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平 成 ３ １ 年 度 当 初 予 算  
（平成３０年度２月補正予算を含む） 



 平成３１年度当初予算は、年度当初に統一地方選挙が行われることから「骨格予算」と

なるが、これまで進めてきた北陸新幹線など高速交通体系の整備、いちほまれのブランド

化など重要プロジェクトについては、切れ目なく継続的に予算を計上する。 

 また、福祉・医療・教育の充実など県民生活に密接に関連し年度当初から実施すべき事

業、人口減少対策など国の新たな制度に対応し速やかに着手すべき事業について、必要な

予算を計上する。 

 さらに、道路・河川などの社会基盤を着実に整備するとともに、国の第２次補正予算に

対応した国土強靭化対策を実施する。 

１ 高速交通体系の整備促進 

２ 重要プロジェクト等の切れ目ない推進 

３ 福祉・医療・教育の継続充実 

４ 国の新たな制度への迅速な対応 

５ 社会基盤の着実な整備と国土強靭化への対応 

平成３１年度当初予算編成について 
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平成３１年度当初予算の規模 

◎ 一般会計の予算規模  ４，６３３億円（対前年度比３．３％減）

会  計 
３１年度 
当初予算 
（億円）①

３０年度 
当初予算 
（億円）②

伸び率 
（％） 
①/②

一般会計 ４，６３３ ４，７９０ △３．３

特別会計 ７８２ ８７５ △１０．６

企業会計 ３８３ ３６９ ３．８ 

計 ５，７９８ ６，０３４ △３．９

一般会計の当初予算規模の推移 
4,997 
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4,668 4,590 
(当初予算) 

(当初予算) 

(６月補正後) 



 北陸新幹線建設事業 （２８，８００百万円） 【主要事業Ｐ３８】

○金沢・敦賀間の一日も早い開業を目指し、鉄道・運輸機構が高架橋等の工事を促進

【九頭竜川橋梁工事】 【南越駅高架橋工事】【新北陸トンネル工事（清水工区）】 

１ 高速交通体系の整備促進 

＜平成３１年度の事業概要＞ 

■事 業 費 ２６３，８００百万円（うち福井県内 １７２，９２６百万円）

■主な内容 橋梁工事（九頭竜川橋梁など）

高架橋工事（福井高柳高架橋など） 

トンネル工事（新北陸トンネルなど）
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【福井高柳高架橋工事】 



 高規格道路整備事業 （８，１２９百万円） 【主要事業Ｐ３８】

○中部縦貫自動車道大野油坂道路の早期全線整備に向け、トンネル工事などを推進

○福井港丸岡インター連絡道路の早期完成を目指し、用地取得を推進

大野油坂道路 
【荒島第２トンネル（仮称）付近（大野市西勝原）】 

大野油坂道路 
【新長野トンネル（仮称）付近（大野市長野）】 

新長野トンネル 

←至油坂 

至福井→ 

↑至油坂 

至福井↓ 

荒島第２トンネル 

福井港丸岡インター連絡道路 
【北陸新幹線交差部付近（坂井市丸岡町長崎）】 

至テクノポート↓ 

↑至丸岡ＩＣ 

至 福井港↑ 

至 丸岡ＩＣ↓ 

← 北陸新幹線 → 

1 高速交通体系の整備促進 

＜平成３１年度の事業概要＞ 

■中部縦貫自動車道大野油坂道路

大 野～大野東 間   設計、用地取得、橋梁工事（真名川橋（仮称）等） 

大野東～和 泉 間 トンネル工事（荒島第２トンネル（仮称）等）

和 泉～油 坂 間 トンネル工事（新長野トンネル（仮称）等）

■福井港丸岡インター連絡道路  用地取得 
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（Ｃ）ＪＡＸＡ
提供（株）アクセルスペース 

■福井県民衛星技術研究組合が行う県民衛星の開発・打上げ費用等
を支援
補助率：２／３ 

■打上げ時期
  ２０２０年度上半期 

適用 

○県内企業等が主体となって行う県民衛星の製造、打上げおよび運用費を支援

 県民衛星プロジェクト支援事業 （１８５百万円） 【主要事業Ｐ２４】

２ 重要プロジェクト等の切れ目ない推進 

提供 ㈱アクセルスペース 

○「いちほまれ」の生産をさらに拡大しながら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を確立

 「いちほまれ」ブランド化事業 （１３３百万円） 【主要事業Ｐ２９】

■目 標（３０年度→３１年度）

生産量：３千トン → ４千トン  販売店舗数：８２０店 → １，１２０店 

■最高価格帯での継続的な販売のためのＰＲ

・いちほまれのおいしさを直接消費者に伝えるコンシェルジュ（販売専門員）の増員

・ＣＭ広報や雑誌・ＳＮＳ等による情報発信、百貨店や高級スーパーへの営業活動

・こだわり米穀店等と協力しながら販売促進イベントを開催
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 国際北陸工芸サミット開催事業 （１２８百万円） 【主要事業Ｐ２６】

○世界的アーティストとコラボした国際工芸展を開催し、本県の伝統工芸の魅力を国内外に発信

２ 重要プロジェクト等の切れ目ない推進 

© Media Force

【越前焼×ムーミン】 

■開催時期 ９月２１日（土）～１０月２７日（日）
■開催会場 サンドーム福井
■開催内容
テオ・ヤンセン展ｉｎふくい
・テオ・ヤンセン氏と越前和紙のコラボ作品展示
・体験コーナー、大型作品の可動デモンストレーション 等

  伝統工芸のＰＲ 
・海外作家と越前漆器がコラボした国際漆芸展 等

© Media Force 

【テオ・ヤンセン氏と越前和紙コラボ作品】 
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 「ジュラシック・ワールド」恐竜モニュメント設置事業（１５百万円）【主要事業Ｐ３４】

○映画「ジュラシック・ワールド 炎の王国」に登場した恐竜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

■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
（映画配給会社から寄贈）の設置 

■設置時期 夏休み前（７月中旬）
■設置場所 恐竜博物館
■財  源 国１／２［地方創生推進交付金］ 

【恐竜モニュメント設置イメージ】 



 保育士等お仕事サポート事業 （１１１百万円） 【主要事業Ｐ５】

○保育士等の業務負担を軽減し、離職を未然に防止するため、私立保育所等における保育補助者
の配置等を支援

事業項目 
実施 
主体 

補助率 雇用対象者 業務内容 

保育補助者配置事業 

市町 

国３/４ 
県１/８ 

（市町１/８） 

 保育に関する実習や 
 研修を受講した者 

【保育士が行う保育業務の補助】 
・寝かしつけ、食事補助
・おむつ交換、着替え 等

保育周辺業務支援事業 
国１/２ 
県１/４ 

（市町１/４） 
 要件なし 

【保育に関する周辺業務】 
・登園、降園の駐車場整理
・給食の配膳・後片付け 等

３ 福祉・医療・教育の継続充実 
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 福井県こども急患センター利用環境改善事業 （７百万円） 【主要事業Ｐ１３】

○現施設を小児科専用に改修することにより混雑を解消し、小児患者や保護者の利用環境を改善

■改修内容 専用待合室の設置（現在は福井市休日急患センターと共用） 等 
■補 助 率   県１０/１０ 
■補助対象 福井市（開設者） 
■スケジュール ２０１９年 ４月～ 設計

１０月～ 改修工事 
２０２０年 ４月  オープン 

【こども急患センター(福井市城東)】



 外国人児童生徒等支援事業 （１１百万円） 【主要事業Ｐ８】

３ 福祉・医療・教育の継続充実 

○外国人児童生徒に対する学校における日本語指導体制を充実

■補助内容

・日本語指導が必要な児童生徒が在籍する小中学校へ日本語
初期指導員（８名）の配置を支援

・日本語と外国語を自動的に翻訳する機器の整備を支援

■実施主体：市町（平成３１年度 越前市）

■補 助 率：国１／３、県１／３（市町１／３）

【日本語指導の様子】 

【個別指導の様子】 

 次世代につなぐ美しい県立学校リノベーション事業 （８３５百万円） 【主要事業Ｐ１９】

○生徒の学習環境を改善するため、県立学校の大規模改修工事等を実施

■長寿命化の推進

・校舎の長寿命化を進めるため、計画的に改修工事を実施
  平成３１年度 設計９校（９棟）、工事２校（４棟） 

■時代に即した学習環境整備
・内窓設置や壁断熱材の増設、体育館へ送風機を設置
・トイレ洋式化や照明のＬＥＤ化、スロープ・多目的トイレ
の設置

  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 

（※県立高校のエアコン整備については、６月補正予算において対応を検討） 
 【内窓設置】 
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 Ｕ・Ｉターン移住就職等支援事業 （９４百万円） 【主要事業Ｐ１】

 Ｕ・Ｉターン人材開拓事業 （７６百万円） 【主要事業Ｐ１】

〇県内への移住者と移住者を雇用する企業を支援。併せて、新たな移住者を積極的に開拓 

＜事業内容＞ 
■移住者への支援 要件：東京圏からの移住であること

財源：地方創生推進交付金（移住、マッチング、起業支援） 

■県内企業への支援
県内企業が新分野進出や新製品開発等を行うために、その中核となる高度な人材を 

  ＵＩターン採用した場合、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  負担割合：国８／１０、県２／１０

■新たな移住希望者層の開拓
福井Ｕターンセンター（東京・福井）に人材開拓員を２名配置 

財源：地域活性化雇用創造プロジェクト補助金   負担割合：国８／１０、県２／１０

県内企業に就業した場合 
（資本金１０億円以上の企業は除く） 

創業した場合 

移 住 支 援 金 最大１００万円／世帯 
負担割合：国１／２、県１／４、市町１／４ 

移住創業支援金 ― 最大３００万円／件 
負担割合：国１／３、県２／３ 

４ 国の新たな制度への迅速な対応 
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スマート農業加速化実証プロジェクト事業 （１２８百万円） 【主要事業Ｐ２９】

４ 国の新たな制度への迅速な対応 

○九頭竜川パイプラインエリアにおいて、ロボットトラクタやドローン等のＩＣＴ農機や生産管理
システムを体系的に用いて、大規模経営体への導入効果を実証

＜事業内容＞ 
■大規模経営実証

県・農業者・企業によりコンソーシアムを構成し、スマート農業に必要な 
  機械を整備、大規模経営への導入効果を実証 

財源：スマート農業加速化実証プロジェクト交付金 負担割合：国１０／１０

■次世代営農体系の確立支援
スマート農業を普及するための検討や地域農業者への実演会等を開催

財源：持続的生産強化対策交付金 負担割合：国１０／１０

【ドローンによる農薬散布】 【無人で稼働するロボットトラクタ】 【収量を測定できるコンバイン】 
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山腹崩壊の発生 
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 道路・河川等の社会基盤の整備（４１，２３８百万円） 【主要事業Ｐ４５】

○道路の新設・拡幅等（9,402百万円）

○河川の改修、ダムの整備等（5,610百万円）

【河内川ダム(2,445百万円)】 【笙の川(63百万円)】 

５ 社会基盤の着実な整備と国土強靭化への対応 

↑至丸岡ＩＣ 

【福井森田丸岡線(新九頭竜橋:1,396百万円)】 【国道365号(越前町梅浦:934百万円)】 【敦賀駅東線(406百万円)】 

試験湛水後、供用開始 河川の流れを阻害する橋梁を掛替河川の流れを阻害する橋梁を架替 

中央橋 

来迎寺橋 

↑至福井市 

↓至坂井市 

↑至越前海岸 
→至鯖江市

バイパスを整備して 
道路線形を改善 

北陸新幹線 

国道8号 

→至福井
至大阪← 

橋脚が完成 
橋梁上部工を実施 



 国土強靭化対策（１１，５３５百万円） ［平成３０年度２月補正予算］【主要事業Ｐ４５】

【橋梁下部工(耐震補強前）】 

【 日野川（伐木前）】 【 日野川（伐木後）】 【崩壊山地の復旧（南越前町大谷）】 

上流 

上流 

橋脚巻立工による補強 

下部工の補強 

【橋梁下部工(耐震補強後）】 【散水管補修（福井四ヶ浦線）】 

管破損による漏水 

川の流れを阻害する樹木を伐採 

山腹崩壊の発生 
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山腹崩壊の発生 

○道路・橋梁・トンネルの耐震化、補修等（5,369百万円）

○河川の改修、樹木伐採等（3,127百万円） ○山地の復旧（291百万円）

５ 社会基盤の着実な整備と国土強靭化への対応 


