
年 度 推薦市町村 主催者事業団体 事　業　名

平成3年度 鯖江市 鯖江市社会福祉協議会 「ふれあい広場」の開催

平成3年度 鯖江市 鯖江市文化協議会 「近松の世界」舞台公演

平成3年度 朝日町 郡友会
ふくい産業展への協賛
（あさひまつり山車「昇り竜」の制作・出品）

平成3年度 朝日町 まちづくり自主懇話会あさひ泰澄塾 えほん「泰澄さま」の発刊

平成3年度 計 4件 1,384千円

平成4年度 鯖江市 水落町史編纂委員会 水落町史編纂事業

平成4年度 鯖江市 鯖江第九を歌う会東京公演実行委員会 鯖江第九を歌う会“東京公演”

平成4年度 鯖江市 鯖江市社会福祉協議会 鯖江市福祉ボランティア交流祭

平成4年度 朝日町 朝日町生活改善推進員 朝日町創作民話発刊事業

平成4年度 宮崎村 八田区ふるさと創り推進協議会 ふるさと誌「家族と景観」作成事業

平成4年度 計 5件 2,415千円

平成5年度 鯖江市 鯖江市川島町区長 加多志波神社重要文化財ＰＲ看板設置事業

平成5年度 鯖江市 神明ふるさと再発見実行委員会 神明ふるさと再発見事業

平成5年度 鯖江市 鯖江市社会福祉協議会
鯖江市福祉ボランティア点訳ボランティア活動
振興のための設備導入事業

平成5年度 鯖江市 一万人ライブ実行委員会
の一万人ライブ

平成5年度 鯖江市 豊むかしむかし編纂委員会 「豊むかしむかし」発刊事業

平成5年度 清水町 清水町「詩の町づくり」実行委員会
ふるさとの詩ｉｎ清水（福井の詩人、高見順・詩の
世界への誘い）

平成5年度 清水町 ゆき・ふれあい事業実行委員会 ゆき・ふれあい事業（イベント）

平成5年度 計 7件 2,312千円

平成6年度 宮崎村 越前陶芸まつり実行委員会 郷土芸能発表舞台整備事業

平成6年度 鯖江市 鯖江市社会福祉協議会
“食事サービスおよび配食サービス”ボランティ
アの県外研修

平成6年度 鯖江市 立待ふるさと史編纂委員会 「ふるさと立待」史誌編纂事業

平成6年度 鯖江市 神明ふるさと再発見実行委員会 神明ふるさと再発見

平成6年度 鯖江市 働く婦人の家利用者協議会 国際家族年‘94女性フェスティバル

平成6年度 計 5件 1,900千円

財団法人ふくしん地域振興協力基金 助成事業一覧表



年 度 推薦市町村 主催者事業団体 事　業　名

平成7年度 鯖江市 鯖江青年会議所 ‘95友情ホームスティｉｎ韓国

平成7年度 朝日町 天王区・宝泉寺区 三河西尾藩天王陣屋鳥瞰復元模型制作事業

平成7年度 鯖江市 鯖江市文化会議

平成7年度 鯖江市 鯖江市社会福祉協議会 介護講習会（介護教室）

平成7年度 計 4件 1,370千円

平成8年度 鯖江市 鯖江駅前商店街振興組合 さばえさんどいち・えきまえナイトバザール

平成8年度 鯖江市 鯖江市社会福祉協議会 地域福祉活動計画策定事業

平成8年度 宮崎村 布須麻廼宮雅楽保存会 浦安の舞装束整備事業

平成8年度 計 3件 1,700千円

平成9年度 鯖江市 鯖江市商店街連合会 さばえさんどいち

平成9年度 鯖江市 鯖江市社会福祉協議会 福祉協力校推進事業

平成9年度 鯖江市 神明ふるさと再発見実行委員会 神明ふるさと再発見

平成9年度 朝日町 朝日町子ども会育成連絡協議会 自然とのふれあい体験事業

平成9年度 宮崎村 清流太鼓保存会 清流太鼓保存会ユニホーム和太鼓整備事業

平成9年度 計 5件 1,675千円

平成10年度 鯖江市 近松まつり実行委員会 立待地区「近松まつり」

平成10年度 鯖江市 河和田地区活性化推進事業委員会 河和田やんしき踊りの活性化

平成10年度 鯖江市 鯖江市社会福祉協議会
鯖江市社会福祉協議会法人化30周年記念誌
発行事業

平成10年度 鯖江市 中河地区活性化事業推進委員会 三里山を核としたまちづくり事業

平成10年度 鯖江市 三峯城跡保存会 史誌「三峯の城と村」の発刊

平成10年度 朝日町 花でうるおうまちづくり運動実行委員会 花でうるおうまちづくり運動

平成10年度 計 6件 1,450千円

平成11年度 鯖江市 鯖江市文芸事業協会 青少年芸術劇場　文楽講演事業

平成11年度 鯖江市 吉川やんちゃぼクラブ やんちゃぼクラブ事業

平成11年度 鯖江市 かみとぴあの会 地域誌「文殊山とかたかみ会」発刊

平成11年度 朝日町 福井県幸若太鼓保存会 和太鼓整備事業

平成11年度 計 4件 1,450千円



年 度 推薦市町村 主催者事業団体 事　業　名

平成12年度 鯖江市 鯖江地区まちづくり 鯖江地区特色のあるまちづくり事業

平成12年度 鯖江市 豊まちづくり推進委員会 豊まちづくり　荷車型プランター作り

平成12年度 鯖江市 ピッコロの会 ピッコロファーム

平成12年度 朝日町 八坂神社願人坊踊保存会 後継者育成並びに衣装などの整備事業

平成12年度 宮崎村 宮崎村民運動推進協議会 三世代花いっぱい運動による村づくり

平成12年度 計 5件 1,450千円

平成13年度 鯖江市 鯖江地区まちづくり 鯖江地区特色のあるまちづくり事業

平成13年度 鯖江市 中河地区史編さん委員会 中河地区史刊行事業

平成13年度 宮崎村 越前陶芸太鼓保存会 和太鼓国際交流事業

平成13年度 朝日町 植物文化育成会 後継者の育成並びに植物等の保存整備事業

平成13年度 計 4件 1,450千円

平成14年度 宮崎村 青少年宮崎村民会議 創作劇公演を通した青少年健全事業

平成14年度 鯖江市 鯖江市まちづくり推進協議会 鯖江地区特色のあるまちづくり事業

平成14年度 朝日町 朝日こども太鼓 和太鼓普及整備事業

平成14年度 鯖江市 鯖江市郷土史懇談会 創立10周年記念会誌発行事業

平成14年度 福井市 歴史のみえるまちづくり協会 佐々木小次郎イメージアップ事業

平成14年度 計 5件 1,400千円

平成15年度 鯖江市 新横江をよくする会 花と緑の潤うまちづくり事業

平成15年度 鯖江市 新しい文化センターをつくる会 鯖江オペラ塾「蝶々婦人」公演

平成15年度 宮崎村 もぎたての会 都市農村交流促進事業

平成15年度 朝日町 むぎわらぼうし ビオトープ園「めだかの学校」開演事業

平成15年度 福井市 みどりの市民会議 上一光わんぱく塾

平成15年度 丸岡町 丸岡歌舞伎物語 まるおか子供歌舞伎公演

平成15年度 鯖江市 鯖江社会福祉協議会 社会福祉及び地域社会に関する講演会

平成15年度 鯖江市 かわだ夢グリーン
河和田地区の共同で進める住みよい街づくり事
業

平成15年度 計 8件 1,400千円



年 度 推薦市町村 主催者事業団体 事　業　名

平成16年度 鯖江市 金谷町 「金谷町の郷アジサイ通り」づくり

平成16年度 鯖江市 田村町壮和会 愛着と誇りのもてる田村町まちづくり特別事業

平成16年度 鯖江市 鯖江地区まちづくり推進協議会 さばえを歩こさウォーキング2004

平成16年度 鯖江市 わがままな会 鯖江を見なおす委員会

平成16年度 鯖江市 平成進徳館 進徳館の炉辺談義

平成16年度 越前町 花でうるおうまちづくり運動実行委員会 花でうるおうまちづくり運動推進事業

平成16年度 越前町 みやざき子ども吟舞の会 みやざき子ども吟舞装束整備事業

平成16年度 福井市 岡倉天心福井県顕彰会 岡倉天心顕彰事業

平成16年度 あわら市 剱岳かりんて祭実行委員会 剱岳かりんて祭

平成16年度 あわら市 「あかりばやし」実行委員会 「あかりばやし」

平成16年度 丸岡町 遊味岡クラブ 里山の森林づくり推進事業

平成16年度 越前町 織田まつり実行委員会 織田まつり

平成16年度 計 12件 1,400千円

平成17年度 鯖江市 ふるさとネットワーク こどもに聞かせたいむかしばなしの刊行

平成17年度 鯖江市 鯖江市桜町区 さくらんぼ会館竣工10周年記念事業

平成17年度 鯖江市 小泉町区長 小泉コミュニティフェスタ2005

平成17年度 鯖江市 鯖江市連合婦人会結成50周年記念事業実行委員会 鯖江市連合婦人会結成50周年記念大会

平成17年度 鯖江市 近松の里づくり事業推進委員会 立待「近松の里」パンフレット発行事業

平成17年度 鯖江市 「FLAMENCO曽根崎心中」鯖江公演実行委員会 「FLAMENCO曽根崎心中」鯖江公演開催事業

平成17年度 越前町 えちぜん産業まつり実行委員会 えちぜん産業まつり事業

平成17年度 あわら市 あわら北潟湖畔観月の夕べ実行委員会 あわら北潟湖畔観月の夕べ

平成17年度 丸岡町 食生活改善推進員連絡協議会 幼児期からの食育推進事業

平成17年度 計 9件 1,400千円



年 度 推薦市町村 主催者事業団体 事　業　名

平成18年度 福井市 福井市歴史ボランティアグループ『語り部』 福井御城下３３ヶ所霊場パンフレット発行事業

平成18年度 鯖江市 ふれあいつつじコンサート実行委員会 ふれあいつつじコンサート

平成18年度 鯖江市 うるしの里アートカーニバル実行委員会 うるしの里カーニバル

平成18年度 鯖江市 鯖江市吹奏楽国際交流事業実行委員会 鯖江市吹奏楽国際交流事業

平成18年度 鯖江市 かわだをよくする会
福井豪雨からの復興記念植樹および遊歩道整
備

平成18年度 鯖江市 石田上おりがみ会 「折り紙による心は一つ」事業

平成18年度 鯖江市 福井県生活学校連絡協議会 地域社会を築く女性のつどい

平成18年度 あわら市 あわら市舟津温泉区 手作りプランター設置の花いっぱい運動

平成18年度 越前町 えちぜんスポーツクラブ 子どもシュノーケリング教室

平成18年度 計 9件 1,400千円

平成19年度 福井市 東郷街道おつくね祭実行委員会
「せせらぎコンサート＆ライトアップ」と「東郷街
道おつくね祭」

平成19年度 鯖江市 サマーフェスティバル実行委員会 盆祭２００７

平成19年度 鯖江市 近松の里づくり事業推進会議 「立待月観月会」開催事業

平成19年度 鯖江市 下川端太鼓の会 子供太鼓による地域連帯育成事業

平成19年度 鯖江市 鯖江継体の会 継体大王即位1500周年記念事業の開催

平成19年度 越前町 越前町大会実行委員会
第27回全日本少年少女合唱祭 全国大会「越
前町大会」

平成19年度 計 6件 1,400千円

平成20年度 福井市 岡保まちづくり委員会 2008東山アクアスロン大会

平成20年度 福井市 上文殊地区総合開発委員会 第10回東大寺お米送り事業

平成20年度 あわら市 あわら北潟湖畔花菖蒲まつり実行委員会 あわら北潟湖畔花菖蒲まつり

平成20年度 鯖江市 豊まちづくり推進協議会ふるさと・環境委員会 ＭＹ米プロジェクト

平成20年度 越前町 おたコンサート運営委員会
2008国際音楽祭in越前町
中学生のためのオペラコンサート

平成20年度 計 5件 1,200千円



年 度 推薦市町村 主催者事業団体 事　業　名

平成21年度 福井市 福井男女共同参画ネットワーク
福井男女共同参画ネットワーク発足20周年記
念事業

平成21年度 福井市 宇野重吉演劇祭実行委員会
宇野重吉演劇祭2009 第一回宇野重吉演劇賞
戯曲募集

平成21年度 福井市 福井市歴史ボランティアグループ「語り部」 福井の歴史研究冊子発行事業

平成21年度 福井市 湊ふるさと探訪グループ 水運・海運で栄えた湊町シンポジュウム

平成21年度 福井市 中藤島プロジェクト120実行委員会 中藤島誕生120年記念事業

平成21年度 福井市 ふくいユネスコ協会
2009年「絵で伝えよう！わたしの町のたからも
の」絵画展

平成21年度 越前市 王子保地区自治振興会 埋蔵文化財「金森城址」の整備事業

平成21年度 越前市 北新庄地区自治振興会 「安心して子育て交流できるように！」

平成21年度 越前市 西地区自治振興会 「古い町並みタンス町」ミステリータンスまち

平成21年度 あわら市 あわら市農業サポートセンター 体験農園「風と青空の農園」事業

平成21年度 鯖江市 しんめいガチャメン シンメイガチャメンのイベント

平成21年度 鯖江市 北山中地区まちづくり委員会 北中山地区誕生120周年記念事業

平成21年度 鯖江市 さばえ太鼓協会 ふるさとさばえ 太鼓の競演

平成21年度 計 13件 1,570千円

平成22年度 福井市 岡倉天心福井県顕彰会 岡倉天心顕彰事業

平成22年度 鯖江市 スターズ・オブ・センチュリー
2010メリーゴーランドinさばえ
わたぼうしコンサート

平成22年度 鯖江市 鯖江継体の会 継体大王伝説継承事業「五穀豊穣感謝祭」

平成22年度 あわら市 吉崎振興会 「蓮如の里　吉崎」魅力づくり事業

平成22年度 あわら市 財)金津創作の森財団 森のワークショップ

平成22年度 あわら市 あわらカップカヌーポロ　大会実行委員会 あわらカップ　カヌーポロ大会

平成22年度 越前市 越前市図書館友の会 朗読と声楽・ピアノによるクリスマスファンタジー

平成22年度 越前市 花筐自治振興会 キャラクター及びマスコット製作事業

平成22年度 越前市 「市川新松先生・市川鉱物研究室」顕彰会 「市川新松先生・市川鉱物研究室」顕彰会活動

平成22年度 坂井市 春江大好きプロジェクト ゆり大好きプロジェクト

平成22年度 計 10件 1,500千円



年 度 推薦市町村 主催者事業団体 事　業　名

平成23年度 福井市 誇りと夢わがまち創業事業　啓蒙地区実行委員会 福井藩祖「結城秀康を語る」会

平成23年度 鯖江市 うるしの里中道アートプロジェクト実行委員会 うるしの里中道通りアートプロジェクト

平成23年度 鯖江市 近松の里づくり事業推進会議 新たな「近松の里」創生事業

平成23年度 鯖江市 木水奥右衛門（育男）指導児童画展鯖江実行委員会
木水奥右衛門（育男）指導児童画展教育普及
事業

平成23年度 坂井市 NPO法人AOZORA福井 発達障がいの理解と実践支援講演

平成23年度 あわら市 あわら市本荘ふるさとづくり実行委員会 第10回　音楽の夕べin本荘

平成23年度 あわら市 あわらの自然を愛する会
ふるさとあっ(Ａ)わっ(ＷＡ)等(ＲＡ)の自然再発
見事業

平成23年度 あわら市 あわら寺子屋
子育て、教育、食育、健康等に関して相互に学
び合う会

平成23年度 越前市 南地区自治振興会
ホッとしてグッとくるみなみ地区街角あんないの
刊行

平成23年度 越前市 北新庄地区自治振興会 「ふるさとの自然」写真集作成・発行

平成23年度 永平寺町 越の国・里づくりの会
平成23年度まつおか越の国伝説
（第2巻 第10章）20周年記念事業

平成23年度 計 11件 1,890千円

平成24年度 福井市 越前朝倉曲水の宴実行委員会 越前朝倉曲水の宴

平成24年度 福井市 岡倉天心福井県顕彰会 岡倉天心顕彰事業（記念冊子発行）

平成24年度 福井市 福井市歴史ボランティアグループ「語り部」 福井の「語り部」15周年記念誌発行事業

平成24年度 越前市 花筐自治振興会 ふるさと史跡ガイド整備事業

平成24年度 越前市 粟田部郷土史研究会　
記念誌出版花筐数学の師「三寺三作と恵てき
斉」

平成24年度 越前市 青年グループ「あぜみち」 菊・地球博

平成24年度 鯖江市 文殊山登山推進事業実行委員会 文殊山登山推進事業

平成24年度 鯖江市 さばえ現代美術センター
子どもたちの心をつなぐ！元気玉プロジェクト事
業

平成24年度 鯖江市 上河内町自治会 地域の宝でつくる我が村自慢の伝言板づくり

平成24年度 越前町 海土里の風コンサート実行委員会 海土里の風コンサート

平成24年度 坂井市 丸岡山の会 丈競山小屋の雨水タンク設置

平成24年度 坂井市 東尋坊愛のマラニック実行委員会 第1回東尋坊愛の100キロマラニック

平成24年度 あわら市 (財)金津創作の森財団 見て・作って・読んで楽しむ絵本ワークショップ

平成24年度 計 13件 1,340千円



年 度 推薦市町村 主催者事業団体 事　業　名

平成25年度 福井市 福井日曜発明学校 特別講演会および発明アイデア応募参加事業

平成25年度 越前市 越前市交通安全母の会 交通安全大型日めくりカレンダー

平成25年度 越前市 越前府中春まつり実行委員会 ～春満開・吉野瀬川～　越前府中春まつり

平成25年度 越前市 シアターＷＡＴＥＬＡ ふるさと創作劇第4弾「水晶の花」上演

平成25年度 鯖江市 上鯖江1丁目
上鯖江1丁目区発足15周年記念花いっぱい事
業

平成25年度 鯖江市 さばえ現代美術センター
アートイノベーション・継続される芸術
「地球と握手」によるアートプロジェクト事業

平成25年度 鯖江市 東日本大震災福幸支援チーム だんね～座
東日本大震災被災児童サマーキャンプ開催事
業

平成25年度 坂井市 春江大好きプロジェクト ゆり大好き検定

平成25年度 あわら市 あわら市に伝わる郷土の滝の瓦委員会 あわら市に伝わる郷土の滝瓦メイキング

平成25年度 越前市 あそぼっさ！ハッピープロジェクトチーム そうだ！村国山へ行こう！資材倉庫改修工事

平成25年度 坂井市 大関まちづくり協議会 大関ミュージカル「尾白キツネ」公演事業

平成25年度 計 11件 1,665千円

平成26年度 福井市 全国あかりサミットＩＮふくい実行委員会 全国あかりサミットＩＮふくい

平成26年度 福井市 国見地区まちづくり協議会 来て見て国見フェア2014

平成26年度 福井市 朗読サークルまつもとおはなしポケット 第13回朗読のじかん

平成26年度 福井市 新田塚郷土歴史研究会 郷土の歴史研究成果出版事業

平成26年度 福井市 村の歴史懇話会 ふるさとの先人宇野重吉に学ぶ

平成26年度 越前市 花筐薪能実行委員会 「越前和紙」による行燈作成

平成26年度 鯖江市 片上ポプラの会
片上地区で誕生した歴史上の人物の発刊と近
隣市町の公共施設への無料配布

平成26年度 鯖江市 さばえをアートなまちにする会 アンデパンダンin　SＡＢＡＥ

平成26年度 鯖江市 おもしろ環境実験隊 地球温暖化の現状紹介と温暖化対策提案事業

平成26年度 坂井市 幻の酒米「九頭竜」復活プロジェクト実行委員会 幻の酒米「九頭竜」復活プロジェクト

平成26年度 計 10件 1,356千円



年 度 推薦市町村 主催者事業団体 事　業　名

平成27年度 福井市 麻生津地区自治会連合会 観月の夕

平成27年度 福井市 槇山地区水環境整備事業施設保全委員会 堂田川周辺水環境整備事業

平成27年度 鯖江市 みるみえる 「みるみえる」普及促進活動

平成27年度 鯖江市 東部地区文化講演会実行委員会 東部地区文化講演会

平成27年度 鯖江市 豊の宝を見つけよう応援団 豊の宝を見つけよう事業

平成27年度 鯖江市 近松の里づくり事業推進会議
吉江藩成立370年記念事業『ロック曽根崎心
中』の世界　桐竹紋壽×宇崎竜童

平成27年度 越前市 越前市岡本地区自治振興会
地域づくり人づくり
「つなごう！！活き活きおかもと」

平成27年度 越前市 越前市市民文学祭運営委員会 ようこそ！　朗読と邦楽の世界へ

平成27年度 越前市 越前市食生活改善推進員会
越前市合併10周年記念　次世代に伝えたい伝
承　料理レシピ集作成事業

平成27年度 あわら市 多賀谷左近三経公奉賛会 「多賀谷左近三経公記」出版事業

平成27年度 計 10件 1,400千円

平成28年度 福井市 森田地区活性化委員会 芳野川にホタルを育成しよう

平成28年度 福井市 福井市清水西公民館
清水西地区および清水西公民館発足10周年記
念誌発行事業（福井市合併10周年記念事業）

平成28年度 福井市 ふくいフェニックス合唱団 第九を歌おう　福井フェニックス合唱のつどい

平成28年度 福井市 高須城山・農と人の会 棚田米作り等による都市と農村の交流事業

平成28年度 越前市 越前市文化協議会 越前市文化協議会創立10周年記念・文協大会

平成28年度 鯖江市 たちまち子ども文楽 子ども文楽養成事業

平成28年度 鯖江市 近松の里づくり事業推進会議
異文化のコラボレーション
スペインVSジャパン“お寺DEフラメンコ”

平成28年度 越前町 厨八幡太鼓保存会 「厨　子ども八幡太鼓」発表会

平成28年度 永平寺町 みんなの合唱団コールフロイデ 第４回永平寺町みんなの第九コンサート

平成28年度 池田町 池田未来コンサート実行委員会 池田未来コンサート

平成28年度 計 10件 1,400千円



年 度 推薦市町村 主催者事業団体 事　業　名

平成29年度 福井市 木曜お堀の会
福井市中央公園の親しみある活用を目指した
推進活動

平成29年度 福井市 福井市西地区まちづくり協議会 協働する隣のまちのまちづくり

平成29年度 福井市 宝永まちづくり委員会 花いっぱい運動

平成29年度 福井市 茱崎町神社会 伝統芸能保存事業

平成29年度 福井市 舞踏クラブさつき会 老人福祉の推進事業

平成29年度 福井市 東藤島壮年連絡協議会 『東藤島９９景』写真集出版事業

平成29年度 福井市 福井県漢詩人協会 『一から始める漢詩の作り方講座』の実施

平成29年度 鯖江市 さばえ図書館友の会 さばえライブラリーカフェ１５０回記念事業

平成29年度 鯖江市 田村町融和のまちづくり実行　委員会 田村町融和づくり特別事業

平成29年度 鯖江市 メガネーランド実行委員会
『メガネストリート』を通して『めがねのまちさば
え』を盛り上げたい！

平成29年度 あわら市 北潟歴史探訪の会 『北潟村民誌』出版事業

平成29年度 計 11件 1,400千円

平成30年度 福井市 一般財団法人福井県青年館
(一財)福井県青年館　全国青年団OB会福井大
会　記念講演会(および大会誌発行)

平成30年度 福井市 清水東地区自治会連合会 三留町の歴史　記録・保存事業

平成30年度 福井市 「誇りと夢・わがまち創造事業」啓蒙地区実行委員会
結城市交流事業(結城市訪問と結城秀康子ども
劇)

平成30年度 福井市 お天王さん神楽保存会 お天王さん神楽子供教室

平成30年度 福井市 焼き畑でそば作り交流会
そば作りを通した地域文化伝承・地域活性化事
業

平成30年度 福井市 一般社団法人ライフトレーニング 摂食障害で苦しむ人の支援事業

平成30年度 鯖江市 特定非営利活動法人かわだ夢グリーン 狂言「塗師」うるしの里活性化事業

平成30年度 鯖江市 社会福祉法人つつじ会 夏祭り「夕涼み会」

平成30年度 あわら市 あわら温泉湯～わくDori協議会 湯～わくDori市場

平成30年度 あわら市 波松流木きらめきフェスタ実行委員会 波松流木きらめきフェスタPUZZLE2018

平成30年度 あわら市 たたら製鉄遺跡保存会 たたら製鉄実習事業

平成30年度 坂井市 北前船寄港地フォーラムin坂井市三國湊実行委員会 北前船寄港地フォーラムin坂井市三國湊

平成30年度 越前町 楽しい糸生をつくる会
メェーメェーフェスティバル第6回“里の秋コン
サート18”

平成30年度 計 13件 1,400千円



年 度 推薦市町村 主催者事業団体 事　業　名

令和元年度 福井市 特定非営利活動法人 福井クラシックカー協会 子育て支援プログラム記念講演

令和元年度 福井市 ふぉーまま倶楽部
40歳代で初めて母親になった女性への支援活
動

令和元年度 福井市 一般社団法人あすの福井県を創る協会
「ふるさとの日」記念2020年ふるさと料理を楽し
む会

令和元年度 福井市 東安居いきいき長寿よろず茶屋 子どもサロン（食堂）開設

令和元年度 福井市 カーフリーデーふくい実行委員会 カーフリーデーふくい2019

令和元年度 福井市 福井市明智神社奉賛会
大河ドラマ決定に伴う
「明智光秀公ゆかりの里を披露する事業」

令和元年度 坂井市 一般社団法人 丸岡城天守を国宝にする市民の会 丸岡城周辺賑わいのまちづくりビジョンの実践

令和元年度 坂井市 三国サンセットビーチ振興会
～海を使った体験がいっぱい！～
三国サンセットビーチ大冒険

令和元年度 鯖江市 日吉神社復興記念こども祭実行委員会 日吉神社復興記念「こども祭」の開催

令和元年度 鯖江市 長泉寺町を愛する人々の輪を広げる会 長泉寺町史誌作成事業

令和元年度 鯖江市 ＮＰＯ法人フードバンクふくい 子どもの貧困を支える支援事業

令和元年度 越前市 ＮＰＯ法人越前市障がいスポーツクラブ 越前市障がい者スポーツまつり

令和元年度 永平寺町 ＺＥＮ塾
さまざまな人との交流のなかでの永平寺町まち
づくり

令和元年度 永平寺町 特定非営利活動法人かさじぞう コミニティふれあい広場開催事業

令和元年度 越前町 織田の今後を考える会 “ＭＵＳＵＢＩ　ＬＡＢＯ”

令和元年度 計 15件 1,400千円

令和2年度 福井市
特定非営利活動法人
福井松下村塾ふるさと留学

高齢者・障害者宅等除雪サポート事業

令和2年度 福井市
新江守中ボランティアグループ＆
友サークル合同チーム

新江守中ボランティアグループ＆友サークル合
同チームによる社会貢献活動

令和2年度 福井市 福井そばルネッサンス推進実行委員会 そば専門家と職人による「ふくいそば歴史講座」開催

令和2年度 福井市 夢・創造足羽会 明治神宮鎮座100年祭　全国あかり奉納

令和2年度 鯖江市 五郎丸町内会 「五郎丸町だより」製本出版事業

令和2年度 あわら市 公益財団法人 金津創作の森財団 金津創作の森 動画紹介事業

令和2年度 計 6件 541千円



年 度 推薦市町村 主催者事業団体 事　業　名

令和3年度 福井市 福井いきいき会 福井いきいき会の文化祭

令和3年度 福井市 公益財団法人 福井青年会議所
9月公開例会「イノベーションマインド！全員参加型
ふくいに新たな付加価値を生み出す」

令和3年度 鯖江市 近松の里づくり事業推進会議
近松門左衛門やはり鯖江で生まれていた！！
「生誕370年は目の前！！近松生誕地の謎を探る」

令和3年度 越前市 おかもと元気づくり事業実行委員会 地域の輪と力でつなごう　岡本

令和3年度 越前市 今立婦人団体連絡協議会 今立婦人団体連絡協議会 50周年記念事業

令和3年度 美浜町 佐田伝統文化保存会 佐田伝統文化保存事業

令和3年度 計 6件 955千円

合　計 245件 45,973千円


