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切れ目のない
子育て支援

結婚・妊娠・出産・子育
て・教育まで、切れ目の
ない幅広い支援をしてい
ます。

住みたい！を
応援します

住宅を建築、購入、リ
フォームして越前市に定
住しようとする人にさま
ざまな補助金を交付して
います。

福井県の
有効求人倍率
全国1位！

働くことができる環境が
整い、企業があなたを求
めています。

（福井労働局が発表した 2022 年 1 月時点の有効求人倍率）

移住のおすすめポイント 11 移住のおすすめポイント22 移住のおすすめポイント33

一般財団法人　日本総合研究所
「全47都道府県幸福度ランキング 2020年版」

幸福度幸福度
ランキングランキング

4 回連続4 回連続
日本一 !日本一 !

１位　福井１位　福井
２位　富山２位　富山
３位　３位　東京東京

えちぜん市暮らしえちぜん市暮らし

ーー 移住定住パンフレット  移住定住パンフレット ーー

※越前市出身のかこさとし氏が監修されただるまちゃん広場が２０１７年８月にオープンしました！※越前市出身のかこさとし氏が監修されただるまちゃん広場が２０１７年８月にオープンしました！
上：からすのパンやさんのかざぐるま塔（大型複合遊具）　下：だるまちゃんとかみなりちゃんのふわふわ雲上：からすのパンやさんのかざぐるま塔（大型複合遊具）　下：だるまちゃんとかみなりちゃんのふわふわ雲
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「子育て」を応援します
切れ目のない
支援で

…
こども家庭課、中央図書館

（0778-22-3006）（0778-22-0354）
…

こども家庭課
（0778-22-3006）

…
健康増進課

（0778-24-2221）
…

教育振興課
（0778-22-7452）

…
生涯学習課

（0778-22-3977）

〜妊婦 ０歳〜就学前 小学校 中学校 高校 大学〜

●�特定不妊治療助成�
（保険適用外分）

●里帰り健診助成

●里帰り出産サポート助成

●外国人の母子保健の充実

●子ども医療費助成

●児童手当

●就学援助制度 ●奨学金貸付制度

●�奨学金の�
一部償還�
免除制度

●子ども・子育て総合相談窓口（0778-22-3628）、児童発達支援センターなないろ

●�出会いの場�
創出 ●こんにちは赤ちゃん訪問

●産後ケア（宿泊等）※1歳まで

●地域子育て支援センター

●�放課後�
子ども教室

●ブックスタート

●5ヶ月児セミナー

●��各地区赤ちゃん・親子教室�
（児童館や公民館）

●離乳食教室

●認定こども園・保育園・地域型保育事業（25園）

●幼稚園（市内７園）　

●一時預かり

●トワイライトステイ

●子どもショートステイ

●病児・病後児保育

●すみずみ子育てサポート事業

●�赤ちゃん �
抱っこ体験

●夢の教室「ユメセン」

●�市立幼稚園で直営方式給食、�
小学校全校・中学校３校で自校直営方式給食を実施

●選択制給食
「スクールランチ」

●県立高校3校 ●大学２校

●�放課後児童
クラブ



越前市への移住に向けた活動を支援します！

「住む」を応援します
さまざまな
補助制度で 建築住宅課

0778-22-3074

政策推進課、建築住宅課
0778-22-3016

新住宅取得推進事業�
まちなか（※）や居住誘導区域内で、新築または建売・中古住宅を購入し、定住する人に
取得費の一部を補助 【補助金額】上限 140 万円

多世帯近居住まい推進事業�
直系親族の居住する住宅の近くに住宅を取得して定住する人に取得費の一部を補助
 【補助金額】上限 30 万円

多世帯同居住まい推進事業�
直系親族の世帯が一つ以上増えるために居住する住宅をリフォームする人にリフォーム費
の一部を補助 【補助金額】上限 30 万円

結婚新生活支援事業�
新婚世帯の新居の取得費やリフォーム費用、賃借費用の一部を補助

【補助金額】（住宅取得支援、住宅リフォーム支援）
　　　　　　　　　　　　　上限 30 万円（夫婦ともに 29 歳以下の場合 30 万円加算）

（住宅賃貸支援）上限 30 万円

越前市住まい情報バンク「おうちナビ」�
市内の空き家、アパート・マンション、土地等の売却物件や空き情報を掲載したサイト。
住宅を買う、借りる、建てるための支援制度や相談窓口等の情報も同時に紹介。
※詳しくは左記ＱＲをご覧ください。

子育て世帯等と移住者への住まい支援事業�
子育て世帯、新婚世帯または移住者が住まい情報バンクに登録された中古物件（一戸建て住宅）
を購入・リフォームして定住する場合に費用の一部を補助 【補助金額】上限各 50 万円

※…中心市街地活性化区域内

移
住
フ
ェ
ア
へ
の
参
加

支援内容

交通費 宿泊費 レンタカー代

または、

移住初期支援

下 見 移 住

支援内容

最大
30,000

円

最大
10,000

円

最大
5,000

円

一世帯当たり
100,000

円

※ 1 泊分

※詳細は政策推進課までお問い合わせください。

東京圏からの移住、
中小企業への就職など、
一定の条件を満たすと

 1,000,000 円（世帯）
（未成年者 300,000 円／ 1人  加算）

または 600,000 円（単身）

蔵の辻

定住化支援制度

おうちナビ



「働く」を応援します
親身に
なって

UIJターン就職奨励金�
県外に 2 年以上居住し、越前市内の企業に 1 年以上継続的に雇用また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、奨励金を交付

【奨励金額】1 人 10 万円（1 世帯 20 万円が上限）
※県外企業からの転勤者、新卒者、公務員の方などは対象外 産業政策課　0778-22-3047

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・衛生設備など）
に係る経費の一部を補助

【補助金額】上限75万円（補助対象経費が150万円未満の場合は対象外） まちづくり武生㈱　0778-25-6802

保育就労助成金�
越前市内の保育所や認定こども園などに正規職員として就労した 1 年目の保育士・保育教諭に対し、
助成金を支給

【補助金額】1人あたり最大45万円（就労奨励金、県外者支援金など複数事業の合算） こども家庭課　0778-22-3006

重点エリア商業活性化補助金�
まちなか（※）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・
衛生設備など）に係る経費の一部を補助

【補助金額】補助率 1/2　上限 200 万円（補助対象経費が 200 万円未満の場合は対象外）
※対象業種：飲食料品小売業等、飲食業又は宿泊業 観光誘客課　0778-22-3007

新規就農者支援事業�
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 農政課　0778-22-3009

「楽しむ」を応援しますとことん

お問い合わせ先
越前市役所　政策推進課
〒915-8530　福井県越前市府中一丁目13-7
TEL：0778-22-3016　　FAX：0778-22-9106
E-mail：kikaku@city.echizen.lg.jp　　Web：http://www.city.echizen.lg.jp/

■武生中央公園だるまちゃんひろば
日本を代表する絵本作家 故かこさとし氏の監修により整備された 
全国で唯一の公園です。

■越前市三大グルメ
どこか懐かしい食文化が残る越前市には、美味しい！がたくさん！
ふるさとの自慢の味です。

越前おろしそばは、越前市発祥！味は奥深く、
最近では長寿食としても注目されています。

「秘密のケンミンＳＨＯＷ」にも取り上げら
れ、全国から大勢の人が食べに来ています！

透き通ったスープにハムやかまぼこなどが載
り、ラーメンではなく「中華そば」！

越前おろしそば

ボルガライス

たけふ駅前中華そば

■お得情報はコチラ！

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。

住もっさ！越前市

このパンフレットに掲載されている各事業は予算の範囲内にて執行いたします。　　このパンフレットは越前和紙を使用しております。

※…中心市街地活性化区域内越前和紙　越前打刃物　越前箪笥

東京圏から移住・創業

かこさとしふるさと絵本館 ちひろの生まれた家記念館


