

（１３）人生１００年時代の健康ライフスタイル

◇１００歳までの「健活力」の向上

がん検診等の推進 30,553

[32,314]

◇日常生活の中に仕掛ける健康づくりを促進

 ふくい型健康づくり推進プロジェクト 15,941

[13,055]

（健康福祉部健康政策課、保健予防課）

（健康福祉部保健予防課）

　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（２３，３１１千円）
　　　　　　　　　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（３，７４２千円）
　　　　　　　がん患者アピアランスサポート事業（３，５００千円）
　　　　　　　　　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負担（補助）金

　働き世代や地域での健康づくりを応援するとともに、運動習慣の定着や健康に配慮され
た食環境を整備することにより、健康寿命のさらなる延伸を目指します。
　　事業内容　　 健康づくり実践事業所の認定
　　　　　　　　 市町が実施する健康づくりインセンティブ制度運営等に対する補助
　　　　　　　　　　 補　助　率　県１／２
　　　　　　　　　　 補助上限額　５０万円
　　　　　　　　 商業施設によるショッピングセンターウオーキング開催経費への補助
　　　　　　　　　　 補　助　率　県１０／１０、１／２
　　　　　　　　　　 補助上限額　１００万円
　　　　　　　 大豆製品を活用した健康長寿食「ふくい100彩ごはん」の開発
　　　　　　　 ふくい型健康リテラシープログラム策定に向けた事前調査の実施
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（１４）いつでもどこでも安心の医療・介護・福祉

◇「地域完結型」の医療体制の確立

 医師確保の推進 116,755

[109,949]

ドクターヘリ導入推進事業 632,378

[12,572]

 嶺南地域急性期医療体制強化事業 140,250

[－]

 医療従事者確保の推進 44,432

[46,159]

　医師派遣のほか、奨学金貸与や専門医を目指す医師に対する研修環境の整備を行い、医
師の確保に努めます。
　　事業内容　　 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専攻医等の確保・派遣支援
　　　　　　 　　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
　　　　　　　 ドクタープール制度により、県が医師を採用し地域の医療機関へ派遣
　　　　　　　　 するほか、ＵＩターン意向のある医師を登録しマッチング
　　　　　　　 県外医学生等に奨学金を貸与し、不足診療科の医師を確保
　　　　　　　 医療機関の医師求人・採用にかかる経費を支援
　　財　　源　　 地域医療介護総合確保基金

（健康福祉部地域医療課、医薬食品・衛生課）

　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
　　　　　　　 看護学生のインターンシップ受入施設数を拡大し、中小病院等への就
                 業を促進（受入医療機関数　１８か所→３０か所）
　　　　　　　　 薬剤師確保のための高校生セミナーや職場見学会の実施
    財　　源　　 地域医療介護総合確保基金

（健康福祉部地域医療課）

　救急現場における迅速な治療や患者搬送時間短縮など救急医療体制を強化するため、ド
クターヘリ単独導入に向けた準備を進めます。
　　事業内容　ドクターヘリ格納庫等の整備（令和３年度　運航開始予定）
　　財　　源　地域医療介護総合確保基金　等

（健康福祉部地域医療課）

　嶺南地域の急性期医療を担う中核病院の機能強化を支援し、急性期医療体制の充実を図
ります。
　　事業内容　急性期医療機能を強化するための施設・設備整備を補助
　　補 助 率　県１／２
　　財　　源　地域医療介護総合確保基金

Ｒ元 政策トライアル

（健康福祉部地域医療課、障がい福祉課）
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◇「次世代包括ケアシステム」の推進

 在宅医療・介護予防の体制づくり 58,390

[61,390]

 外国人介護人材育成支援事業 40,326

[－]

外国人介護福祉士確保促進事業 56,800

[42,400]

 介護人材確保対策総合事業 38,809

[45,068]

（健康福祉部長寿福祉課）

　県内の介護福祉士養成校へ留学生を誘致し、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

（健康福祉部長寿福祉課）

　今後見込まれる在宅医療ニーズの増加に対応できる医療提供体制づくりや地域の高齢者
の主体的な介護予防、健康づくりを進めます。
　　事業内容　　 在宅ケア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
　　　　　　　　　 　病院や訪問看護師との連携等、在宅医等を支える地域の体制づく
　　　　　　　　　 　りを支援
　　　　　　　 訪問看護ステーションの機能強化
　　　　　　　　　 　訪問看護ステーションと病院の相互人事交流研修の実施
　　　　　　　 　ジェロントロジー（総合長寿学）共同研究
　　　　　　　　　 　令和７年度の在宅医療の必要量に対応できる体制づくりを全県で
　　　　　　　　　 　実施
　　　　　　　　　 　フレイル（筋力や活力の衰えた状態）予防プログラムの推進
　　財　　源　　 地域医療介護総合確保基金　等

（健康福祉部長寿福祉課）

　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処遇改善
を促進し、介護に携わる人材の確保、定着を図ります。
　　事業内容　 高校教員向け入門的研修・施設見学会の実施
　　　　　　　　 外国人介護人材の受入環境整備のための研修を実施
　　　　　　　　 若手介護職員の定着を図るため事業所横断での研修を実施
　　　　　　　　 介護職員等特定処遇改善加算の取得促進を図るためのセミナー開催・
　　　　　　　　 専門相談員の派遣
　　　　　　　　 介護事業所における介護ロボットの導入を支援
　　財　　源　　 地域医療介護総合確保基金　等

（健康福祉部長寿福祉課）

　海外の機関と連携して本県に受け入れる介護人材を現地で育成（日本語・介護技術）
し、外国人介護人材の受入れを促進します。
　　事業内容　現地教育機関等が行う日本語講習経費を支援
　　　　　    現地教育機関等に講師を派遣して行う介護導入講習経費を支援
　　　　　    外国人介護職員からの相談対応や事業所への指導等を行う「ふくい外国人
　　　　　　　介護職員支援センター（仮称）」の開設・運営

Ｒ元 政策トライアル

56



介護施設等整備事業 332,660

[1,194,810]

社会福祉施設等施設整備事業
２月補正

216,358

当初予算

538,341
[194,618]

◇包括的な福祉相談体制の構築

 支援が必要な方の孤立防止事業 3,556

[－]

包括的支援体制構築促進事業 847

[847]

 ひきこもり対策推進事業 7,010

[2,862]

 児童相談所・一時保護所強化事業 241

[－]

（健康福祉部地域福祉課、障がい福祉課）

（健康福祉部地域福祉課）

　支援の必要な方が孤立することを防止し、適切な支援を受けることができるよう定期的
な情報発信を行い、支援制度や相談窓口の浸透を図ります。
　　事業内容　各種広報媒体を活用した支援制度や相談窓口の周知
　　　　　　　民生委員、児童委員に対する研修の実施

（健康福祉部子ども家庭課）

（健康福祉部障がい福祉課）

　ひきこもりの状態にある本人やその家族を早期に必要な支援へつなげ、継続的な支援を
実施できるよう、県と市町が連携を図り、県内のひきこもり対策を進めます。
　　事業内容　 嶺南地域における支援機能の充実
　　　　　　　　　 　嶺南地域でのフリースペース、親の会の運営
　　　　　　　 市町支援専門チームによる市町相談体制の強化
　　　　　　　　　　 市町からの困難事例相談への対応
　　　　　　　　　　 市町が開催する支援会議への専門家派遣
　　　　　　　 市町の相談員の資質向上に向けた養成講座の開催
　　財　　源　　 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

　民間社会福祉施設の整備を支援し、利用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　救護施設の増築（１施設）
　　　　　　　障がい者福祉施設の改築（２施設）
　　補 助 率　国１／２、県１／４

（健康福祉部地域福祉課）

　「福井県地域福祉支援計画（Ｒ元～Ｒ５）」に基づき、地域における様々な課題に包括
的に対応する市町の体制整備を支援します。
　　事業内容　包括的支援体制構築に向けたセミナーの開催
　　　　　　　人材育成研修の実施
　　財　　源　生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

（健康福祉部長寿福祉課）

　介護施設等の新築および開設準備、改修を支援します。
　　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工事費への支援
　　　　　　　（２８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への支援
　　　　　　　（１２施設）
　　　　　　　特別養護老人ホーム（多床室）の改修に係る経費への支援
　　　　　　　（１施設）
　　財　　源　地域医療介護総合確保基金

　子どもたちの生活環境の改善を図るため、児童相談所・一時保護所の相談・保護体制を
強化します。
　　事業内容　児童相談所・一時保護所の改築を含めた施設の在り方を検討
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 小児在宅医療推進事業 2,186

[1,862]

再犯防止推進体制構築事業 1,059

[1,232]　「福井県再犯防止推進計画（Ｒ元～Ｒ５）」に基づき、犯罪をした者等が円滑に社会の
一員として復帰できるよう再犯防止推進体制を構築し、県民が安心・安全に暮らせる地域
づくりを行います。
　　事業内容　再犯防止推進連絡活動の普及・啓発
　　　　　　　総合相談窓口の支援
　　　　　　　企業経営者を対象とした犯罪をした者等の雇用促進セミナーの開催

（健康福祉部障がい福祉課）

　在宅生活を送る医療的ケアが必要な子どもとその家族が、地域で安心して生活できるよ
う必要な支援を実施します。
　　事業内容　 複数事業所が連携した訪問看護延長サービスの実施
　　　　　　　 レスパイト入院制度設計のためのワーキング部会の開催
　　　　　　　　 医療的ケア児に対応できる医師や看護師等の養成
　　財　　源　　 地域生活支援事業費等国庫補助金
　　　　　　　　 地域医療介護総合確保基金

（健康福祉部地域福祉課）
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（１５）ふるさとの暮らしと風景の維持

◇「住みやすさ改革」による豊かな地域コミュニティづくり

集落活性化支援事業 122,412

[117,348]

新福井ふるさと茶屋支援事業 25,000

[48,000]

 住み続ける福井支援事業 22,275

[－]

　

（土木部建築住宅課）

　空き家の増加抑制・街なかへの居住の誘導を図るため、子育て世帯等による空き家の取
得やリフォーム・旧耐震住宅の建替え等を支援します。
　　事業内容　空き家の購入・リフォームに対する補助
　　　　　　　　　負担割合　　県２７．５％（国４５％　市町２７．５％）
　　　　　　　　　補助上限額　１戸あたり３０万円
　　　　　　　　　　　　　　　（街なかは６０万円）
　　　　　　　多世帯同居リフォーム・近居住宅取得に対する補助
　　　　　　　　　負担割合　　県２７．５％（国４５％　市町２７．５％）
　　　　　　　　　補助上限額　同居：１戸あたり６０万円
　　　　　　　　　　　　　　　近居：１戸あたり３０万円
　　　　　　　街なか建替えに対する補助
　　　　　　　　　負担割合　　県２７．５％（国４５％　市町２７．５％）
　　　　　　　　　補助上限額　１戸あたり３０万円

　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

（地域戦略部市町協働課）

　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）

（地域戦略部市町協働課）

59



 空き家対策支援事業 21,446

[11,350]

 次世代コミュニティモデル事業 3,000

[－]

 公共交通空白地交通確保モデル事業 2,845

[－]

 地域支え合い生活支援体制整備推進事業 2,136

[1,169]

（土木部建築住宅課）

　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　　 流通促進につながる事業に対する補助
　　　　　　　　　　 補助対象　　市町
　　　　　　　　　 　負担割合　　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
　　　　　　　　　 　負担割合　　県２７．５％（国４５％　市町２７．５％）
　　　　　　　　　 　補助上限額　老朽空き家　：１戸あたり５０万円
　　　　　　　　　 　　　　　　　（木造以外・建替え等は５０万円加算）
　　　　　　　　　 　　　　　　　準老朽空き家：１戸あたり３０万円
　　　　　　　　　 　　　　　　　（建替え等は３０万円加算）
　　　　　　　　 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
　　　　　　　　　 　負担割合　　県２７．５％（国４５％　市町２７．５％）
　　　　　　　　 　　補助上限額　１戸あたり３．５万円

（健康福祉部長寿福祉課）

（地域戦略部交通まちづくり課）

　人口減少、高齢化が進むなか、集落維持に向けた画期的な取組みを行う集落を支援し、
県内全域への普及を図ります。
　　事 業 内 容　地域外人材の活用や民間企業との連携による地域課題解決のためのモデ
                ル的な取組みに対し支援
　　実 施 主 体　自治会等
　　補  助  率　県１０／１０
　　補助上限額　８００万円（３年間）

（地域戦略部市町協働課）

  公共交通等の空白地において、持続可能な交通手段を拡大するため、各地域の取組みに
ついて、地元大学とともに、調査・検証を行います。
　　事業内容　地域住民による移動手段確保の取組みの調査・検証

　高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるよう、総合相談体制および生
活支援体制の強化を図り、地域での在宅介護環境整備を進めます。
　　事業内容　　 地域包括支援センター職員のスキルアップ研修を実施
　　　　　　　　 生活支援コーディネーターを育成する研修を実施
　　　　　　　 地域における生活支援体制の整備・充実のため、地域住民を対象とした
　　　　　　　　 住民フォーラムを開催する市町を支援
　　財　　源　　 地域医療介護総合確保基金
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◇美しい景観の保全・形成

 福井ふるさと広域景観形成事業 32,176

[16,726]

全国「みどりの愛護」のつどい開催事業 39,930

[4,960]

◇里山里海湖の保全・活用

3,855

[4,793]

 コウノトリ生息環境整備事業 13,357

[13,825]

4,147

[5,200]

年縞博物館企画展開催事業

（土木部都市計画課）

　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
つどいを開催します。
　　行事内容　式典（「みどりの愛護」功労者表彰等）、記念植樹　等
　　開催時期　令和２年５月１６日（土）
　　開催場所　福井県福井運動公園

　福井の自然再生のシンボルであるコウノトリの県内での定着を促進させ、コウノトリの
舞う生物多様性の豊かな自然環境を保全・再生します。
　　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
　　　　　　　 巣塔整備等の定着促進に向けた活動の支援
　　財　　源　   自然保護基金等

福井ふるさと学びの森　がんばる里山里海湖応援プロジェクト （安全環境部自然環境課）

　福井ふるさと学びの森・海湖における体験活動をとおして、県内の里山の利活用の促進
および県民の里山保全の意識醸成につなげます。
　　事業内容　「学びの森」や「学びの海湖」で体験プログラムを提供
　　　　　　　登録団体または新規登録団体が行う先進的な活動の支援
　　　　　　　　　補　助　率　定額
　　　　　　　　　補助上限額　２０万円
　　財　　源　環境保全基金

（部局連携：安全環境部自然環境課、農林水産部農村振興課）

（安全環境部自然環境課）

（交流文化部文化課）

　福井らしい景観資源が集積する旧北陸道や北陸新幹線沿線などの広域景観軸において、
市町が行う景観形成事業を支援するほか、重要文化的景観の価値について普及啓発を行い
ます。
　　事業内容　　 視点場、植栽などの景観づくり事業に対する補助
 　　　　　　　　　  補助対象者　市町
 　　　　　　　　　  補　助　率　１／２
　　　　　　　　　　 事 業 期 間　平成３０年度～令和４年度
 　　　　　　  重要文化的景観（越前海岸の水仙畑）の普及啓発および魅力発信
 　　　　　　　　　　選定記念パネル展の実施
 　　　　　　　　　  重要文化的景観の普及のためのシンポジウム等の開催
 　　　　　　　　　　　  補助対象者　市町
 　　　　　　　　　　　  補　助　率　１／２

　海の誕生や恐竜の絶滅など、地球の歴史の重大な転換点を記録した縞模様の岩石などを
展示する企画展を開催します。
　　事業内容　テーマ「シマシマが語る　地球４６億年の歴史（仮）」
　　開催期間　令和２年８月１日～９月３０日（予定）
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◇エネルギーと資源の循環型社会の構築

 地球温暖化ストップ県民運動強化事業 19,686

[22,462]

 水素供給設備設置補助事業 40,000

[－]

 中小企業スマート省エネ促進事業 20,581

[16,533]

22,661

[23,543]

 プラスチックごみ削減対策事業 1,458

[803]

（安全環境部環境政策課）

　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
　　　　　　　 ネットゼロエネルギーハウス普及啓発イベントの実施
　　財　　源　環境保全基金

（安全環境部環境政策課）

　燃料電池自動車の普及に向け、県内に水素ステーションを整備する事業者を支援し、地
球温暖化対策を推進します。
　　事業内容　　県内での水素ステーションの整備にかかる費用の一部を補助
　　　　　　　　　　補助対象者　県内で水素ステーションを整備する事業者
　　　　　　　　　　補　助　率　１／３
　　　　　　　　　　補助上限額　４，０００万円

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）

　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

（安全環境部循環社会推進課）

（安全環境部環境政策課）

　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
　　　　　　　 省エネ対策相談窓口を設置

　海洋へのプラスチック流出を防止するとともに、プラスチック廃棄物の削減、持続可能
な回収・再生利用を推進するため、ふくいプラスチック・スマートキャンペーンを実施し
ます。
　　事業内容　 県内イベントにおけるリユース食器の利用に対する補助
　　　　　　　　　 　補助対象者　市町、ＮＰＯ、民間事業者
　　　　　　　　　 　補　助　率　１／２
　　　　　　　　　 　補助上限額　１５万円
　　　　　　　　 水筒やタンブラーの使用を促進する「マイボトル運動」の推進
　　　　　　　　 プラスチックごみのポイ捨て防止の推進
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 食品ロス削減推進事業 4,465

[2,196]　スーパーや家庭の未利用食品を子ども食堂等に提供するモデル事業を行うとともに、お
いしいふくい食べきり運動を推進し、食品ロスの削減につなげます。
　　事業内容　 スーパー等と連携したフードバンクモデル事業や家庭の未利用食品を
　　　　　　　　 県が回収するフードドライブを実施
　　　　　　　 　おいしいふくい食べきり運動を推進

（安全環境部循環社会推進課）

63



（１６）防災先進県ふくいの実現

◇人と技術による地域防災力の向上

 地域・企業における防災連携事業 108,939

[3,944]

 大規模災害団員活用モデル実証事業 7,197

[6,000]

4,045

[4,021]

災害情報インターネット通信事業 18,687

[196,281]

（安全環境部危機対策・防災課）

　災害時の現場情報等を迅速かつ効率的に集約し、市町と共有するシステムを運用するこ
とにより、市町の災害対応を支援します。
　　事業内容　災害情報インターネットシステムによる河川や避難情報など防災情報の表
　　　　　　　示・提供機能の充実

　浸水被害に対応するため、企業と自主防災組織における避難場所提供等の協定締結を推
進するとともに、災害対応強化に向けた事業継続計画（ＢＣＰ）を策定する企業を支援し
ます。
　　事業内容　地域・企業防災連携推進事業（２６８千円）
　　　　　　  　　住民避難に必要な資機材整備を支援（令和３年度～）
　　　　　　　　　補　助　率　県１／２（市町１／２）
　　　　　　　　　補助上限額　１企業あたり５０万円
              企業連携地域防災力向上事業（１０８，６７１千円）
　　　　　　　　　連携協定を活用したＢＣＰ基礎セミナーの開催
　　　　　　　　　ＢＣＰ策定地域ワークショップの開催
　　　　　　　　　ＢＣＰ対策費用や災害後の復旧費用等を支援する制度融資を創設
　　　　　　　　　    融　資　枠　５億円
　　　　　　　　　　　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年以内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　保証なし　１．３％以下（融資期間１０年以内）

（部局連携：安全環境部危機対策・防災課、
産業労働部産業政策課）

（安全環境部危機対策・防災課）

　地域の防災力を高めるため、防災マップ作成を支援するとともに、地域における防災活
動を担う地域防災リーダーや防災士を養成します。
　　事業内容　防災マップを作成する自治会への防災士派遣
　　　　　　　地域防災リーダー、防災士の養成

（安全環境部危機対策・防災課）

　大規模災害団員を活用し、避難所開設・運営訓練を実施することにより、団員活用モデ
ルを構築・実証するとともに、大規模災害に備えた地域防災体制を検討します。
　　事業内容　避難所開設・運営訓練を実施し、大規模災害団員の活用モデルを構築
　　　　　　　大規模災害に備えた地域防災体制を検討（大規模災害団員を活用）
　　　　　　　大規模災害団員等確保支援
　　　　　　　　　補　助　率　県１／２（市町１／２）
　　　　　　　　　補助上限額　１団員あたり４万円

地域防災力向上事業
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◇災害に強く、安心して暮らせる福井の基盤を構築

防災・減災、国土強靭化対策（公共） 10,519,309

[8,612,935]

 37,152

[－]

足羽川ダム建設事業（公共） 2,530,629

[1,897,000]

 非常用発電設備整備事業 511,877

[－]

 災害時在宅人工呼吸器電源確保事業 11,512

[－]

（健康福祉部保健予防課）

　在宅で常時人工呼吸器を使用している患者に対し、簡易自家発電装置等の購入費用を補
助することにより、災害時等における安全を確保します。
　　事 業 内 容　 簡易自家発電装置等の購入費用に対する補助
    補助対象者　 在宅で常時人工呼吸器を使用している患者
　　補  助  率　 県　８／１０～１０／１０
　　補助上限額　 ２１．２万円
　　財　　　源　 地域医療介護総合確保基金

九頭竜川上流ダム再生事業（公共）

（土木部、農林水産部、安全環境部）

　重要インフラ等の緊急点検結果に基づき、防災のための重要インフラ等について防災・
減災、国土強靭化のための３か年緊急対策を進めます。
　　事業内容　河川の樹木伐採・河道掘削
　　　　　　　落石等発生箇所の道路防災対策
　　　　　　　消雪設備および除雪機械の更新
　　　　　　　治山施設の整備　等
    財　　源　防災・安全交付金、防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債　等

（土木部河川課）

　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　１０１億円

（部局連携：総務部財産活用課、健康福祉部地域福祉課、産業労働部産業技術課、
　　　　　　　　　　　　国際経済課、土木部土木管理課、河川課、港湾空港課）

　地域防災計画上の重要施設について、非常用発電設備燃料タンクの増設などにより、非
常時において７２時間以上連続運転を可能とします。
　　事業内容　非常用発電機の新設、既存施設の燃料タンク増設
　　対象施設　２１施設（合同庁舎、健康福祉センター、土木事務所 等）
　　財　　源　緊急防災・減災事業債

（土木部河川課）

　九頭竜川上流の既設ダムを有効活用することにより、九頭竜川流域の治水機能の増強を
図るための調査を、国直轄事業として行います。
　　国直轄事業費　１．４億円
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建設産業（土木）担い手確保・育成事業 13,252

[14,163]

 航空レーザ測量を活用した荒廃地調査事業 30,000

[－]

◇県民を守る犯罪・事故対策

21,453

[16,397]

 ＦＵＫＵＩ ＳＡＦＥＴＹ ＰＲＯＪＥＣＴ（交通事故防止対策） 59,918

[－]

 交通死亡事故防止対策事業 7,590

[4,773]　高齢者等への夜間の安全対策を進めるとともに、シートベルトの全席着用など交通安全
意識の向上を促し、交通死亡事故の防止を図ります。
　　事業内容　反射材の効果を実感できる着用促進イベント等の開催
　　　　　　　後部座席を含めたシートベルト全席着用を促す広報
　　　　　　　高齢者向け交通安全教室の実施

（安全環境部県民安全課）

　死亡・重傷事故が発生した横断歩道の安全対策や未就学児の移動経路の安全確保など、
交通事故を防止するための緊急対策を進めます。
　　事業内容　横断歩道の高輝度化、自発光標識の設置（１４か所）
 　　　　　　 注意喚起看板（ナイトポリス）の設置（９５か所）
　　　　　　　未就学児の移動経路における横断歩道の新設（４６か所）、
              移設（９か所）
　　　　　　　摩耗したセンターラインの緊急補修（６９km）
　　財　　源　警察施設整備費補助金

Ｒ元 政策トライアル

（安全環境部県民安全課）

（土木部土木管理課）

　建設産業のイメージアップ、就業環境改善による入職者確保、離職の防止を図り、災害
復旧や社会インフラの維持・管理に重要な担い手の確保につなげます。
　　事業内容　動画を活用した映画館・ＹｏｕＴｕｂｅ等での広報
　　　　　　　女性技術者と女子学生との交流会の開催　等
　　　　　　　就業環境改善のための設備整備や若手研修経費の補助
　　　　　　　　　補　助　率　県１／２
　　　　　　　　　補助上限額　１０万円
　　　　　　　ＩＣＴ活用工事を促進するためのソフト・設備導入の補助
　　　　　　　　　補　助　率　県１／２
　　　　　　　　　補助上限額　５０万円

Ｒ元 政策トライアル

　市町、地域住民等が連携・協力した登下校時の見守り活動や、防犯カメラの効果的な設
置を支援し、犯罪の起こりにくい安全で安心な地域社会づくりを推進します。
　　事業内容　小中学生に対する見守り活動等を支援
　　　　　　　　　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
　　　　　　　自治会等による防犯カメラの効果的な設置を支援
　　　　　　　　　補　助　率　県１／３（市町１／３）
　　　　　　　　　補助上限額　５０万円／地区

（警察本部）

（農林水産部森づくり課）

　山地災害を未然防止（防災・減災対策）するため、航空レーザ測量データを活用し、航
空写真では分からない山腹の危険個所を把握することで、効果的な治山対策を推進しま
す。
　　事業内容　　微地形表現図を用いた脆弱性評価・分析

安全で安心な地域社会づくり事業
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交通安全施設等整備事業 450,095

[461,281]

駐在所等整備事業 63,850

[124,277]

 ブロック塀等の安全対策事業 4,750

[－]

木造住宅耐震化促進事業 18,435

[19,329]

◇県民の安全最優先の原子力政策

 原子力災害における外国人支援事業 1,373

[－]

（安全環境部危機対策・防災課）

　原子力防災に対する在住外国人の理解促進を図るため、多言語による情報発信を行うと
ともに、企業や外国人防災リーダーと連携し、外国人の防災訓練参加を促進します。
　　事業内容　多言語に対応した原子力防災パンフレットによる普及啓発
　　　　　　　企業や外国人防災リーダー等が参加した意見交換会の開催
　　財　　源　原子力発電施設等緊急時安全対策交付金

（警察本部）

　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（１か所）
　　　　　　　　　整備箇所　国道２７号　１か所
　　　　　　　信号機の制御機更新（１００基）
　　　　　　　道路標識、標示の新設、更新（標識７８５本、標示のべ２０１km）
　　　　　　　自動起動型電源付加装置の整備（２基）等
　　財　　源　警察施設整備費補助金

　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・補強プランの作成に対する補助
　　　　　　　　　負担割合　　県１／４（国１／２　市町１／４）
　　　　　　　　　補助上限額　１戸あたり９万円
　　　　　　　　　　　　　　　（伝統的な古民家は３６万円）
　　　　　　　耐震改修工事に対する補助
　　　　　　　　　負担割合　　県１／４（国１／２　市町１／４）
　　　　　　　　　補助上限額  １戸あたり１００万円
　　　　　　　　　　　　　　　（伝統的な古民家は１７０万円）

（土木部建築住宅課）

　通学路等の安全確保のため、通学路等にある危険なブロック塀の撤去、県産材を利用し
た塀の再設置にかかる費用に対して支援します。
　　事業内容　撤去に対する補助
　　　　　　　　　負担割合　　県１／４（国１／２　市町１／４）
　　　　　　　　　補助上限額　１件あたり２０万円
　　　　　　　撤去と再設置（県産材利用）に対する補助
　　　　　　　　　負担割合　　県１／４（国１／２　市町１／４）
　　　　　　　　　補助上限額　１件あたり６０万円

（警察本部）

（土木部建築住宅課）

　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　越前警察署南交番（越前市）
　　　　　　　敦賀警察署みかた西部駐在所（若狭町）
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115,000

[219,465]

     2月補正

   559,000
[1,104,000]

原子力災害時避難円滑化事業

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）

　原子力災害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道２路線について、待避所の設置や一部拡
　　　　　　　幅など、局部的な改修を実施
　　事業期間　平成３０年度～令和２年度
　　財　　源　原子力災害時避難円滑化モデル実証事業

　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２箇所に対する放射線防護対策
　　　　　　　（大型エアーテントの整備等）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

（安全環境部危機対策・防災課）
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Ⅴ　ともに進める（総合力）

（１７）「チームふくい」の行政運営

◇市町との協働強化

 水道経営基盤強化支援事業 11,229

[－]

◇未来をデザインする政策イノベーション

長期ビジョン策定・推進事業 7,468

[9,665]

 ＳＤＧｓ推進事業 1,058

[－]

 ふくい政策デザイン推進事業 5,529

[－]

 人口減少対策データ分析・調査事業 4,815

[－]

（地域戦略部未来戦略課）

（地域戦略部未来戦略課）

　長期ビジョンを県民と策定するとともに、将来像の実現に向けた県民主体の活動を促進
します。
　　事業内容　長期ビジョン推進懇話会の開催
　　　　　　　県民アンケートによる県民意識調査の実施
              長期ビジョン実現のためのセミナー、ワークショップ等の開催

　人口減少等に伴うサービス需要の減少、施設等の老朽化に伴う更新需要の増大等の諸課
題に対応するため、市町における水道事業の経営基盤強化を図ります。
　　事業内容　市町との協働チーム（課題解決推進チーム）により、市町の区域を越えた
　　　　　　　広域連携の推進方針等を定めたプランを策定

（地域戦略部市町協働課）

　県民が主役となり、持続可能で多様性のある社会を実現するため、ＳＤＧｓの理念を県
民に普及するとともに、その達成に向けた行動を促進します。
　　事業内容　ＳＤＧｓパートナーシップ会議の創設・開催
　　　　　　　ＳＤＧｓセミナーの開催、先進取組団体の表彰

（地域戦略部未来戦略課）

　人口データ分析のスキルをもつ専門家を公募し、人口減少の実態等の調査分析を行うと
ともに対策に活用します。
　　事業内容　自然減・社会減に関する要因や課題の調査分析
　　　　　　　分析データや国内外の事例等に基づく対策の提案

Ｒ元 政策トライアル

（地域戦略部未来戦略課）

　産業デザインに活用されてきた「デザイン思考」を政策分野にまで広げ、政策をレベル
アップする仕組みを構築します。
　　事業内容　デザイナー等から新たなアイデアを得るワークショップの開催
　　　　　　　デザイナー等が自由に行政に提案するプレゼンテーションの開催
　　　　　　　デザイン思考を発信するセミナーや職員研修の実施
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◇仕事の進め方改革と人材育成

政策トライアル枠予算 120,000

[120,000]

 デジタル県庁推進事業 18,207

[8,562]

（総務部財政課）

（部局連携：地域戦略部統計情報課、総務部人事課）

　新しい施策にいち早くチャレンジして取り組めるよう、各部長の権限において試行でき
る枠予算を持つことにより、その成果を踏まえ、次年度の新規事業を立案します。

　ＡＩ（人工知能）・ＲＰＡ（ロボットソフト）活用や行政事務のデジタル化などによ
り、県民サービスの向上、県職員の働き方改革を推進します。
　　事業内容　 出張時のテレビ会議等を可能とするため職員にモバイル端末を配備
　　　　　　　 自宅で育児や介護などをしながら勤務することができるテレワーク制度
　　　　　　　　 を検証
　　　　　　　　 ＡＩ・ＲＰＡ技術を活用した事務処理の効率化
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（１８）広域パートナーシップの強化（※以下再掲）

◇広域連携による高速交通網の整備促進

北陸新幹線建設事業 30,700,000

[28,800,000]

北陸新幹線福井駅（東口）拡張施設整備事業 25,583

[－]

高規格道路整備事業（公共） 11,320,000

[8,129,200]

◇広域連携による交流の拡大

小松空港国際定期路線推進事業 23,842

[21,114]

小松空港を活用した誘客プロモーション事業 12,464

[12,031]

　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。

　　　　（部局連携：地域戦略部交通まちづくり課、
交流文化部観光誘客課）

　石川県と連携し、小松空港とアジア各国を結ぶ国際線の新規路線開設や継続運航を後押
しすることにより、ビジネス・観光両面での交流人口拡大を図ります。
　　事業内容　国際定期便の運航支援
　　　　　　　国際線を利用する県内団体への助成等
　　　　　　　　　補助額　１人当たり５千円
              香港での合同セミナーの開催、現地旅行博への共同出展等
　　　　　　  香港、タイの現地メディアによる県内視察
　　　　　　  台湾からの報奨旅行誘致に向けた現地企業による県内視察

（交流文化部観光誘客課）

　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　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

（地域戦略部新幹線建設推進課）

　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（１，８４３億円）にかかる本県の建設負担
　　　　　　　　　県内全域の高架橋工事（敦賀駅高架橋など）
　　　　　　　　　橋りょう工事（足羽川橋りょうなど）
　　　　　　　　　トンネル工事（新北陸トンネルなど）
　　　　　　　　　駅舎建築工事、軌道工事、電気・機械工事
　　財　　源　　　整備新幹線建設負担金債

（地域戦略部新幹線建設推進課）

　福井市が行う北陸新幹線福井駅の拡張施設の整備に対し支援します。
　　事業内容　拡張施設整備への支援
　　事業主体　福井市
　　補 助 率　県１／４ （国１／２　福井市１／４）

（土木部道路建設課、高規格道路課）
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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 302,350 － 105,890 －

県営漁港等 726,274 100,000 593,721 116,970

市町営漁港等 155,883 － 208,600 －

造　　林 752,280 104,412 669,220 11,231

林　　道 746,703 52,255 401,371 －

治　　山 2,117,807 138,000 2,044,455 286,650

土地改良 4,803,687 400,000 4,290,433 44,100

農村総合整備 1,870,384 745,960 2,110,415 36,250

農地防災 3,428,959 1,045,100 1,471,000 45,150

道　　路 16,540,604 3,684,019 14,724,110 2,899,267

街　　路 1,212,894 － 634,205 270,000

河　　川 5,493,264 2,452,000 5,411,800 2,618,000

河川総合開発 4,010,860 － 1,280,000 －

砂　　防 2,160,198 703,000 1,988,200 250,200

港湾・海岸 620,319 216,000 699,000 －

公　　園 69,300 46,000 54,000 －

住　　宅 137,625 － 139,350 －

災害関連 200,000 － 200,000 －

自然公園 73,406 − 148,783 70,592

小　　計 45,422,797 9,686,746 37,174,553 6,648,410

準公共事業 82,301 － 265,305 －

農林水産部 427,671 － 427,671  －

土　木　部 9,414,718 3,060,471 16,346,097 1,878,343

小　　計 9,842,389 3,060,471 16,773,768 1,878,343

55,347,487 12,747,217 54,213,626 8,526,753

Ⅵ　公共事業

　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の適切な維持管理を行います。さらに、道路・河川等の防災対
策に重点を置き、防災・減災、国土強靭化のための緊急対策を進めます。

元年度
2月現計

（当初内示）

元年度
2月補正

（経済対策）

2年度
当初予算

事　業　内　容

補
　
助
　
事
　
業

漁礁の造成　等4箇所

越前漁港の補修　等5箇所

白浜（国見）漁港の改修　等14箇所

山ぎわ中心の間伐

若狭遠敷線の整備　等14箇所

治山ダム（福井市）の整備　等46箇所

ほ場の大区画化（敦賀市）　等51箇所

用排水路（美浜町）の補修　等22箇所

排水機場（福井市）の改修　等22箇所

一般県道 福井森田丸岡線の橋梁整備
　等74箇所

敦賀駅東線の橋梁整備　等3箇所

底喰川、大蓮寺川の河川改修　等24箇所

吉野瀬川ダムの整備

稲葉地区（鯖江市）の整備　等58箇所

福井港の浚渫　等6箇所

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5箇所

赤礁崎オートキャンプ場施設改修　等14箇所

　当初予算対前年比　81.8%

米低温倉庫の整備　等

国
直
轄
事
業

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22箇所

　当初予算対前年比　170.4%

合　　計 　当初予算対前年比　98.0%

予 算 額
（単位：千円）

72



県単独事業　（農林水産部、土木部）

うち
国土強靭化対策

531,605 － 720,932 200,000

9,864,442 － 10,352,442 1,792,556

10,396,047 － 11,073,374 1,992,556

公共事業　計

うち
国土強靭化対策

65,743,534 12,747,217 65,287,000 10,519,309

元年度
2月現計

元年度
2月補正

（経済対策）

2年度
当初予算

事　業　内　容

農林水産部 治山整備（勝山市）　等

土　木　部 道路維持修繕、河川維持修繕　等

合　　計 　当初予算対前年比　106.5%

公共事業　計 　当初予算対前年比　99.3%

元年度
2月現計

（当初内示）

元年度
2月補正

（経済対策）

2年度
当初予算

事　業　内　容
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Ⅶ　ＳＤＧｓ１７項目の主な事業

主な事業

（貧困）
　あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

ひとり親家庭等の子育て安心プラン事業【P16】
就職氷河期世代就職促進事業【P29】
社会福祉施設等施設整備事業（救護施設の増築）【P57】

（飢餓・食料）
　飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現
　し、持続可能な農業を促進する

スマート農業推進基盤整備事業【P18】
福井米体質強化事業【P20】
海外市場への売込み強化事業【P35】

（健康・福祉）
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保
　し、福祉を促進する

オールふくい連携婚活応援事業【P14】
子だくさんふくいプロジェクト【P15】
医師確保の推進【P55】

（教育）
　すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を
　提供し、生涯学習の機会を促進する

県立学校におけるタブレットおよびネットワーク環境整備事業【P1】
高校生起業家育成プロジェクト事業【P6】
私立高等学校等就学支援事業【P7】

（ジェンダー）
　ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の
　能力強化を行う

企業の女性活躍推進事業【P10】
ふくい女性の幸福度調査事業【P10】
共家事（トモカジ）促進事業【P10】

（水・衛生）
　すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な
　管理を確保する

水道経営基盤強化支援事業【P69】

（エネルギー）
　すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近
　代的エネルギーへのアクセスを確保する

嶺南スマートエリア推進事業【P33】
再エネ活用地域振興プロジェクト事業【P62】

（成長・雇用）
　包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の
　完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい
　雇用(ディーセント･ワーク)を促進する

恐竜博物館機能強化事業【P40】
北陸新幹線開業に向けたふくいブーム創出事業【P42】
京都事務所開設事業【P46】

（イノベーション）
　強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持
　続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を
　図る

クラウドファンディング活用促進事業【P27】
県民衛星プロジェクト支援事業【P31】
宇宙産業拡大支援事業【P31】

（不平等）
　各国内及び各国間の不平等を是正する

カーポートパーキング整備事業【P11】
外国人労働者受入環境整備事業【P12】

（まちづくり）
　包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能
　な都市及び人間居住を実現する

北陸新幹線建設事業【P36】
高規格道路整備事業【P36】
福井駅西口市街地再開発支援事業【P36】

（生産・消費）
　持続可能な生産消費形態を確保する

「いちほまれ」トップブランド確立事業【P21】
「ふくいそば」ブランド確立事業【P22】
さかほまれを使った福井オリジナル酒の魅力発信事業【P22】

（気候変動）
　気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を
　講じる

地球温暖化ストップ県民運動強化事業【P62】
水素供給設備設置補助事業【P62】
防災・減災、国土強靭化対策（公共）【P65】

（海洋資源）
　持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、
　持続可能な形で利用する

県立大学海洋生物資源学部新学科開設事業【P9】
ブランド魚の販路拡大・魅力向上推進事業【P23】
ふくいの養殖ネクストチャレンジ事業【P26】

（陸上資源）
　陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、
　持続可能な森林の経営､砂漠化への対処､ならびに土
　地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止
　する

間伐材生産拡大事業【P23】
コミュニティ林業支援事業【P24】
コウノトリ生息環境整備事業【P61】

（平和と公正）
　持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進
　し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あ
　らゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂
　的な制度を構築する

地域と連携した学校体制強化事業【P4】
安全で安心な地域社会づくり事業【P66】

（パートナーシップ）
　持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロー
　バル・パートナーシップを活性化する

市町協働による地域みらい応援プロジェクト【P45】
次世代コミュニティモデル事業【P60】
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財政収支見通し（２年度～１１年度）【一般会計】 

 

 
＜試算の前提条件＞２年度当初予算を基に、下記の考え方により推計 

※国の経済対策への対応や大規模災害の発生等は見込んでいない 

【歳入】 

    ○県税等 

      ・２年度当初予算を基に、経済成長率 0.0％で算定 
 
   ○地方交付税 

      ・一般財源総額が２年度当初予算と同水準となるよう、県税の伸びに応じて設定 
 
   ○その他の歳入 

      ・２年度当初予算を基に、歳出に連動した金額により推計 
 

【歳出】 

   ○人件費 

      ・行財政改革アクションプラン等により推計 
 
   ○公債費 

      ・既発債の償還額に今後の発行見込を考慮し算定 
 
    ○社会保障費 

      ・２年度当初予算を基に、年度当初予算の伸び率の平均＋2.0％により推計 
 
   ○投資的経費 

      ・北陸新幹線建設負担金などの大型プロジェクトは、事業計画見込により個別に推計 

      ・その他は２年度当初予算同額 
 
   ○その他の歳出 

      ・可能なものは個別に推計、その他は２年度当初予算同額 
 
  ＜行財政改革アクションプラン（令和元年度～５年度）＞ 

・県債残高 ６，０００億円未満、財政調整のための基金残高 １００億円以上、 

将来負担比率２００％未満を維持 

（単位：億円）

当初 元年度補正

県税等 1,660 1,660 1,650 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630

地方交付税等 1,310 1,310 1,340 1,340 1,330 1,320 1,310 1,320 1,320 1,320 1,320

国庫支出金 710 630 80 650 650 670 650 680 680 680 680 680

県債 990 900 90 930 1,050 670 620 580 620 650 670 670

その他歳入 360 360 450 380 390 390 390 390 390 390 390

歳入　計 5,030 4,860 170 5,020 5,050 4,690 4,610 4,590 4,640 4,670 4,690 4,690

人件費 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,130 1,130 1,130 1,130 1,110

公債費 720 720 840 740 720 720 720 740 730 700 740

社会保障費 530 530 550 560 570 580 590 590 590 590 590

投資的経費 1,390 1,220 170 1,230 1,350 1,000 910 910 940 990 1,030 1,010

その他歳出 1,240 1,240 1,250 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240

歳出　計 5,040 4,870 170 5,030 5,050 4,690 4,610 4,590 4,640 4,680 4,690 4,690

歳入歳出差引（基金取崩額） △ 10 0 0 0 0 0 △ 10 0 0

財政調整のための基金残高 130 130 130 130 130 130 120 120 120

県債残高（臨時財政対策債を除く） 5,400 5,900 6,000 6,100 6,100 6,100 6,200 6,200 6,200

実質公債費比率 12.6 12.4 12.3 12.3 12.1 11.8 11.3 11.0 11.2

将来負担比率 174.6 185.9 193.2 197.4 200.5 203.1 207.3 213.5 213.3

歳
出

２年度
３年度 ４年度

歳
入

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度５年度

△ 10

163.7

13.1

5,200

140


