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農村文化 が根付く池田町には、

都市部で失われた宝が今なお残っています。

農の営みや地域の助け合いなど。

農村ならではの暮らしを見つめなおし、

地域に誇りを持ち、豊かなまちを育み興すため、

池田町は生活応援事業を実施しています。

改めて町民のみなさまの目線に立ち、

「すみか」「しごと」「なかま」に
関する支援を充実させました。
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「ちょっといいですか？まちの話」

集落や各種団体のみなさんの関心にあわせて、子育てや鳥獣害や

空き家や１人暮らしのことなど何でもざっくばらんに話しましょう！

出前で職員が何度でもとことん話をしに行きます。

なかま
×

地
域
支
援

池田町では、まちづくりや様々な地域課題を

解決するための取り組みを支援しています。

コミュニティ育成 事業

①コミュニティ交流事業：概ね100世帯以上又は複数集落で、地域の課題に

について考えるきっかけとなる世代を超えた花火大会などの交流活動に対し

て、費用の50％（上限10万円、飲食代は30％）を交付します。

②コミュニティ活動促進事業：単独又は複数の集落のグループで、地域の課

題について考えるきっかけとなるお祭りなどの交流活動や視察研修活動な

どに対して、費用の50％（上限30万円、飲食関連等は対象外）を交付し

ます。

地域自治高度化 事業

単独又は複数の集落で、新たに組織を作り、地域の課題を解決するために

シェアハウスなどの地域ビジネス活動などを行う場合、費用の80％（上限

80万円/年、3ヶ月継続、飲食関連等は対象外）を交付します。
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総務財政課
総務財政課
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地域商品券「いけだ応援券」発行 事業

「ママがんばる手当」や「子育て世帯エコカー購入支援」、

「高齢者交通安全支援制度」で「いけだ応援券」を支給します。

また、町や各種団体からの謝礼にも「いけだ応援券」を活用し、

池田町内の経済の活性化を図ります。

令和３年度に発行した「いけだ応援券」→令和４年度末まで利用可能 ●色

ちっちゃな幸せ実現 事業

地域づくりやまちづくりの一端を担い、申請団体の枠を超えた公共

性・公益性のある活動に対して、「ふるさと納税」による町への寄付

金から、費用の最大80％（上限40万円）を補助します。

飲食代は、原則、補助対象外です。※学生は最大100％を補助します。

地域づくり 事業

民間財団や県など様々な地域づくりの助成・補助事業があります。

広報誌でもできるだけご案内していますが、みなさんが考えている

地域づくり活動についてご相談ください。
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ママ・ケア 事業

妊婦の健康管理と胎児のすこやかな成長を守り、安心して

出産・育児に臨めるよう、妊産婦の医療費の自費分、

入院時の食事代、緊急時のタクシー代を助成します。

母子健康手帳の交付を受けた月の初日または

転入日から出産した日の１年後までが対象となります。

ようこそ赤ちゃん 事業

初めて出産を迎える家族の準備費用として、1人目出産時に、

出産準備金20万円を支給します。

母子手帳を交付するときにご案内しています。

池田町では、恵まれた自然の中で安心して

子育てできる支援を実施しています。

母子手帳アプリ「こそだって」

スマートフォン、タブレット端末に対応した子育て応援アプリで、

妊産婦とこどもの健康データの記録や予防接種スケジュール管理、

出産・育児に関するアドバイスの提供など、便利な機能が充実して

います。地域のイベントや各種教室等のおしらせなどの情報も

プッシュ通知によって手元に届きます。

ぜひご活用ください。
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保健福祉課

保健福祉課

母子モ 検索
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ママがんばる手当 事業

０歳から３歳までの子どもを持つお母さん※に育児手当として

町内で使用できる商品券「いけだ応援券」を月2万円分支給します。

また、お子さん１人につき月1万円を現金で支給します。手当は、

４月・８月・12月の年３回に分けて支給します。

出生届のとき、または転入のときに受給申請についてご案内します。

対象となる方には、個別に申請のご案内をしています。

子育て世帯エコカー購入支援 事業

中学生以下の子どもがいる保護者が、エコカー減税対象車を

購入したとき、３年分の自動車税（もしくは軽自動車税）に

かかる金額を、町内で使える商品券「いけだ応援券」で支給します。

※父子家庭の場合はお父さんが、父母がいない場合はその子を養育している保護者が対象です。
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生後６ヶ月ごろの育児相談の時に、赤ちゃんが初めて出会う本

（ファーストブック）２冊と、図書館で本を借りるときに使える

布バッグをプレゼントします。絵本の読み聞かせで親子の心を

通わせ、池田ならではの子どもの心を育てるプレゼントです。

ウッドファースト・
木の机プレゼント 事業

子どもが１歳になったときに池田町オリジナルの木のおもちゃ

（木コロン）を、子どもが小学校に入学するときに教室で使う

木の机をプレゼントします。

ママ・ファースト運動の推進 事業

妊娠中のお母さんや、就学前の子どもがいる保護者の方の

優先治療や優先駐車スペースの整備など、地域ぐるみで

子育てを見守り、応援する社会づくり運動を推進します。
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保健福祉課

教育委員会

役場全課

木望の森づくり課
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妊婦健診無料化 事業

県内全市町で行っている妊婦健診無料化事業に加え、

池田町独自に、お母さんの産後１ヵ月健診の助成も行っています。

母子手帳交付時に健診券を交付しています。

また、産後医療相談も行います。

不妊治療費助成 事業

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、

治療にかかる経費を助成します。
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未熟児養育医療給付 事業

体の発達が未熟なまま生まれた赤ちゃんや出生時に異常があり

療養が必要となった赤ちゃんの医療費を給付します。

子ども医療費助成事業との併用で、医療機関での実質経費負担は

なくなります。また、保健師による訪問指導を通じ、家族の不安

軽減と育児環境のサポートを行います。出生届の届け出の際に、

戸籍の窓口でご相談ください。

保健福祉課

保健福祉課
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乳幼児健診 事業

子どもが受ける定期健診の費用を助成します。県内全域で行って

いる、１ヶ月・４ヶ月・９ヶ月・１歳半・３歳児健診の無料化のほ

か、池田町では独自に、１歳・２歳・２歳半・４歳・５歳児健診を

無料で実施しています。これにより、生まれてから５歳まで、

切れ目ない支援体制を整えています。３歳以降に気になる発達に

ついても、早期に対応することができます。

生後最初の保健師による訪問のときに、健診についてご説明します。

予防接種無料化 事業

乳幼児が感染症にかからないように予防接種を実施しています。

国から定められた予防接種以外にも、おたふくかぜや

インフルエンザなどの実費の予防接種も、池田町内の

医療機関では無料で接種できます。

子ども医療費助成

中学校卒業までのすべての子どもの医療費を助成することで、

医療に係る実質の負担額は医療機関につき、小学校入学前は無料、

入学後は月500円となります。（入院時の自己負担額は月4,000円）

出生届のとき、また転入のときに受給者証の交付申請について

ご案内します。
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病児・病後児保育 事業

風邪や下痢、感染症などにかかった、病気中の子ども（病児）と

病気が治りかけた回復期の子ども（病後児）を専門の保育室（ほっと

保育室）で一時的にお預かりします。前日までに予約してください。

保護者が仕事等のやむをえない理由で病児のそばにいてあげられない

場合に利用できます。

保育料軽減 事業

なかよしこども園の保育料は、国の定める保育料水準額の

50％以内で定め、３歳以上の園児は無料としています。

また多子世帯の負担を軽減するため、第２子は半額、第３子

以降は無料としています。
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延長保育・預かり保育 事業

なかよしこども園では、午後7時までの延長保育を行っています。

また、一時的に家庭での保育が困難になった乳幼児の一時預かり保育も

行っています。

保健福祉課

教育委員会

教育委員会
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児童手当

０歳から中学３年生までの子どもを養育している保護者に手当を

支給します。

児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童手当の他に、一人親家庭の支給対象の児童扶養手当や精神・知的又は

身体に障がいのある児童を家庭で養育している場合に支給される

特別児童扶養手当があります。どちらも所得制限があります。
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※支給は、６月・10月・2月の年３回の支給です。

支給対象
支給月額

所得制限額未満 所得制限額以上

０歳～３歳未満（３歳誕生月まで） 15,000円 一律 5,000円

３歳以上～
小学校修了前

第１子・第２子 10,000円

第３子以降 15,000円

小学校修了後～中学校修了前 10,000円

保健福祉課

保健福祉課
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入学支度金支給 事業

町内に住む児童、生徒の皆さんの就学・進学時に必要な

入学準備金費用を支援します。小学校及び中学校入学時に

５万円、高校進学時に10万円を支給します。

対象となる方には、担当課から申請のご案内をします。

池田町では、他の市町にない教育に取り組んでいます。

特色ある内容の教育や教育に伴う費用の補助から

心のケアまで幅広く支援します。

徒歩や自転車で通学できない幼児・生徒の送迎を行うスクールバス

を運行しています。なかよしこども園の通園バスの利用については

こども園に、小中学校の児童生徒のスクールバスの利用については

教育委員会にお問い合わせください。
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スクールバスの運行

教育委員会

教育委員会
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路線バス利用促進・通勤用定期券助成 事業

福鉄バス（武生行）の運賃の町外500円分（中学生以下無料）、町内

200円分（中学生以下無料）のバス券を交付します。

また、池田町から、福井県内の会社等に勤める皆さんの公共交通機関

（バス）の通勤定期券に係る費用の30％を助成します。

なお、町内を循環する町民バス「なかま号」は無料です。

池田町から県内の学校に通う皆さんの公共交通機関（バス・電車）の通

学定期券に係る費用を、20歳までは90％、20歳から30％助成します。

町民協働バス「マイバス」
普通運賃助成・通学定期券助成 事業

池田町と福井市間を運行します。平日は第１便から

第４便まであり、土日祝日は第１便から第３便まであります。

（冬期間は時刻が変わる場合があります。）平日第２便と土日祝日

の全便は事前予約運行です。

池田町民の方は、申請することで割引料金が適用され１回の乗車につ

き、一般（高校生以上）500円、障害者手帳を提示しての申請では

200円、中学生・小学生は無料になるパスを交付します。

また、池田町に住所があり、マイバスを利用して通学される高校生は、

１ヶ月3,000円で購入対象月の期間に何回でも乗車できる通学定期を

発行します。
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通学用定期券助成 事業

マイバスセンター
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特色ある池田の教育

「子どもの学び」「連携・協働」「池田らしさ」をキーワードに

「池田町学校教育力向上プラン」を策定し、取組みを進めています。
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TEAM TEACHING

教育委員会

○協同的学び「アクティブラーニング」の実現

子ども同士の聞き合い・話し合いといった対話的コミュニケーション

による協同学習を行い、子どもたちの学びを育む授業を推進しています。

○地域の教育力を活かした教育の導入

学校と地域が連携・協働して、地域の方が先生役となる「まち人授

業」を実施し、町の歴史や食文化について学んでもらうとともに、キャ

リア学習等を通して、多様な人生観・考えを育んでもらうなど、地域の

教育力を活かしています。

○プロジェクト型学習の実施

チームで地域の課題解決に取り組み、その調査方法やまとめ方・発表

の仕方を実戦形式で身につけます。

○ポジティブ教育の推進

子ども達が互いに認め合い支え合う仲間づくりを目指して、こども

園・小学校・中学校が一体的にポジティブ教育に取り組み、「幸せを自

ら作り出していく力」を育みます。
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就学困難児童生徒の援助

経済的な理由などにより、

小中学校で必要な諸経費の支払いに

困っている家庭に対して、学用品費

などの必要な援助を行います。

放課後の児童の居場所作り 事業

小学校から下校し自宅に帰っても保護者がいない児童を対象に、

池田小学校に隣接する児童館で学童保育を行っています。

また、小学校児童ならだれでも参加できる放課後子ども教室も

行っています。

町立図書館は、こども園でクラスごとに読み聞かせを、

小学校へ町立図書館所蔵図書の貸し出しを行い、小中学校

ではブックトーク※を開催して、子どもたちの読書活動の

推進を行っています。

※ひとつのテーマにそって数冊の本を司書が順序良く

わかりやすく紹介することです。紹介した本のみで

なく、それ以外の本や読書一般について興味をもつ

きっかけを作ります。
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読書活動の推進

子どもの悩み相談

小中学校にスクールカウンセラー

を配置し、子どもの悩みや

不安などを相談できる体制を

整えています。

※中学校にはカウンセリング専用の

電話があります。

教育委員会

教育委員会

教育委員会
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脳べるプロジェクト

「脳」と「食べる」を見直す、健康づくりプロジェクトで

子どもから高齢者まで町全体で取り組んでいます。

脳を活性化させる片足立ち（かかしのポーズ）を

様々な場面で実施しています。

第2の脳といわれる腸の働きをよくするため、

食事に発酵食品を取り入れることをすすめています。

ほっとプラザ

保健・福祉・医療の拠点施設として、健康づくりから医療、

介護まで総合的にサービスを提供しています。

困りごとがある場合はぜひご相談ください。

池田町を支える住民のみなさんの健康を支えます。

また、障がいを持つ方や高齢の方に対しても手厚く支援します。
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保健福祉課

保健福祉課

町産大豆100％で作った

「豆乳ヨーグルト」
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一般健診・がん検診の実施

40歳未満の方で職場の健康診断がない方は、町内医療機関で生活

習慣病予防健診を受けることができます。（自己負担1,500円）

40歳以上74歳未満の方でお勤めの方は職場での健康診断を受けて

ください。国民健康保険の方及び75歳以上の方は、町が実施する

集団健診もしくは医療機関での個別健診を受けることができます。

地区の保健推進員さんが受診券をお届けします。

個別健診は完全予約制です。（がん検診の受診も可能です。）

国民健康保険に加入する30歳以上74歳未満の方が人間ドックを受ける

場合の費用の一部を助成しています。（国民健康保険税を完納している

方に限ります。）助成額は、受診に要した費用の7割です。（上限あり）

重度心身障害者医療費助成

身体障害者手帳3級以上の方、療育手帳をお持ちの方で知能指数

50以下と判定された方、及び精神障害者保健福祉手帳2級以上で

自立支援医療受給資格者証の交付を受けた方に、受給者証を交付し、

医療費を助成します。ただし、所得制限があります。
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人間ドックの助成

保健福祉課

保健福祉課

保健福祉課
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支
援

すこやか介護用品支給 事業

町内で在宅で生活されている、介護が必要な高齢者の紙おむつ購入に

介護度に応じて月2,000円から6,000円を助成します。

「ふくタク」運行 事業

75歳以上の高齢者や、運転が制限されるような障がいのある方、

怪我や病気などで一時的に運転のできない方、免許証を自主返納した方が、

町内の介護タクシーを利用したときの運賃に対して補助します。

「お出かけ支援ふくタク利用カード」を提示すると、乗車1回につき、

運賃が半額（上限5,000円）になります。

高齢者交通安全支援制度

高齢ドライバーを対象とした支援制度です。免許証を自主返納した

満70歳以上の方が、タクシー利用の場合は、2万円分の補助券を、

対象の電動車イス等の購入の場合は、購入に係る費用の20％（上限

5万円）を町内で使える商品券「いけだ応援券」で支給します。

また、満70歳以上85歳未満の方が、自家用自動車に

安全運転支援装置等（※）がすべて搭載された新車を購入または

追加整備した場合に、係る経費の一部を支援する制度もあります。

※衝突被害軽減ブレーキ、誤発進抑制制御装置、ドライブレコーダーのこと。

なお、追加整備の場合は、衝突被害軽減ブレーキは省く。
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保健福祉課

保健福祉課

総務財政課



なかま
×

健
康
・福
祉
支
援

障がい者・高齢者の用具等購入補助

障がいを持つ方が必要とする用具の購入・修理に補助があります。

用具の購入や修理を検討している方は、購入する前にご相談ください。

また、75歳以上の方（後期高齢者医療の方）がコルセットなどの

補装具を作った場合、療養費として申請することで払い戻しを受ける

ことができます。

障がい者・要介護者の
住宅改修補助および自動車改造等補助 事業

在宅で生活している重度の障がいをお持ちの方や介護が必要な高齢者の

ために、住宅を改修したり自動車を改造（購入）する場合の補助があり

ます。いずれも事前申請が必要ですので、検討の段階でご相談ください。

障がい者（児）の各種手当

在宅で生活している障がい者（児）に支給される手当があります。

重症心身障害児（者）福祉手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当

などの種類があります。

対象となる方には個別にご案内をさせていただきます。
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保健福祉課

保健福祉課

保健福祉課



すみか

×

住
宅
支
援

多様な町営住宅

若年定住・移住促進を目的とした3種類の町営住宅があります。

（年齢等の要件もありますのでご相談ください。）

〇若年単身者向け集合住宅（1DK メゾネット）月25,000円

〇若年子育て世代向け集合住宅（2～3DK） 月30,000円（2DK)

月33,000円（3DK）

〇子育て支援住宅（戸建て） 月35,000円

※別途、共益費や敷金等がかかる場合があります。

土地・住宅・移住定住相談窓口

空き地・空き家等の紹介、求人、移住定住、移住後の暮らし等に関す

る総合相談及び情報提供窓口「いけだ暮LASSEL」を池田町役場内に

開設しています。また、移住定住応援情報サイト「いけだガイド」に

も情報を掲載しています。
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池田町では、町内でご家族と長く一緒に

暮らしていけるよう、住環境整備に関する

支援を実施しています。

いけだ暮LASSEL
総務財政課



すみか
×

住
宅
支
援

住宅の新築支援
（いけだdeマイホーム支援事業）

池田町内でこれから生活していきたいと強く望む方が、周

辺景観に配慮した住宅を池田町内に新築・建替えする場合、

対象経費の10%（上限100万円）を補助します。

計画の段階で担当課にご相談ください。
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町土整備課

木造住宅耐震診断・耐震改修 事業

昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断及び補強プランの作成

にかかる費用を補助します。また、補強プランを作成した木造住宅を

改修する場合、耐震改修費用の23％（上限あり）を補助します。

町土整備課

新規就農支援 事業

【準備型】

池田町での就農に向けて

研修を受ける方（就農予定時

に49歳以下）に年間150万円

最長2年間支給します。

【経営開始型】

池田町で独立・自営就農

を目指す49歳以下の方に、

年間150万円の給付金を

最長5年間支給します。

農村政策課

しごと

×

仕
事
支
援



しごと

×

仕
事
支
援

地域資源活用商品開発支援 事業

町内の事業者が、地域資源を活用した商品開発等を行う場合に、

対象経費の30％以内（上限15万円）を補助します。

池田町では、町内事業者や新たに仕事を作り出す人を応援し、

町内で経済を循環させる取組みを行っています。
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農村政策課

こっぽい屋 事業 いけだマルシェ 事業

山菜や自分で作った農作物、加工品を福

井市のショッピングセンター内「こっぽい

屋」と「まちの駅こってコテいけだ」で販

売する仕組みがあります。

生産者団体「101匠の会」や販売者の協

議会への入会などの手続きが必要です。

〇こっぽい屋（池田町農業公社）☎44-7731

〇まちの駅（まちUPいけだ） ☎44-8040

こってコテいけだ前で週末祝日

に1日単位で自分で作ってス

イーツやクラフト等を販売した

り、カフェ店長やイベントができ

る里山デッキ・ペースです。

いけだ農村観光協会への

申し込みが必要です。

〇いけだ農村観光協会 ☎44-8060

小規模事業経営者経営改善資金利子補給 事業

マル経融資により資金を借り受けた町内の事業者に対して、

3年間の実質金利が0.1％となるよう利子補給金を交付し、

経営の安定化を支援します。

農村政策課



しごと
×

仕
事
支
援

食LABO

池田町食品加工研究支援施設「食LABO」は、池田町の安全な農作物や

受け継がれてきた食文化などの地域資源の商品化を促進・高度化するととも

に、町民による商品開発製造を支援することを通じ、所得向上や観光振興を

実現するために設置されました。

個人で用意するのが難しい様々な食品加工機器を利用できます。（予約制）

〇食LABO ☎77-4522
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多様な暮らし方および働き方創造を支援するために生まれた

池田町地域産業等支援施設「わくラボ」は、共用キッチン・

無料館内Wi-Fi等が備えた賃貸型オフィスです。

入居スペースについては、原則1年以上の契約とします。

空室の場合及び共用スペースについては、1日単位で一時使

用できます。

わくラボ（WORK LABO）

農村政策課

農村政策課

ウッドラボいけだ（Wood LABO ikeda）

池田町木活・木育振興施設（通称：ウッドラボいけだ）は、「木を活かし、

森を知る、学びと習いの拠点」とし、木にふれることを入口に“森の豊か

さ”“山の偉大さ”そして“山林を活かす暮らしの知恵”を学び、習う場

づくりを目指しています。

木材加工技術の研究や木材商品の開発・製作をはじめ、木材加工体験を含

む物づくり体験活動ができます。

〇ウッドラボいけだ ☎44-6270

木望の森づくり課



課 名 室・係 連 絡 先

代表番号 44-6000

議会事務局
44-8007

町議会・監査

住民税務課 44-8001

会計室 44-8013

総務財政課 44-8003

マイバスセンター 44-7730

いけだ暮LASSEL 44-6888

町土整備課 44-8005

農村政策課 44-8004

観光推進室 44-8210

木望の森づくり課 44-8002

保健福祉課
（ほっとプラザ）

44-8000

44-8008

池田町診療所
44-6021

( 時間外の急患は消防署へ )

44-8119

教育委員会事務局
（文化交流会館）

44-7000

44-8006

池田町立図書館 44-8015

なかよしこども園 44-8181

池田町役場 連絡先一覧

■池田町役場 〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4

メールアドレス：soumu@town.fukui-ikeda.lg.jp


