
越前市

企画部 政策推進課 総合戦略推進室

0778-22-3016

区分 内容

結婚 □ 出会いの場創出事業
結婚を望む人に対し、相談員が個別にマッチング支援を行う結+E93婚相
談事業を月３回実施しています。
また、結婚を望む親同士の情報交換の場を提供しています。(年６回程度）

結婚 □
婚活（「出会いの場創出事業」開催事

業補助金）
男女の出会いと交流を積極的に創出するために実施する事業を行う団体
に対し、開催事業補助金を交付します(上限20万円)。

その他 □ 福井県育児・介護休業生活資金

越前市内に住所を有し、育児及び介護休業制度を導入している事業所な
どに勤務し、現在休業中で、期間終了後直ちに復職できる人に、育児又は
介護休業中の生活資金を融資します。（市が支払利子を全額補助しま
す。）

その他 □ 小学生以下の市民バス料金が無料
市内を運行している越前市市民バス「のろっさ」（１乗車１００円）に、小学生
以下のお子さんは、無料で乗車できます。

その他 □ 越前市職員採用試験

「社会人・IJUターン希望者」枠を設けて、通年で試験を実施しています
（H30年度は3回実施）。また、県外（関西地区）において、説明会や採用試
験を実施しています。
就職情報サイト「リクナビ」にも掲載しています。

その他 □ 外国人相談
ポルトガル語と中国語に対応できる職員を配置し、庁内の各種手続き等を
支援しています。来庁できない外国人市民のための相談専用電話も開設
しています。

その他 □ いきいきふれあいのつどい

町内の公民館や集会場等において、健康講話、各種講座や体操、レクリ
エーション、文化・季節の行事などの自主活動を通し、介護予防に向け、地
域住民が主体的にボランティアで運営しています。（平成31年3月 209か所
実施）

その他 □
わたしたちの赤ちゃんへ、ちひろのお

くりもの
越前市に生まれる赤ちゃんへ市オリジナルの誕生記念カードを贈ります。

その他 □
コウノトリが舞う里づくり「環境調和型

農業の推進」
国の特別天然記念物コウノトリをシンボルとした自然環境保全活動や環境
調和型農業を推進しています。

その他 □ 金属類・電気製品の拠点回収
毎月第１日曜日（1月及び２月を除く）に無料で回収を行っています。（通常
有料）

その他 □ ３つの国指定伝統工芸品の産地
各伝統的工芸品産地において、体験施設が整備され又は整備計画があ
り、体験を通じて就業のきっかけ作り及び産業観光に結びつけているほ
か、各工房での体験も可能です。

その他 □ 武生中央公園だるまちゃん広場

本市出身で日本を代表する絵本作家かこさとし氏の監修により、武生中央
公園だるまちゃん広場が平成２９年８月１１日にオープンしました。「からす
のパンやさん」がモチーフのワイドスライダーを有する大型複合遊具、「だる
まちゃんとかみなりちゃん」がモチーフのトランポリン、「宇宙」の噴水、「か
わ」の広場などを整備し、広場隣には乳幼児向け遊具も充実させて、かこ
氏の絵本の世界に入り込んだように楽しめ、親子で、また子ども同士で遊べ
る施設が揃っています。
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その他 □
絵本の世界観を再現する「かこさとし

ふるさと絵本館」

子ども達が絵本を通して乳幼児期からの読書習慣を身に付け、子ども達の
創造力と探究心を育むため、「想像する」「作る」「遊ぶ」などの体験学習を
実施する中で、子ども達の「気づき」を促進しています。

その他 □ 武生中央公園総合体育館
メイン・サブアリーナ、トレーニングルーム、多目的ルーム等を設置し、空調
設備も整っています。スポーツだけでなくイベントや集会等多用途に利用
できる体育館です。

その他 □ ちびっこフェスティバル
毎年GW期間中こどもの日を中心に２日間、武生中央公園にてちびっこフェ
スティバルを開催。
大型遊具や各種体験コーナーを設置している。

その他 □ たけふ菊人形
今年で68回目を迎える日本最大級の菊人形展です。
毎年10月上旬～11月上旬に開催しています。

その他 □ 越前市サマーフェスティバル

毎年、8月13日から15日にかけて開催する夏の風物詩。
１日目と２日目は武生中央公園にて、夏を満喫できるイベントが盛りだくさん
です。
３日目の花火大会は約12,000発の花火が村国山をバックに打ち上げられ、
見ごたえたっぷりです。

その他 □ 中央図書館

職員やボランティアによる、絵本の読み聞かせや、手遊び、工作,紙芝居の
口演などを行います。
(子ども向け定例行事）たのしいかみしばい、おはなしの会、きっず・らんど、
季節のおはなしあのね

その他 □ 今立図書館

職員やボランティアによる、絵本の読み聞かせや手遊び・伝承遊び、工作、
紙芝居の口演などを行います。
(子ども向け定例行事）昔あそびと紙芝居、おはなしおたのしみ会、子ども
映画会と季節のおりがみ、こどもランド

その他 □ 武生国際音楽祭
著名な音楽家を招いて行う滞在型音楽祭です。文化センターをメイン会場
とし、近隣会場(寺社、銀行、など)での演奏会や、若手演奏家のためのワー
クショップやアカデミーを開催しています。

その他 □ 源氏物語アカデミー

毎年１０月下旬に開催され、源氏物語と紫式部をテーマに講演会、講義等
を実施し、「観る・聴く・味わう」を三本柱としています。県内外から源氏物語
の愛好者が集う学術文化的で「紫式部ゆかりの地」ならではのイベントで
す。

その他 □ 「あなたを想う恋のうた」募集事業

味真野地区が舞台となっている中臣宅守と狭野弟上娘子の恋物語を素材
とし、越前市を「恋のふるさと」として全国に発信しています。万葉集に数多
く越前市に関わる歌が残されているという歴史的・文化的意義を深く理解
し、その価値を広く市民に伝えます。

その他 □ しきぶ温泉　湯楽里
天然温泉を温度の違いやジャグジー、寝湯などの入浴スタイルで楽しむこ
とができる施設。大衆演劇をはじめとする様々なイベントが開催されていま
す。
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その他 □ 大瀧神社・越前和紙の里

・大瀧神社は国の重要文化財で、和紙の神様である川上御前を祀ってい
ます。
・越前和紙の里では、職人技を見学したり、紙漉きを体験する施設など、全
長２３０ｍの通りの中に、日本一の手漉き和紙の産地を体感できる施設が建
ち並んでいます。

その他 □ 御誕生寺

「猫寺」として有名な曹洞宗の寺院で、常時30匹程度の猫とたわむれること
ができます。
猫の里親探しで縁を結んだことから、「縁結び寺」としてもカップルが多く訪
れています。

その他 □ 伝統産業のまち歩き
市内を散策すると、国の伝統的工芸品に指定されている「越前和紙」、「越
前打刃物」、「越前箪笥」などのものづくりの工房群に出会うことができます。

その他 □ 紫式部公園

平安時代を代表する女流作家の「紫式部」が、生涯で唯一都を離れて滞在
した地が越前です。
紫式部公園は、3,000坪の広大な敷地に平安時代の寝殿造り庭園を再現し
た公園で、金箔で仕上げられた美しい紫式部像が立っています。

その他 □ 愛山荘
大正時代に建てられた日野山を望む数寄屋風書院の邸宅です。主屋や離
れなどが国の登録有形文化財に指定されました。

その他 □ 「ちひろの生まれた家」記念館

日本を代表する絵本作家「いわさきちひろ」の生家生誕の地。
大正時代の趣を残す建物や随時開催されているピエゾグラフによる企画展
のほか、別館ではセルフカフェコーナーが併設された絵本ライブラリーでく
つろぎながら作品を楽しむことができます。

その他 □ タケフナイフビレッジ
国の伝統的工芸品に指定される越前打刃物の製作現場と見学・製作体験
を兼ね備えた全国でも珍しい共同工房です。

その他 □ 蔵の辻
白壁の蔵が立ち並ぶ「蔵の辻」。市街地活性化の一環として整備され、大
正から昭和初期に建てられた木造の店舗や蔵を再生し、伝統的建築物を
活かした街並みです。

その他 □ 花筐公園
謡曲「花筐（はながたみ）」の舞台として名高い花筐公園には、男大迹王
（おおとのおう）、後の第26代継体天皇）ゆかりの「薄墨桜」があり、春は桜、
秋は紅葉の名所です。

その他 □ 味真野小学校の桜
味真野小学校の校庭の真ん中に1本立っている樹齢140年以上のエドヒガ
ン桜です。桜の開花時期には、ライトアップされます。

その他 □ 万葉の里　味真野苑

1年を通して四季折々の花や植物を鑑賞することができます。
万葉集に載る相聞歌や、世阿弥が作った謡曲「花筐」の舞台となっており、
恋愛にゆかりの深い「恋のパワースポット」として知られています。写真映え
するハート型の可愛い広場や花壇があります。
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その他 □ 国府以来の歴史と伝統が残るまち

越前市内には縄文、弥生、古墳時代の遺跡をはじめ、国府が置かれた奈
良・平安時代の遺跡、戦国時代に築かれた城址、江戸時代の寺社群が多
く残されています。さらに、まちなかに、古い商家の建物が随所に残されて
います。

その他 □ 料亭文化
市内には料亭が約20件あり、風情ある建物の中で、美味しい料理が安価な
値段で提供されています。

その他 □ 競技かるた
小倉百人一首競技かるたの日本一を決める名人位に、３度輝いた川崎文
義さんが育った越前市では、子どもの頃からかるたに触れ合う機会があり、
競技かるたを本格的に学ぶことのできる教室が各地区で行われています。

その他 □ 指定文化財指定件数県内１位

越前市内には国、県、市指定の文化財が豊富に残されています。内訳は、
国指定文化財11件、国選択文化財1件、福井県指定文化財46件、越前市
指定文化財180件(平成31年4月1日現在)の総数238件で指定件数が県内1
位です。

その他 □ 越前和紙に関する文化財

越前和紙には、重要無形文化財(越前奉書)技術保持者（人間国宝）の岩
野市兵衛氏をはじめ、福井県無形文化財保持技術者もおり、さらに平成２
６年３月には「越前和紙製作用具及び製品」2,523点が重要有形民俗文化
財に、平成２９年には「越前鳥の子紙」が重要無形文化財に指定されるな
ど、国内外で文化財としての価値が高く評価されています。

その他 □
定住促進ポータルサイト「住もっさ！

越前市」
越前市の「働く」「住む」「子育て・教育」「妊娠・赤ちゃん」などの情報が見つ
かる移住希望者向けのポータルサイトです。

その他 □ 越前市情報アプリ「えっつぶ」

越前市からの様々なお知らせをスマートフォンで受け取ることができ、また、
現地在周辺の施設情報等を表示する地図機能、市内イベントのカレンダー
機能、子育て支援総合サイト「子育てどんとこい！越前市」に簡単にアクセ
スができるアプリです。

妊活 □ 特定不妊治療助成制度
特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、その治療にか
かる費用の一部を助成します。男性不妊治療も一部助成しています。

仕事 □
中小企業融資事業「女性等創業支援

資金利子補給金」

日本政策金融公庫の「女性、若者/シニア起業家資金」又は「中小企業経
営力強化資金」を受けており、市内で創業済（予定）の女性は、２年間全額
の利子補給が受けられます。

仕事 □ 越前市中小企業等伴走型資金

越前市内の中小企業（小規模事業者含む）・創業者（予定者）に対し最高
3,000万円、返済期間最長10年で融資します。
すくすくすまいる登録事業者や越前市内で創業済又は融資申込から3か月
以内に創業予定の女性等は優遇利子補給制度もあります。（運転3年、設
備5年。共に補給額1.5%。優遇補給中の実質金利0.5%）

仕事 □ 勤労者生活安定資金
越前市内に住所を有し、企業・個人事業所に勤務している人に、医療資
金、教育資金、冠婚葬祭資金、耐久消費財購入資金、災害・自己等のため
に必要となった資金、生涯生活設計に要する資金などを融資します。
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仕事 □
越前市企業立地推進補助金「雇用促

進補助金」

企業立地促進補助金の交付要件を満たす生産設備等の投資を行い、越
前市企業立地促進補助金の指定を受けた企業が、市内に住所を有する新
規雇用者の人件費として10万円/人を補助し、更にUIJターン者及び女性
エンジニアを採用する際には、1人につき各10万円を加算します。

仕事 □
越前市企業立地推進補助金「環境・

福利施設等整備補助金」

企業立地促進補助金の交付要件を満たす生産設備等の投資を行い、越
前市企業立地促進補助金の指定を受けた企業が、女性雇用促進につな
がる環境施設を整備する際に補助金を交付します。

仕事 □
伝統産業後継者育成対策事業補助

金

伝統産業の伝統的な技術又は技法を伝授するため後継者を雇用している
事業所に対して、1期/半年につき1人当たり25万円、最大4期2年間補助金
を交付します。

仕事 □ 新事業チャレンジ支援事業補助金

越前市内に住所を有する中小企業者等が新規性のある商品、サービス、
新技術又はビジネスモデル開発を行ったり、その販路の拡大を行う場合
や、知的財産権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）の取得に取り組む
場合に補助金を交付します。

仕事 ■ 地方創生チャレンジ移住支援制度

（１）県外に所在する学生団体等が、地域の課題解決のために、本市での
地域活動をすることについて支援。
（２）本市への移住を考えている人が、本市で現地活動（下見等）を行った
際に、交通費、宿泊費、レンタカー借上げ費を補助。
（３）本市への移住を支援するため、移住にかかる初期費用を一定額（１世
帯10万円）交付。

仕事 ■ UIJターン者就職奨励金

県外に１年以上居住し、越前市内の企業に１年以上継続的に雇用又は市
内で創業した満４０歳未満の方で、５年以上定住する意思があるなど、所定
の条件を満たした場合、１人10万円（１世帯20万円が上限）を交付します
（創業者は創業支援金として別に10万円加算）。
ただし、県外企業からの転勤者、新卒者、公務員の方などは対象外となり
ます。

仕事 □
まちなか出店・改装促進支援事業助

成金

まちなかで店舗等を開設、改装する場合に、設備投資（内外装、厨房、給
排水・衛生設備等）に係る経費の一部を補助します。ただし、助成対象経
費が150万円未満の場合は、助成金交付の対象外とします。
・上限75万円
・窓口はまちづくり武生株式会社

仕事 □ 重点エリア商業活性化補助金

中心市街地区域内の重点エリアにおいて、店舗を新築・改修する場合の設
備投資（内外装、厨房、給排水・衛生設備等）に係る経費の一部を補助しま
す。ただし、補助対象経費に占める外観改修費が1/4以上あること。
・補助率1/2以内、上限200万円
※重点エリア：総社通り、京町界隈、総社表参道、市役所前通りのエリア

仕事 □ 新規就農者を支援
就農初期の経営安定のための奨励金や、農具等を整備するための補助金
を交付します。
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仕事 □ 展示会等出展支援事業補助金

越前市内に住所を有する中小企業が県外（国外を含む）展示会（即売会、
物産展等販売を主目的とするものを除く）に出展する場合や、越前市内で
創業した女性又は越前市内で創業予定の女性が、市内外の展示会・販売
会へチャレンジ出展する場合、出展料・小間料、展示装飾、会場配布用パ
ンフレット等作成や、展示会等に係る案内状の購入又は作成及び発送に
係る費用の一部を補助します。

仕事 □ 産業人材育成事業補助金

越前市内に住所を有する中小企業の社員や個人事業者等が、ふくい産業
支援センターなど公的な機関が実施する講座を受講する際の受講料や、
外部指導員を招いて研修を行う際の招聘費及び指導費、外国人技能実習
生が技能検定を受ける際の受験手数料（３級のみ）、女性創業者等グルー
プが主催する講座の開催、自己研修会等の集会の開催、県外の創業者団
体との交流会に係る外部指導員謝礼・旅費、印刷費、会場使用料を補助し
ます。

子育て □ 保育園・認定こども園

公立園８園（保育園３園、認定こども園５園）、私立園が１６園（保育園７園・
認定こども園９園）の合計２４園の保育園や認定こども園が整備されていま
す。
通常の保育のほかに、延長保育、休日保育、一時預かりなど幅広いサービ
スで、働くパパとママを応援します。また、各保育園では園の開放日を設け
て、園児だけでなく地域の人々の、育児の悩みや不安などの相談に応じて
います。
また、越前市には多くの外国籍児がいますが、日本人と同じようにお預かり
します。特に多いブラジル人の親子のため、ポルトガル語を話せる職員を、
ブラジル人のお子さんがいる園に配置し、言葉や生活習慣の違いなどから
起こるさまざまな問題に対応しています。

子育て □ 保育園での育児相談・親子教室
各保育園では園の開放日を設けて、育児の悩みや不安などの相談に応じ
ています。また、親子遊びなども実施しています。

子育て □ すくすくすまいる事業所

従業員の子育てと仕事の両立を支援する越前市内の事業所が、すくすく
すまいる事業所として登録できます。越前市の入札や資金運用で優遇措
置が受けられ、また、保育室を設置した場合に補助金を受けることができま
す。

子育て □
妊婦健診を助成 県外の医療機関で

も助成可能
妊婦の健康管理の充実、また、経済的負担を軽くして安心して妊娠・出産
ができるように、１４回の妊婦健診助成を行っています。

子育て □ 専門家による子育てアドバイス
赤ちゃんが生まれたら保健師や在宅助産師が訪問し、お子さんの発育の
確認や育児相談を行います。

子育て □ こどもの健康診査
お子さんが０歳から４歳になるまでの間に、５回の健康診査を行っていま
す。

子育て □
ふるさと教育越前市への愛を育む教

育

独自の“いのち”の学習の取組み
中学校では命のぬくもり体験学習（赤ちゃん抱っこ体験）を実施していま
す。

子育て □ 外国人の母子保健の充実
ポルトガル語・英語・タガログ語・中国語版の母子手帳及びポルトガル語に
翻訳した予防接種・乳幼児健診問診票を交付しています。

　　　※ □ … Ｕ・Ｉターン者を含む住民が対象　　　■ … Ｕ・Ｉターン者のみが対象
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子育て □ 希望者全員が入園可能な幼稚園
市立幼稚園が５園、私立幼稚園が４園整備されています。
市立幼稚園は３歳児から、私立幼稚園は２歳児から希望者全員が入園が
できます。

子育て □ 全ての市立幼稚園で直営方式給食
市立幼稚園には、同じ地区の小学校から給食が届きます。小学校では直
営方式の給食を実施し、幼稚園でもできたての給食が食べられます。
いろいろな食体験をとおして子どもたちの豊かな人間性をはぐくみます。

子育て □ 預かり保育

私立幼稚園では通常の保育時間を超えてお預かりする預かり保育を実施
しています。
※幼稚園での預かり保育とは、次の２種類があります。
　①就園児に対し、保育時間の前後を延長して保育するもの（延長保育）
　②保護者が冠婚葬祭等で保育できない未就園児の一時預かり

子育て □ 教育環境が充実

市内には、小学校が１７校、中学校が８校、県立高校が４校（武生高校、武
生東高校、武生工業高校、武生商業高校）、私立大学（仁愛大学）が１校、
看護専門学校（武生看護専門学校）が１校のほか、県立南越特別支援学
校も設置されており、教育環境が充実しています。

子育て □ 外国籍児童生徒支援と異文化交流

平成29年度現在、小中学校の外国人児童生徒数は182名です。日本語初
期指導員1名が学校を巡回して1時間単位で子どもの指導を行い、アクセス
ワーカー4名が、日本語への翻訳と保護者への言語対応、教育の補助を
行っています。また、外国人児童生徒日本語指導員5名、外国籍児童生徒
対応支援員2名、外国人児童生徒教育担当教諭5名を配置し、外国籍児童
生徒の支援を行っています。
外国籍の児童生徒と同じ学校で学び、グローバル社会を自然に感得する
学校環境で、グローバル社会における人権感覚等を醸成しています。

子育て □ 安全で楽しく学べる学校
小中学校の校舎及び体育館の耐震化率１００％、安全安心な学習環境で
す。

子育て □ 教育の情報化
デジタル教科書を活用した授業がすべての教室で日常的に行われる先進
的な教育を推進しています。特別支援学級にはタブレット端末を導入して
います。

子育て □
ふるさと教育越前市への愛を育む教

育
ふるさと教育をはじめ、環境教育、福祉教育、ふるさと教育、心の教育等に
ついて、学校独自のテーマをもとに特色ある教育活動を推進しています。

子育て □
小学校と一部の中学校では自校直営

方式給食を実施

市内の小学校全校と中学校３校で、自校直営方式給食を教育活動の一環
として実施しています。地場産の食材を使用し、栄養のバランスもばっちり
です。「食」に関する意識を高め、生涯にわたって健康でいられるように食
育を推進しています。

子育て □ 中学校ではＩＴ給食を実施

中学校５校で、ＩＴの特性を活用した選択制中学校給食「スクールランチ」を
実施しています。
望ましい食習慣を身につけるため教育活動の一環として実施される選択制
の給食です。
給食を通して「食」に関する正しい知識と選択する力を習得し、健全な食生
活を実践することができるよう楽しく学んでいます。

　　　※ □ … Ｕ・Ｉターン者を含む住民が対象　　　■ … Ｕ・Ｉターン者のみが対象
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子育て □ 保育施設が充実
市立保育園が８園（認定こども園５園）、私立保育園が１６園（認定こども園８
園）が整備されています。通常の保育のほかに、延長保育、休日保育、一
時預かりなど幅広いサービスで、働くパパとママを応援します。

子育て □ 病児・病後児保育

お子さんが病気または病気回復期に保護者の仕事の都合、傷病、事故、
出産、冠婚葬祭などの理由で看護できないとき、一時的にお子さんをお預
かりします。
【実施施設】
・ままのて（野尻医院）　越前市平出一丁目12-37　22-5000（24時間予約受
付）

子育て □ 里帰り出産サポート助成
市内に住所を有する妊婦が市外に里帰り出産した時、出産に係る子以外
の育児のために一時預かりなどの子育て支援サービスを利用した場合に、
その費用の半額を助成します（上限３万円）。

子育て □ 子どもの医療費助成制度

越前市にお住まいの、0歳から中学校3年生までのお子さんの通院・入院に
かかる医療費を助成します。
【小学生〜中学生】
○通院：１月に支払った保険適用分の医療費のうち、１医療機関あたり500
円を差し引いた額を助成します。
○入院：１月に支払った保険適用分の医療費のうち、１医療機関１日あたり
500円（4,000円が上限）を差し引いた額を助成します。
○お薬：全額助成（保険適用分のみ）

子育て □ 放課後児童クラブ（学童保育）
市内２７ヶ所で児童クラブが開設されています。共働きなどで、放課後保護
者が留守の家庭のお子さんを預けることができます（主に小学校低学年）。
保育園・認定こども園や児童館・児童センター等で実施しています。

子育て □
妊娠・出産・子育て 何でも相談できる

窓口

子ども・子育て総合相談窓口は、「妊娠・出産期の不安」「子育てがうまくい
かない」「悩みをどこに相談したらいいの」「子どもの発達が気になる」「集団
生活での悩みがある」など、お子さんとご家庭のあらゆる相談、ひとり親に関
する相談、障がいに関する相談に専門スタッフが対応する窓口です。（福
祉健康センター内）

子育て □ 地域子育て支援センター

子育て中の親子が気軽に集まって自由に交流や情報交換ができる地域子
育て支援センターを市内に４ヶ所設置しています。育児講習や育児相談も
実施しています。
【実施施設】
・NPO法人子どもセンター ピノキオ　越前市府中一丁目11-2（福祉健康セ
ンター内）
・地域子育て支援センター「フォルマシオーン」　越前市村国一丁目9-8（国
高保育園内）
・地域子育て支援センター「いまだて」　越前市粟田部町46-2（認定こども
園あわたべ内）
・地域子育て支援センター「一陽」　越前市新町7-8（ショッピングセンター
シピィ2階）

子育て □ 延長保育
市内のすべての認定こども園・保育園で実施しています。通常の開園時間
（おおむね午前７時から午後６時まで）を超えて保育を行っています。（有
料）

子育て □ 休日保育
休日も働いている保護者のため、日曜や祝日も保育を行っています。認定
こども園あわたべで実施（問い合わせ要）。

　　　※ □ … Ｕ・Ｉターン者を含む住民が対象　　　■ … Ｕ・Ｉターン者のみが対象



越前市

企画部 政策推進課 総合戦略推進室

0778-22-3016

区分 内容

令和元年度　支援制度一覧

市　 町　 名　：

担当部署名　：

電 話 番 号　：

制度名

子育て □ 寡婦（寡夫）控除みなし適用制度
非婚のひとり親を対象として、寡婦控除をみなし適用した市民税額で保育
料を算定します（要申請）。

子育て □ 保育料の軽減制度

同じ世帯内にきょうだいがいる場合、そのきょうだいの年齢などの状況に応
じて、保育料を軽減する制度があります。１８歳以下の児童が２人いる世帯
は２人目半額、３人目以降は無料です。また、ひとり親家庭は、所得に応じ
て1人目半額、2人目以降無料。
また２０１９年１０月から、幼児教育の無償化により、３歳以上児、非課税世
帯等の0～２歳児の保育料が無料になります。
詳しくはそれぞれの担当課までお問い合わせください。
▼保育園・認定こども園について　子ども福祉課　0778-22-3006
▼幼稚園について　教育振興課　0778-22-7452

子育て □ 一時預かり

在宅で子育て中の方を対象に、保護者の方が冠婚葬祭や病気等の理由
で、一時的に保育が必要となった時、保育園や認定こども園でお子さんを
預かります。
ただし、事前予約が必要です。
３歳未満児　１日3,000円　半日1,500円
３歳以上児　１日2,000円　半日1,000円

子育て □ すみずみ子育てサポート事業

やむを得ない事由により家庭での保育が困難なとき、子育てや家事援助等
の支援を行います。越前市内４か所で実施しており、利用登録が必要となり
ます（月35時間以内、1日最長8時間）。
【実施機関】
＜一時保育＞
・NPO法人 子どもセンター ピノキオ越前市府中一丁目11-2（福祉健康セン
ター内）
・ハーツきっずたけふ　越前市芝原四丁目6-21
・医療法人野尻医院複合型デイサービス「てまり」　越前市平出一丁目12-
37
＜家事支援＞
・NPO法人 子どもセンター ピノキオ　越前市府中一丁目11-2（福祉健康セ
ンター内）
・県民せいきょうきらめきくらしのサポート　福井市開発５丁目１６０３（事務
局：県民せいきょう本部センター内）

子育て □
夢をはぐくむはじめのいっぽ事業～

ブックスタート～

５か月児セミナーと同時開催。ボランティアによる1対1での絵本の読み聞か
せを行い、親子のふれあいのきっかけ作りになっています。絵本・布バッグ
をプレゼントしています。

子育て □
夢のある子どもを育てる 夢の教室「ユ

メセン」

「夢ある子ども育成事業」の一環として日本サッカー協会の「こころのプロ
ジェクト・夢の教室」を活用し、全小中学校を対象に、夢について考える授
業を実施しています。一流のアスリートが夢先生として子どもたちと語り合う
授業を行い、夢の大切さや仲間と協力することの素晴らしさについて考えま
す。

子育て □
就学援助費（入学前に、入学準備金

を支給）

小・中学校に入学予定のお子様の保護者で、経済的にお困りで就学援助
の要件に該当し希望する方に、就学援助費の新入学児童生徒費学用品
費等（ランドセル・制服等入学に必要なものを購入する費用）を３月10日頃
に入学準備金として援助します。（平成29年度入学予定者から実施）
新小学1年生40,600円、新中学1年生47,400円(Ｈ30年度)

　　　※ □ … Ｕ・Ｉターン者を含む住民が対象　　　■ … Ｕ・Ｉターン者のみが対象
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子育て □ 越前市奨学金貸付制度

家庭の経済的理由で就学が困難な学業成績優秀者に奨学金を貸し付け
ます。返済は無利子です。
【奨学金貸付月額】
・高校生（公立）9,000円　・高校生（私立）12,000円
・高専生（1〜3年生）9,000円　・高専生（4〜5年生）20,000円
・大学生（自宅通学）20,000円　・大学生（自宅外通学）30,000円
【申込期】
・毎年３月頃に翌年度の奨学生を募集しています。

　　　※ □ … Ｕ・Ｉターン者を含む住民が対象　　　■ … Ｕ・Ｉターン者のみが対象


