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２０２０ 地域ミーティング

＜ 市政ミーティング ＞

「令和２年度 予算・主要な事業概要」

越前市

■市の新型コロナウイルス
感染症対策
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１ 対策本部会議の設置及び市民への周知
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≪対策本部会議≫
令和2年2月18日に「新型インフルエンザ等対策本部」を設置し、
10月2日現在で49回開催

≪市民への周知≫
1月下旬から市広報紙、市ホームページ、各戸配布のチラシ等で
「市民の皆様への緊急要請」をはじめ、感染防止対策・各種支
援策の周知を実施

◇「市民の皆様への緊急要請」の発出
➡ 4月15日、8月5日、9月15日 計3回

◇各戸配布・回覧➡計6回
◇市広報紙特集記事掲載
➡ 4月号から毎号掲載

２ 小・中学校及び公立幼稚園の対応
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○臨時休校 3月2日～5月31日 (3月25日～4月6日 春休み)
○入学式 5月7日、始業式5月7日・8日
○5月11日から分散登校日設定
○学習動画を作成し自宅にて視聴(県:4月14日～、市:4月21日～)
○再開 6月1日
○夏季休暇 8月8日～16日
○児童生徒の感染が今後確認された場合は、国のガイドライ
ンに基づき、当該校を1～3日間程度の休校とする。

○臨時休園 3月2日～5月31日 (3月25日～4月6日 春休み)
○入園式 5月8日
○再開 6月1日
○夏季休暇 8月1日～31日

≪公立幼稚園≫

≪小・中学校≫



３ マスクの提供

5

市の備蓄マスク、和紙マスクを市内医療機関等に配付

配布時期 配布先 種別 配布数
医療機関：70か所
高齢者施設：132か所
障がい者福祉施設：18か所
保育園・認定こども園
放課後児童クラブ実施施設

3月31日～ 市内妊婦（約600人分） 備蓄分 約18,000枚
約55,000枚

3月19日～25日

3月末

4月末～5月末

計

医療的ケア児等および
放課後児童クラブ実施施設

26,000枚

約4,000枚

7,000枚

備蓄分

和紙マスク

備蓄分

４ 感染症予防対応に係る
市避難所開設・運営マニュアルの改定（4月27日）
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≪改定概要≫
◉避難所が過密状態になることを防ぐために、余裕を持っ
たスペースの確保

◉避難所の衛生環境・感染防止対策として、マスクや消毒
剤の備え付け

◉避難者が入場する前に、全員の検温
◉発熱者や感染が疑われる避難者に対して、別途スペース
を設け誘導

※７月２０日、２１日に新型コロナウイルス感染症に留意した避難所開設
及び避難者の受け入れについて、広域避難場所を開設・運営する職員を
対象に訓練を実施



５ 新型コロナウイルス感染症対策の補正予算
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国・県が実施する支援策の他、市が独自に取組む支援・
補助や予防対策に必要な事業費を計9回の補正予算で計上
補正予算 補正時期 予算額(千円) 内容等

第1号(専決) 4月(第1次) 475,000 【市】子育て世帯への臨時特別給付金 他4件

第2号(専決) 4月(第2次) 68,000 【国】特別定額給付金事務費 他1件

第3号(専決) 4月(第3次) 8,449,000 【国】特別定額給付金 他2件

第4号(専決) 5月 119,644 【市】福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所感染対策支援金 他9件

第5号 6月 83,380 【市】コロナに負けない地域応援商品券事業

第6号 7月 338,347 【国・市】教育情報化推進事業

第7号 7月(6号に追加） 195,780 【市】公共交通感染症対策事業 他8件

第8号 7月 48,000 【市】子育て世帯への臨時特別給付金追加 他3件

第9号 9月 88,708 【市】公共交通感染症対策事業 他14件

合計 9,865,859

■新たなごみの出し方
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新ごみ処理施設の概要

【建設場所】

南越前町上野 （南条SA南東）

【敷地面積】 約１．４ha

【施設規模】

建築物高さ ３０ｍ(地上５階建)

煙突の高さ ５９ｍ

【ごみ処理能力】

８４ｔ/日

全連続燃焼ストーカ炉×２炉

≪施設の主な特徴≫

最新技術を導入し、２４時間連続で燃焼することで、ダイオキシン類の発生を抑制する。

ごみの焼却で発生する熱エネルギーを回収し、発電により施設の運転を賄う。

（循環型社会形成に貢献）

≪建設スケジュール≫

令和２年１０月末 完成 令和３年１月 ごみ受け入れ開始

令和３年４月 本格稼働

ごみ分別の成果
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越前市は、県内の９市の中で、
１人当たりの家庭系ごみの排出量が
最も少ないまちです。
これは、越前市民のごみ分別や
リサイクルに対する意識の高さを
表しています。



変更点

※イベントや会議などで出された弁当箱、おしぼりのビニール袋、使い切っていな
いマヨネーズなどが付着したプラスチック容器包装などが、一括して燃やせるご
みとして出すことができます。

新ごみ処理施設の稼働後の
ごみ分別について
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汚れが付着し洗浄が困難な
プラスチック製容器包装

汚れが付着し洗浄が困難な
PETボトル
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新ごみ処理施設の稼働後の
ごみ分別について

これまで通り、資源ごみとしてピンクの袋や専用かごで出してください。

「プラスチック製容器包装（プラマーク）」については、出し方の変更はありません。
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新ごみ処理施設の稼働後の
ごみ分別について

≪周知方法≫
○各町内を対象とする説明会

○市政出前講座

○市広報紙11月号に特集記事として掲載

○ごみ分別変更チラシを各戸配布

○丹南ケーブルテレビでの情報番組を放映（12月）

○ごみ分別の新ポスターを各戸配布（12月配布）

7月から実施中

11月配布

■庁舎前ひろばの整備
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庁舎前ひろば整備 概要

大屋根内部のイメージパース

◆規模・構造 … 大屋根：整備面積 約 600㎡ 鉄骨造平屋建て

外 構：整備面積 約4,770㎡（駐車場、芝生広場、噴水広場）

◆事業費 … 5億3,800万円

◆工期 … R2年3月～R3年3月末
15

シンボルロードの整備について

【目的】
平成２８年１２月策定の第３期中心市街地活性化基本計画に基
づき、新庁舎前の交流広場と一体となった安全で歩いて楽しい空
間を目指し、県と共にシンボルロードの整備を行います。

【事業内容】
・4車線を2車線化
・中央分離帯の撤去

広幅員の歩道空間
を確保
（ベンチやイベント用電源
設備等の整備）

・令和3年春
完成予定
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■南越駅(仮称)周辺整備
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南越駅周辺まちづくり計画（令和２年３月策定）
「まちづくりのテーマ」

地域特性を活かした未来都市の創造

「まち全体を包み込むメッセージ」

フォレストシティ ＆ 越前市版スマートシティ

伝統と先端の共生、自然と都市
の共生、多文化の共生のことで
あり、目指すべき方向性の一つ
として、人の手と自然を感じ、
その背景にある歴史・文化を感
じるまち

地方都市だからこそ可能となる、既成
概念にとらわれない自由な発想のもと、
越前市版未来都市を目指すことで、立
地するあらゆる産業や施設、場面ある
いは事業展開過程において、未来的な
チャレンジを進めるまち

緑と建物がバランスよく配置さ
れ、緑の景観に溶け込んでいる、
整備された林のようなイメージ

すべての産業のスマート化を目指し、
越前市の拠点となるエリアの創造をす
るイメージ

Ｂ交流拠点ゾーン
・市民と来街者が交流するゾーン
・市民生活を支える幅広いサービス施設や、丹南地域の伝統産業や観光拠点

と連携した施設などの集積によるシナジー効果を期待

Ａ先行整備ゾーン
・駅開業時に「新幹線駅としての基本機能」の導入を積極的に図るゾーン

・道の駅、ホテル、コンビニ、レンタカー、Ｐ＆Ｒ駐車場など

Ｃゾーン：未来創造ゾーン
・優良な農地に配慮しつつ、段階的に整備を目指す「にぎわい」のゾーン

・雇用の創出や集客を図るための産業（商業・物流等）や集客施設など

Ｄゾーン：先端産業ゾーン
・優良な農地に配慮しつつ、越前市の次世代を担う産業が立地するゾーン

・先端技術を活用したAIやIoTの拠点

Ｅゾーン：農地的利用ゾーン
・長期営農希望者が農業を継続するゾーン

・スマート農業、６次産業施設の導入など
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虫食い開発の防止
中長期にわたる開発・立地へ
の対応

開発ルールとプログラム
による適切な誘導

公共と民間の役割分担
と公民連携・協働

越前らしさを実現する
土地利用ゾーニング

時間軸を持った継続的かつ柔軟なまちづくりの実現

需要に応じた段階的な開発賑わいのある持続的な
まちづくりの推進

実現のための3つの柱
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道の駅「南越駅（仮称）」 概要
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■継続費総額 … 5億7,106万円

■施設機能 … 観光案内所、物産販売所（伝統工芸品展示販売）、レストラン等

■特徴 … ・丹南地域の玄関口としての機能を設けた観光案内所

・伝統工芸品などの意匠を活かし、地場産材を活用した内装

・新鮮な魚を捌いて販売するなど、市場の様な雰囲気の物産販売所 など

■規模・構造
・延床面積 1397.23㎡
・鉄骨造2階建て

■スケジュール
・令和2年度
工事発注・着工

・令和3年度中
本体建物完成

・令和5年春
道の駅開業（予定）

道の駅
（市施工） 道の駅

（県施工）

コンセプト：コウノトリの翼に包まれる、人・食・文化が集う、交流の拠点「南越の翼」

・南越駅を含めた駅周辺整備に調和したデザイン
・南越駅のデザインモチーフ「コウノトリ」を取り入れ、羽ばたくコウノトリを表現

外観イメージ 内観イメージ



北陸新幹線新駅駅名候補

【駅名候補の６つ】
○越前武生・越前たけふ ○新武生 ○越前市
○南越武生・南越たけふ ○越前 ○越前国府

北陸新幹線（金沢・敦賀間）の開業
に伴い、福井県内４駅の中で唯一
「仮称」となっている「南越駅(仮称)」
に関して、北陸新幹線新駅駅名候
補選定委員会を設置し、同委員会
において丹南市町の駅名に対する
意見紹介や駅名候補の選定方針
の決定、市内外からの１か月間の
意見募集などの丁寧な手続きを経
て、市は７月２１日に６つの駅名候
補の答申を受けました。

答申を受け、市は８月１１日に西日本旅客鉄道株式会社金沢支社に要望を行い、
駅名は来年春に同社が決定する予定です。
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■旧丹南広域農道の整備
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旧丹南広域農道の４車線化

（令和２年度～令和８年度予定）
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■武生中央公園の整備
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２０２０たけふ菊人形

会期：10月9日（金）～11月8日（日）
内容：菊花展示、菊人形展示
・大型遊具の運行・移動販売車等の設置（土・日・祝）
・OSK日本歌劇団ミニレビューショー【屋外ステージ】
（10月31日、11月1日・3日予定）

※「新しい生活様式」に基づき開催

【お知らせ】
次の事業は行いません。
①ＯＳＫ日本歌劇団レビューショー（大ホール）
②早得券・遊具フリーチケットの販売
③きくりん市場・フードコートの設置
※会期中は、状況に応じ入場制限を行います。
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菊人形館の再整備（Ｒ３年８月末完成予定）

〇整備概要：S造平屋建 床面積 約1,600㎡
〇運 用：菊人形期間は、菊人形事業で活用。

菊人形期間以外は、園内休憩、
催しなどで活用。

〇事業費：４億２，４８０万円（R２、３継続費）

「第７０回 ２０２１たけふ菊人形」に向けて
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武生中央公園

大型遊具老朽化対策に伴う魅力向上事業
〇整備目的
設置して３０年から４０年以上
が経過し老朽化が著しい

大型遊具を同規模で更新した
場合、高額な費用が必要

公園全体の回遊性を高め
魅力を向上

大型遊具の一部更新と
コウノトリ広場等の空間整備
をバランスを保ちながら整備

〇整備概要
第１期事業（R２～３年度）
想定事業費：100,000千円
・コウノトリ広場（里地・里山エリア）整備
・アストロファイター更新

「第７０回 ２０２１たけふ菊人形」に向けて

第２期事業（R３～４年度）
想定事業費：300,000千円
・コウノトリ広場（居住・海エリア）整備
・パピプペポー広場(メリーゴーラウンド等） 27

武生中央公園水泳場再整備

現水泳場を民間活力を導入し、再整備

令和４年３月 屋内プールとしてリニューアル！！

・従来の屋外プールを屋内
プールとして再整備

・２５ｍプールと幼児用プール
を民間が整備し、完成後に
市が買い取る

・市事業費：７億３千万円

屋内水泳場イメージ図（内観）

・民間のアイディアを公募し、２グループから応募
・８月の選定委員会でカワイ（株）を代表企業とする「TCP共同事業体」の提案を選定
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イメージ図（外観）

１階屋内水泳場

１階スポーツジム

賑わい広場

コンテナショップ
レンタルスペース

２階屋内遊戯場
（子どもの遊び場）

29

民間事業者が自己負担で設置管理する施設

・屋内遊戯場

・スポーツジム

・コンテナショップ

・賑わい広場

・園内電車

屋内遊戯場イメージ図（内観）
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■コウノトリが舞う里づくり
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目的： 「生きものと共生する越前市」づくり

方針： ３つの「S」 コウノトリ（Stork）の「S」

「コウノトリが舞う里づくり」の推進

(１) 里地里山の保全再生 (SATOYAMA Initiative)

現代の暮らしと調和した、コウノトリも住める豊かな里地里山をつくります。

(２) 環境調和型農業の推進と農産物のブランド化 (Sales promotions)

コウノトリをシンボルとした「安全、安心」「生きものとの共生を目指す」越前市ブランドを確立します。

(３) 学びあいと交流 (Study and communication)

環境教育を通し、里地里山の自然と文化を守り、伝える人を育てます。

いのちのつながりと尊さを学ぶ場をつくります。

構想(平成２３年３月策定)、実施計画(平成２４年３月策定)

令和2年度～ 食と農の創造ビジョンに統合し推進
32
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平成２２年４月１日白山地区にコウノトリ２羽が飛来

１羽が王子保地区で１０７日間滞在、市は名前を公募し「えっちゃん」に決定！

越前市に長期滞在した
「えっちゃん」

以後、１１年連続(平成２２～令和２年)でコウノトリが飛来！
平成２９年２～３月に野外コウノトリが白山地区で産卵！県内で５１年振り！

平成３０年４月に飼育コウノトリが産卵！４羽孵化！

県内で産まれた卵から雛が誕生したのは５４年振り！

同年５月に野外コウノトリが王子保地区で産卵！

平成３１年３～４月に２組の野外コウノトリが白山地区で産卵！ ５月に３羽のひな誕生！

県内で野外のコウノトリから雛が誕生したのは５５年振り！

令和２年３月に野外コウノトリが白山地区で産卵(４年連続)！ ４月に４羽のひな誕生！

野外で産卵、孵化した
「たからくん」と「みやびちゃん」のペア

「たからくん」と「みやびちゃん」から
誕生したひな

コウノトリが舞う里づくりの成果
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令和2年6月21日～7月5日 4羽の野外コウノトリがついに巣立ち
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意見交換

■ ご意見、ご質問をされる方は、

先に「お住まいの町内名」、「お名前」を

お願いします。
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