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福井市には、足羽山を中心に

観光資源や歴史文化遺産、神

社仏閣などが点在し、市民や観 

光客にはまだ知られていない魅力が潜んでいます。 

足羽山アソブノート集の第１弾「冒険ノート」は、地域の魅力を再発掘

するとともに、市民はもちろん県外観光客を誘致して、持続可能な地域

づくりを行うことを目的としています。８月には、足羽山弘法院大師堂で

１泊２日の「足羽山ハンターキャンプ」。９月には、足羽山を舞台にさまざ

まなミッションを設け、足羽山を楽しみながら深く知ることができる「冒

険ノート」発売記念イベントを開催し、約１２０名の親子が参加しました。 

手話カフェや手話ダンスのワークショップなど、さまざまな手話イベン

トを企画・運営している市民活動団体。主なメンバーは１１人で、学生から

中高年まで年齢層は幅広く、長年手話に携わってきた人もいれば習い

始めたばかりという人もいます。手話を身近なものとして理解してもら

い、楽しみながら手話やパフォーマンスを通して交流することを目的に、

福井市手話言語・障がい者コミュニケーション条例施行記念事業とし

て、７月１４日（日）ハピテラスで手話コミュニケーションイベントを開催し

ました。耳の聞こえないパフォーマーら７組のアーティストが出演し、まち

なかを訪れた延べ１,５００名の市民が、楽しみながら手話に触れ、障がい

に理解を深めました。 
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ふくい市民活動

基金（福井市非営利公

益市民活動促進基金）

は、地域社会全体でま

ちづくりを進めていくこ

とを目的に、市民や事 

業者の皆様からの寄附金を積み立て、市民活

動を応援しています。令和元年度も、２００万

円を超える多くの寄附がありました。福井市

ではこの基金を財源として、市民活動団体が

行う公益的な事業や、小中学生のボランティ

ア活動を助成しています。 



  

子どもたちの支援とシニア世代との交流を目的に、「いきいき長寿よろ

ず茶屋」がある地域の空き家を活用して「こども食堂」を開設しました。 

こどもサロンは年中無休で、平日は朝と夕、土日は朝と昼に、カレーや

牛丼、サンドイッチなどの食事を提供しています。 

子どもだけでなく保護者も

食事を食べることができ、将

棋やボードゲームなども用意。

夏休みのサンドアート体験会

では、子どもたちが夢中で取

組んでいました。地域の子ど

も会や他のボランティア団体

の協力もあり、少しずつ認知

度も高まって来ています。 

福井市自然体験交流推進協議会は、里山の豊かな自然

環境と歴史文化を活かした農家民泊や、修学旅行、体験学

習など、地域づくり団体やＮＰＯ等が「子ども農山漁村交流」

を受入れることができる体制づくりを進めています。 

農家民泊の受入家庭を増やすことを目的に、新潟経営大

学教授 出口高靖氏の講演や、伊那市観光協会の取組など

を学ぶ、「ふくい農家民泊フォーラム」を東郷公民館で開

催。農家や民泊に興味のある方 30 名が参加しました。 

また、奈良県明日香村を視察し、受入家庭と意見交換し

て交流しました。 

北陸新幹線開業に向けた観光資源の魅力づくりを目的に、大河ドラマ

「麒麟がくる」の主役「明智光秀」と、一乗谷朝倉氏を含む戦国越前の魅

力を全国発信し、機運を盛り上げるシンポジウムを開催しました。 

明智光秀の末裔といわれる歴史研究家 明智憲三郎氏の基調講演と、

一乗谷朝倉氏遺跡保存協会の岸田清会長、称念寺住職の高尾察誠氏、

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の石川美咲学芸員を交え、パネル 

ディスカッションで戦国越前の魅力が語り合われました。 

予想をはるかに超える約300名の市民が参加し、シンポジウム

はケーブルテレビでも放送されました。 



  

２０１８年の福井豪雪では、高齢者や障がい者の方々が除 

雪できず孤立し社会問題となりました。この事業は、高齢者 

や心身に障がいのある方々が、安心で安全な暮らしをしてい 

ただくために、降雪時の除雪計画を事前に構築して、安全な生活を 

確保する仕組みづくりをめざしました。 

今年は除雪機を購入して備えていましたが、記録的な暖冬となり除雪の

機会がありませんでした。一方で要請登録者数は１０数件となり、体制強化

を図りながら福井市と連携し、「冬の見守隊」の役割を果たしていきます。 

ふくい市民活動基金では、小中学校の児童生徒た 

ちが、ボランティア活動の担い手に育っていくことを目 

的に「子どもボランティアコーディネート支援校」を指 

定して活動を応援しています。支援校には事業助成 

に加え、総合ボランティアセンターのコーディネーター 

が関わり、地域や子どもの特性に応じたボランティア 

学習や体験活動などへのサポートが行われます。 

令和元年度は、大安寺、鷹巣、長橋、下宇坂、羽生、美山啓明の小・

中学校が、高齢者福祉施設の見学や利用者との交流、海岸や河川の

清掃、夏休みのラジオ体操会場の清掃など、地域のみなさんと協力し

て、様々なボランティア活動に取り組みました。 

今年度は、足羽第一、酒生、一乗、上文殊、六条、文殊の６校が取り

組みます。 

今年度は、新型コロナウ

イルス感染防止のため、公

開プレゼンテーションを中

止し、福井市市民協働推進

委員による書面審査を行い

ました。 

審査では、公益性、協働

性、市民活動の特性、客観

性・現実性などの項目で採

点され、１１事業の助成が決

定されました。 

事 業 名 団 体 内 容

パパママ休息プレゼント おすそわーく
市内のレンタルスペースを利用して、子育てに悩みや
疲れを持つ親と子を対象に、子どもの遊び場を提供

オブジェクトパフォーマンススクール
NPO法人
福井芸術・文化フォーラム

福井市文化会館で、表現活動や地域活動に関心のあ
る人を対象に、表現（パフォーマンス）講座を実施

海外大学進学説明会
NPO法人
留学協会福井支部

中学・高校生と保護者、教師を対象に、専門家による
留学相談会を開催しグローバル人材の育成に貢献

CONNECTOR's HOUSE
CONNECTOR's
 HOUSE

ＤＩＹで改修した空き家で、新たなプロジェクトへのチャ
レンジや人脈を促進する交流会やイベントを開催

北陸初！
サバイバルマスター普及育成プログラム

NPO法人
自然体験共学センター

防災・減災活動に興味のある人を対象に、72時間サ
バイバル教育協会が提唱する教育プログラムを実施

災害時に身近な
自然エネルギーで乗り切ろう

ふくい市民共同発電所を
作る会

公民館を会場に、災害時に太陽光や雨水などの自然
エネルギーが使えるグッズを製作する講座を開催

焼畑でのそば作りを通して
地域文化伝承と地域活性化事業

焼畑でそば作り交流会
上味見河内地区で、焼畑によるそばの栽培と地域と
交流、市内で焼畑農業とそばに関する講演会を開催

大人も子どももプレーパーク祭り
～地域を巻き込む子どもの遊び場支援事業～

ＦＵＫＵＩ ＰＬＡＹ
ＳＴＡＤＩＯ 遊房

福井大学内の雑木林で、地域の子どもや住民を対象
に、建築遊びや水遊びなど子どもの遊び場をつくる

戦国越前若狭の魅力を考えるシンポジウム

明智光秀と織田信長と朝倉義景
福井あすわ歴史道場

県内の戦国史跡やストーリーをテーマに、魅力を発信
する講演会や、京都本能寺でＰＲイベントを開催

要保護家庭の親子支援事業
NPO法人親子関係支援
センターやまりす

親の就労や病気等によりネグレクト傾向にある世帯の
子どもを対象に、居場所を提供し夕食や学習を支援

観光誘客に向けた足羽山リゾート計画
（一社）足羽山こどもと
あそぶ Lab

「まちなかリゾート足羽山」をテーマに、観光客のモニ
ターツアーを実施し、双葉茶屋の森や建物を整備

●協働提案コース　助成上限４０万円／助成割合１００％

●自由提案コース　助成上限２０万円／助成割合８０％

●チャレンジコース　助成上限１０万円／助成割合１００％



 

福井市ボランティアネット 

株式会社アイビックス 株式会社キッチンプラント 株式会社新内 NEO證誠プロジェクト 株式会社マルツ電波

株式会社アイル保険センター 有限会社木村工機 スキット株式会社 株式会社野村塗装店 株式会社丸和

暁産業株式会社 有限会社京新自動車 株式会社センボー建築事務所 畑　みゆき 三谷設備株式会社

株式会社旭エレクトロン商会 株式会社協和パッキン商会 株式会社ソルベックス 福井環境事業株式会社 株式会社南谷金物

有限会社朝日室内工業 樹林株式会社 株式会社第一コンサル 福井県環境保全協業組合 みのる産業株式会社

アサヒテクノフォート株式会社 銀扇福井株式会社 第一デンタル株式会社 福井県基準寝具株式会社 村中建設株式会社

株式会社アスワ村田製作所 医療法人　健康会 大和リース株式会社 福井営業所 一般社団法人福井市医師会 株式会社山崎塗装店

株式会社安部書店 合同電機株式会社 株式会社竹中工務店 福井営業所 福井市古紙等リサイクル協同組合 株式会社山本タイヤ商会

荒川レース工業株式会社 酒井電機株式会社 ちきゅう未来株式会社 株式会社福井市緑化木センター 有限会社吉本重建

井上金庫販売株式会社 さわやかライフ白洋舎 有限会社坪川自動車 福井信用金庫 鷲田建設株式会社

イワイ株式会社 株式会社サンワコン 株式会社デルタコンサルタント 福井ツバメ商事株式会社 株式会社渡辺

有限会社上田産業 株式会社ジェスクホリウチ 福井支店 株式会社ナイガイ 株式会社平和堂 （50音順）

株式会社ウォーターエージェンシー 自治労福井市職員労働組合 ナガイ造園有限会社 株式会社ホクシン

えちぜん鉄道株式会社 ジビル調査設計株式会社 中野建設株式会社 株式会社北陸環境科学研究所

有限会社オタ広告社 医療法人秀峰会 本多レディースクリニック 株式会社ニシデ・コンストラクション 株式会社ホーコーズ

上屋敷工業株式会社 伸海エンジニアリング株式会社 福井支店 日本管財株式会社 松井策建設株式会社

加畑　雄大 有限会社新星設備 日本システムバンク株式会社 丸一調査設計株式会社

勧和工業株式会社 新富産業株式会社 日本ミール株式会社 株式会社マルキヤ宣広社

新型コロナウィルス感染症対策で、日程の 

変更や中止になる場合がありますので、詳しくは                       でご確認ください。 

令和元年度「ふくい市民活動基金」へご寄附いただいた皆様 

新型コロナウイルス感染症対策支援として、令和２年度ふくい市民活動基金助成のチャレンジコース

二次募集を開始！みなさんの発想豊かな提案を募集します。 

●内 容 市民活動団体の柔軟、機動的かつ先駆的な取組みで、特に新型コロナウイルス感染 

 症対策の取組みに必要な事業（助成上限 10 万円／助成割合 100％） 

●対象事業の例 ・ 医療機関や福祉施設等に感謝の気持ちを届ける事業 

 ・ マスク、フェイスシールド等を作成し施設に寄付する事業 

 ・ 高齢者や子ども、生活困窮者等の生活を支援する事業 

 ・ 感染症への不安を抱えた人の心と体をケアする事業、など 

●募集締切 ７月１０日（金） 

詳しくは総ボラま

で、お問い合わせ
ください(^0^) 

タ イ ト ル 日 時 会 場 ・ 定 員 事 業 内 容

あじさい花つみボランティア

in足羽山

8月1日(土)

8:30～11:00

足羽山公園遊園地

定員：20名（先着順）

受講料：無料

小学生以上の市民を対象に、足羽山公園事務所と協力

して、足羽山にある福井市の花あじさいを剪定するボラ

ンティア体験活動を行います。

アンガーマネジメント
基礎講座

8月22日(土)

13:30～15:30

総合ボランティアセンター

定員：20人（先着順）

受講料：無料

怒りやいらだちを上手にコントロールする「アンガーマネ

ジメント」を学び、高齢者や子育て支援などボランティア

活動での人間関係づくりに役立てます。

NPO・市民活動のための
はじめての助成金活用講座

9月5日(土)

13:30～15:00

総合ボランティアセンター

定員：20人（先着順）

受講料：無料

「助成金申請はハードルが高い」と感じている方が、気軽

に応募できるように、助成金の選び方や申請書の書き方

などのポイントを学びます。

ボランティアアカデミー
まちづくりイベント
企画コース

9月11日、18日、25日

10月2日　各金曜日

18:30～20:30

総合ボランティアセンター

定員：20人（先着順）

受講料：無料

まちづくりに関心がある市民を対象に、イベント企画のプ

ロから、福井の魅力を紹介するイベント企画立案や、ボラ

ンティア活動へのきっかけづくりを学びます。

●開所時間 火曜日～金曜日 ９時から２１時 
  土曜日・日曜日 ９時から１７時 
●休館日 月曜日、祝日、年末年始 
  （祝日が土日の場合は開館） 

〒910-0006 福井市中央１丁目２-１ハピリン４階 
福井市市民生活部市民協働・ボランティア推進課 

TEL:0776-20-5107 FAX:0776-20-5168 

E-mail:volunteer@city.fukui.lg.jp 

福井市ボランティアネット 

● あなたにあった活動が見つかります！ 

● ボランティアの情報がわかります！ 

● 講座や交流会に参加できます！ 

● 交流ひろばや研修室がつかえます！ 

● チラシやポスターが印刷できます！ 


