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２０１８地域ミーティング

＜市政ミーティング＞

「平成３０年度予算・主要な事業概要」

越前市

一般会計

371億1,600万円

全会計

604億 638万円

0.9％増

1.4％減

平成３０年度 当初予算の規模
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（1）人口問題・定住化対策の推進
女性や若者の働く場の創出、Ｉ･Ｊ･Ｕターンの推進、住環境の整備促進 等

（2）まちづくり基盤整備の推進
新庁舎の建設、北陸新幹線「南越駅」(仮称)の周辺整備、
中心市街地の活性化 等

（3）次世代を育む施策と健康づくりの推進
次世代育成支援事業・夢ある子ども育成事業の推進、
福井しあわせ元気国体の開催、健康づくり事業・介護予防事業の推進 等

（4）環境や文化と調和した産業の育成
工芸の里構想の推進、コウノトリが舞う里づくりの推進 等

（5）地域防災力の充実強化
地震対策、治水対策、空家等対策の推進 等

平成３０年度予算編成 重点施策５項目
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市債の状況

H30年度の市債見込額は

前年より増えていますが、

償還金の70％が交付税措置される

「合併特例債」を活用するなど、

市債償還の後年度負担の軽減に努めました。

「半世紀に一度のまちづくり」を進めつつ、

後年度負担の軽減に努めました。

年度 市債見込額 将来の負担見込額

H29 55.4億円

＋5.9億円

23.6億円

△5.5億円
H30 61.3億円 18.1億円



■半世紀に一度のまちづくり
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本庁舎建設 概要
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◆規模・構造 … 延床面積 約12,574㎡ 、 鉄骨造（制振構造） 6階建て

◆継続費総額 … 58億6,650万円 ◆工期 … H29年8月～H31年10月末

◆市民利用機能 … 多目的ホール、会議室（控室）、調理室、和室（大・小）、

情報・図書・カフェコーナー、視聴覚室、ギャラリー、展望ラウンジ

南東側からの外観イメージパース



【継続費総額】 ４億４，３００万円

うち平成３０年度分 ７００万円

【期間】 平成３０年〜３１年度

＜更新機器＞

無線操作卓（親局）、無線子局（４０局）、

再送信子局（７局）、

個別受信機（２２０台）他

防災行政無線のデジタル化
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国の指導により、現在使用しているアナログ防災行政無線は平成34年12月
以降使用できなくなるため、本庁舎の完成に合わせ防災行政無線のデジタル
化を実施する。

複合施設（今立総合支所）建設概要

8

◆規模・構造 … 延床面積 約1,885㎡ 、 RC造 一部鉄骨造 平屋建
◆継続費総額 … 8億2,230万円
◆工期 … H29年3月～H30年8月末
◆市民利用機能 … 多目的ホール、会議室、調理室、交流ホール、

コミュニティホール、子ども広場、ふれあい広場

愛称：あいぱーく今立
●スケジュール

7月 さよなら総合
支所展開催
（～8/31）

9月24日 完成式典

9月25日 供用開始



南越駅（仮称）駅舎デザイン（案）

付帯意見

・丹南地域の伝統的工芸品を駅舎内部で
活用してほしい。

・県産材を使用し、周辺環境に合ったぬく
もりのある駅としてほしい。

・ユニバーサルデザインに配慮した駅とし
てほしい。

・駅周辺施設との動線に配慮した駅として
ほしい。

・ホーム階への採光に十分配慮し、明るい
雰囲気となる様にしてほしい。

・駅舎の照明設備は、周辺環境に配慮し
たものとしてほしい。

・西日による眩しさや暑さに配慮した駅とし
てほしい。

・雪対策に十分配慮した駅としてほしい。
・実施設計完了まで、市との協議を継続し

てほしい。

Ａ案

「コウノトリが飛翔する未来への道標となる駅」
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南越駅（仮称）周辺整備 概要

駅西側

・駅前広場（4,900㎡）
バス、タクシー等二次交通関連
施設

・道の駅（8,300㎡）
西側駐車場：40台分・・①

・多目的広場（6,200㎡）
（防災機能を含む）（臨時駐車
場として活用：198台分）・・②

駅東側

・パーク＆ライド駐車場（13,000㎡）

（374台分）・・③
・東口広場（400㎡）

その他

・周回道路等（7,900㎡）

Ｐ＆Ｒ駐車台数
６１２台分

【施設配置図】

10（①＋②＋③）
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南越駅（仮称）周辺地区の土地利用計画
■特定用途制限地域の区域設定

「国道８号と県道武生インター線、そしてＬ型アクセス道路で囲まれたエリア及びＬ型アクセス道路の沿道並
びに南越駅周辺のエリア」 ≪区域面積 ： 約４８ha≫

【特定用途制限地域の制限内容】

１）制限すべき建築物の概要；
○自己の居住の用に供する住宅及び
農業の用に供するもの以外の建築物を制限

２）建築基準法における建築物の用途の制限は、
条例で定める。
・時限立法とする（平成３２年度末まで）

※特定用途制限地域の都市計画決定および
条例制定、施行を平成３０年度中に行う予定。

■元気な産業づくり
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■企業立地促進補助金
・中小企業の持続的発展のための生産設備の更新を支援
・中心市街地エリアにおける宿泊者の増加を図るため、ホテル等立地支援を新設

■中小企業融資事業
・伴走型融資制度の充実
・金融機関から企業への経営指導などを強化
・利子補給の強化（最大1.5％、返済期間を最大1０年）
・市の政策と連動することで支援を更に上乗せ

■雇用促進対策事業
・市内高校の生徒を対象とした職場見学会を実施
・丹南地域外の高校生を対象とした市内企業紹介プロジェクトの実施
・ＵＩＪターンの促進のため、大手企業の県外での企業説明会に市が同行し、仕事
と居住を一体的に説明

・市内中小企業で働く「ヒト」にスポットを当てたＨＰ「越前ＷＯＲＫ魂」で情報発信

産業の振興
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【越前打刃物振興施設の整備】 8月24日完成式典
池ノ上町刃物団地に、越前打刃物の後継者育成、

歴史に育まれた技術を保存・伝承していく施設及び
歴史や工芸文化を発信し、そのブランド力を高めて
いく機能をあわせもつ施設として整備

工芸の里構想の推進
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展示棟研修棟 工房棟

【タケフナイフビレッジ共同工房の観光拠点化】
タケフナイフビレッジ協同組合が実施する共同工房の改修や

増設、独立工房ゾーンの整備などを支援し、生産拡大や独立
開業の後押しなどを推進し、産業観光の拠点として交流人口
の増加を図る。 タケフナイフビレッジ（既設工房）

【タンス町通りの整備】
越前箪笥（指物）の展示エリアとしてその歴史・文化を活かした

まちづくりを進めるため、タンス町通りに面する店舗等の改修を支援

※イメージ（タンス店の“見える化”）■クラフトフェス開催事業
市内の伝統工芸の作り手たちが連携して企画・運営し、物販・体験・イベント等を通じて

エンドユーザー等と交流するフェス開催を支援
・会場 越前市ＡＷ－Ｉスポーツアリーナ（武生中央公園総合体育館）
・日程 8月26日（日）
・出展 市内３産地、丹南２産地、その他業種、飲食出展者等を予定



【特別展】

４月２８日（土）～ ５月３１日（木） 「大瀧神社の至宝」

・大瀧神社に伝来した歴史資料・彫刻などを展示

９月 ５日（水）～１０月 ８日（月・祝） 「山口マオ原画展」

・イラストレーター・絵本作家として有名な山口マオ氏の原画を展示

１０月１９日（金）～１１月２６日（月） 「越前装飾料紙」

・墨流し、打雲、飛雲などの装飾料紙の古典的な名品と、現在の

職人達が漉いた紙を並べて展示

【常設展】
平成３０年は横山大観生誕１５０年であることから、「横山大観と越前和紙（予定）」などを企画

※平成３０年５月に岡太神社・大瀧神社１３００年大祭が開かれることから、特別展・常設展には
「岡太神社・大瀧神社１３００年大祭記念事業」の冠を付けて開催

紙の文化博物館の展示
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入館料 特別展３００円、常設展２００円、高校生以下は無料 （他、団体割引等あり）
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いわさきちひろ生誕１００年記念事業

■ 本館 いわさきちひろと母文江に関する展示の充実
■ 北側建物 絵本カフェ及び資料展示室として活用

「ちひろの生まれた家」記念館を整備（平成２９年度）

≪生誕100年の各種取組≫

・武生公会堂記念館 特別展 （9月21日～12月24日）
・オリジナルグッズの開発 ・タペストリー制作など気運醸成
・施設紹介映像の制作 ・誕生日お祝いイベントの開催
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2018

約2万株の菊花が咲き誇る 北陸の秋の風物詩
会 期：9月28日（金）～11月4日（日）38日間

展示テーマ：西郷隆盛と幕末明治菊花伝

with 越前からニッポンを拓いた男たち

主な料金 ：菊人形館 500円

OSK公演 2,000円（菊人形館付）

遊具フリー券 2,000円

※会場入場料は無料

18「ふるさと踊り」は、「武生中央公園」で。

日程 催事 場所

8月13日 ふるさと踊り 武生中央公園

8月14日 わっしょい越前 蔵の辻界隈

8月15日 花火大会 日野川河川敷

2018サマーフェスティバル



環境調和型農業の推進

Ⅰ 環境に配慮した農産物の生産促進

Ⅱ 資源循環型農業の推進

Ⅲ コウノトリをシンボルとした生きものとの共生

＊農産物の安全性の確保

特別栽培米（化学肥料・農薬５割以上減で栽培）

の作付に対する支援

＊生物多様性保全に効果の高い営農活動

冬期湛水、中干延期、生き物緩衝地帯、

カバークロップ（土壌の改善等を図るため、

被覆植物を栽培）に対する支援

具体的な取組
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コウノトリが舞う里づくりの推進

「コウノトリが舞う里づくり戦略」
３本の基本方針
Ⅰ里地里山の保全再生
Ⅱ環境調和型農業の推進と

農産物のブランド化
Ⅲ学びあいと交流

①コウノトリが舞う里づくり大作戦の開催
・「コウノトリが舞う里づくり」図画コンクールの実施
・ コウノトリをシンボルとした地域づくりをテーマとした講演会の開催

②コウノトリPR館の充実
・PRコーナーにおける計画的な展示内容の更新
・DVD「STORY OF KOUNOTORI 2018」の製作

③生物多様性の保全・再生・創出
・休耕田ビオトープの整備支援（1ha程度）

・水田退避溝の整備支援（6a程度） ・水田魚道の整備支援（2箇所）

平成30年度の主な事業計画
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平成３０年５月７日から次々に４羽のひなが誕生

県内で産まれた卵からひなが誕生したのは５４年振り



○主な事業

・ 鳥獣害対策組織化支援 2,700千円

集落ぐるみの防護対策防護対策の実施を指導（90集落）

・ 防護柵の整備 24,786千円

ワイヤーメッシュ柵 14.08km、電気柵 4.2km

大規模緩衝帯の整備 6.5km

・ 捕獲の推進 18,932千円

イノシシ 610頭、ニホンジカ 110頭、ニホンザル 30頭(目標）

シカに対応した防護柵の整備 2km

丹南地域（広域）での県捕獲モデル事業の実施

鳥獣被害の軽減

（農作物鳥獣害防止対策推進事業）
63,348千円
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■元気な人づくり
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生涯にわたる健康づくりの推進
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②「毎日プラス １皿の野菜」

食事はベジファースト、次にメイン料理

健康２１計画（第３次）の推進

【基本目標】 健康寿命の延伸
（県内９市順位第１位を目指す）

－小さな習慣から健康へ前進－
一人ひとりの健康づくりは、小さな習慣から変えていくことから始めよう。

家庭や地域、職場で共に暮らす市民が、大切な人と健やかに生活し続けられるよう、
未来の健康へみんなではげましあって進んでいこう。

生活習慣病の予防

⑤「毎日運動プラス１０分」

ながら体操、ちょっとウオーキング

④「歯みがき(寝る前)プラス５分」

力を入れず、１本ずつ丁寧に歯みがき

①「良いこといっぱい たばこ０ゼロ本」

あなたの禁煙、応援します

③「おいしく減塩 １日マイナス２ｇ」

めん類の汁は残そう

地域支援事業の充実について

平成29年10月末、県内で一番認定率が低い状況に

（平成２９年１２月現在 １６．２７％）

要介護認定率の推移（％）

介護給付費の推移

毎年４億円以上伸びていたが、２６年以降はほぼ横ばい状態に

健
康
長
寿
を
さ
ら
に
推
進

第７期（30年度～３２年度）
介護保険料基準額 据え置き

５，８９０ 円

第７期（30年度～３２年度）
介護保険料基準額 据え置き

５，８９０ 円

● 元気な高齢者を増やす！

(新規） のうりょくアップ教室

市内 ５会場で実施

● みんなで支え合い助け合える
地域に！

地域支え合い推進員の設置

支え合い活動団体創設支援
5,640千円

介護予防拠点整備支援

「つどい」立ち上げ・拡充支援

介護予防と日常生活支援の
担い手（サポーター）育成

いきいきシニアクラブの
活動拡大支援

要介護認定率と介護給付費の推移要介護認定率と介護給付費の推移
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【事業の内容】

子ども達の身近な地域に、家庭学習を支援する居場所づくりの設置

【対象者】 おおむね小・中学生

【場 所】 地域にある社会福祉法人施設や、集会所等

【支援者】 教員ＯＢ、学生、地域ボランティア等

【実施地区】

西地区・吉野地区・国高地区

北日野地区

（今後順次、拡大予定）

子どもの未来応援事業（設置支援）
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・小学校へのエアコン設置

（H30.31年度 継続事業）

子どもたちが快適に学習ができるよう、

平成31年夏の稼働に向け、小学校の

普通教室にエアコンを一斉に設置します。

小学校施設営繕事業
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・味真野小学校屋内運動場等の改修（H30年10月中旬 完成予定）

・大虫小学校グラウンド・トラックの整備（H30年10月下旬 完成予定）

味真野小学校屋内運動場 大虫小学校グラウンド



～重要有形民俗文化財の管理と活用～
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文化財収蔵施設の改修

・重要有形民俗文化財は紙の博物館等で展示しながら
活用していきます。

・Ｈ２９・３０年度の２ヵ年をかけ、旧今立歴史民俗資料
館及び今立図書館の一部を文化財収蔵施設に改修します。

・Ｈ３０年９月に完成予定です。

・重要有形民俗文化財の越前和
紙の製作用具及び製品を適正
に管理するための重要な施設
になります。

・県と共に調査を実施し、指定文化財への指定
や既存の文化財を「市指定から県指定」

28

文化財調査事業（五箇地区）

・五箇地区は４６件の国・県・市指定の文化
財が集積しており、実態調査が未実施であ
る文化財が数多く存在しています。

「県指定から国指定」
へ指定することを目指
し、より広く価値を
知って頂く取組みを行
います。



■ 平成３１年１月２５日 ～３月１０日「 館蔵品展」 29

武生公会堂記念館の企画展・特別展
■ ４月２７日 ～ ６月３日

紫式部・源氏物語関連企画展

「光と影が織り成す源氏物語
切り絵と竹灯篭 展」

■ ７月６日 ～ ９月２日
夏休み企画展

「越前和紙ペーパークラフトでつくる
世界の生き物展」

■ ９月２１日 ～１２月２４日
いわさきちひろ生誕１００年記念

「ピエゾグラフによる
いわさきちひろの歩み 展」

9月2日 9月9日 9月29日 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日 10月9日 10月13日 10月14日 10月15日

（日） （日） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （土） （日） （月）

福井しあわせ元気大会２０１８
デモンストレーションスポーツ 正　　式　　競　　技 正　式　競　技

総
合
開
会
式

総
合
閉
会
式

福　井　し　あ　わ　せ　元　気　国　体　２　０　１　８

フェンシング

ソフトボール

ソフトテニス

軟式野球
シルバー
ソフトバレー

武術太極拳 ソフトボール（知）

30



■快適で住みよいまちづくり

31

（８月末完成予定）

（６月上旬
完成予定）

○H30年度整備内容
・第４駐車場（旧体育館跡地）整備
・多目的グラウンド整備

○福井県では初、富山県環水公園に次ぐスペシャルなスターバックスコーヒーが９月下旬オープン

整備後駐車台数約７４０台
※多目的グラウンド駐車場利用時約１０１０台

武生中央公園の再整備事業

（２８２台）

（２７０台）

32



の整備

９
月
中
旬
開
通
予
定
（３
２
０
ｍ
）

都市計画道路河濯線の整備

33

越前市の人口動態の変化

（平成２９年４月～平成３０年３月）

自然動態 社会動態
増減

⑦＝③+⑥出生① 死亡②
自然増減

③＝①－②
転入④ 転出⑤

社会増減
⑥＝④－⑤

617 1,008 -391 3,292 2,761 531 140

出典：住民基本台帳

■ 市総合戦略に基づき、企業と連携して人口減少対策・
定住化促進対策を推進

34



定住化促進に向けた支援施策
子育て支援や中心市街地の活性化、ならびに空き家対策との連携強化を図りました。

35

■安全で安心なまちづくり

36



平成３０年２月の大雪について（１）

37

経過・被害状況

２月６日 午前９時に１０３㎝の積雪を記録【市雪害対策本部を設置】
２月７日 福祉避難所の開設（２箇所）、避難者２名
２月１３日 午前１１時に積雪１３０㎝を記録【観測史上最悪】
２月１４日 広域避難場所の開設（１箇所）、避難者なし
２月１５日 災害救助法の適用決定(適用日１３日)

人的被害 ８名（死亡２名、重症３名・軽傷３名）
住家被害 ９件（一部破損９）
非住宅被害（空家、倉庫等）

２６件（全壊９、半壊７、一部破壊１０）
農業被害（ビニールハウス） ３８経営体・７７棟

学校・幼稚園 ２月７日～８日 全て休校・休園
２月９日～１６日 一部休校・休園、登下校時間変更

（１９日から通常どおり）
市民バス ２月６日～１６日 全路線で運休（１９日から全路線再開）

平成３０年２月の大雪について（２）

38

県に大雪に関する要望書を提出（２月２４日）
１ 除雪体制の強化
（１）主要幹線の圧雪対策の強化
（２）消雪施設の機能強化
（３）除雪体制強化（除雪オペレーター及び除雪機械の確保）に対する支援 など

２ 被災事業者への支援
（１）被災中小企業への資金繰り支援の充実
（２）伝統工芸等の産地に対する支援

３ 農林業者への支援
４ 除排雪経費等に対する財政支援
５ 福祉避難所の災害救助法適用期間の要件緩和
６ 気象観測所（武生観測所）の充実
７ ＪＲの大雪時の運行確保
８ 県からの要請内容の周知

課題の改善



除雪委託料（道路） ７５５，２００千円

狭隘道路除雪交付金 ８１，４３２千円

災害福祉見舞金 ９６０千円

園芸振興対事業補助金 ９１，９８４千円

（園芸ハウスの再建費や撤去費に対しての支援）

その他（公共施設の除雪等） １３２，５１０千円

合計 １，０６２，０８６千円

平成３０年２月の大雪について（３）

39

主な除雪経費

左岸林道 L=3,505m

右岸林道 L=1,495m

本体工事用道路 Ｌ=1,200m

付替県道 武生米ノ線 L=4,477ｍ

付
替
県
道
甲
楽
城
勝
連
花
線

L=
8
7
2
m

勝蓮花町

広瀬町

小野町

笠倉トンネル

追分交差点

吉野瀬川ダム

吉野瀬川ダム建設事業

供用済み H30年度の主な工事 未供用

舗装工 L=1,900m

転流工に着手

至 越前町

至 越前市街地

付替県道 武生米ノ線
福井国体までに供用開始予定

転流工とは

ダム本体工事の前段階として現河

川の流れを変えるために、右岸の山

に仮設のトンネルを掘り、バイパス水

路を設置するもの

（予算：平成３０年度～平成３２年度）

40



■市民が主役のまちづくり

41

平成２８年
・労働・福祉行政の連携強化や中心市街地の活性化を図る観点から国にハロー
ワーク武生の市福祉健康センターへの移転を要望
・天候に左右されず子どもを中心に幅広い年代の方々が憩える屋内施設の整備
に関する市議会および市民からの要望への対応を検討

平成２９年
１月 ハローワーク武生が市福祉健康センターへの移転を前提とし関係機関との

調整を開始
４月 平和堂からアル・プラザ武生３階の貸付について前向きな回答を得る
６月 市議会所信で、アル・プラザ武生３階の借受を表明
９月 市議会で、アル・プラザ武生の賃借料等を説明
１２月 市議会で、コンセプト案・ゾーニング案等を説明

平成３０年３月
市議会で、３階・４階の構想・事業プロセスを説明し、実施設計等に係る予算が議決

①生涯学習・子育て・労働・福祉の充実と市民活動の支援
②市中心市街地活性化基本計画の更なる推進
③市公共施設等総合管理計画の推進

３階追加賃借による実質的な負担増額２，２３７万円/年
・当初の４階賃借料 ・新たな３階・４階の賃借料

８，１５３万円／年 １億３，４９０万円 ／年

１ 経過

２ 目的

３ 金額

（仮称）市民センター構想（案）

42

・増額 ２，２３７万円/年
・ハローワーク武生使用料分減
・機能移転による管理費減等

△３，１００万円/年

民間施設を賃借し、利便性の高い駅前に公共施設を整備することで、財政負担の軽減につなげます。
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立面図

エスカレーター

（仮称）市民
センター
生涯学習
子育て
就労

市民活動
多世代交流

Ｅ
Ｖ

Ｅ
Ｖ

Ｅ
Ｖ

Ｅ
Ｖ

三世代交流
（・子ども広場・交流広場）

ハローワーク武生市民利用機能行政機能

アル・プラザ武生

４Ｆ

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

アル・プラザ武生

■武生中央公園 ■（仮称）市民センター

アル・プラザ武生
商業

買い物

中心市街地 賑わい創出

賑わい創出
公民連携

まちなか回遊
タンス町通り・ちひろの生まれた家・寺町通り・蔵の辻等

市民活動及び生涯学習
（市民団体等の活動拠点・貸室・公共施設の機能移転）

（仮称）市民センター構想（案）

44

(仮称）市民センター整備計画
平
成
29
年
度

基本構想

・事業スケジュール
・施設規模（事業費）
・施設用途（使い方）
・施設運営

利用団体等の要望
かこさとし氏のアドバイス

＜事業費の予算化（設計委託料）＞
事業概算額の設定はするが、工事費予算額については
具体的要求をとりまとめ基本設計の中で積み上げる

基本・実施設計

設計者の特定

・設計業務委託の発注方法の選定
業務委託設計書、仕様書の作成
（事業費、設計与条件等の設定）

設計業務委託契約

・設計業務委託契約締結

基本設計・実施設計

・利用者等の意見要望調整
（ワークショップ等の開催）

・アル・プラザ施設との調整
・事業費の調整
・工事設計価格の精査
＜事業費の予算化（工事請負費・備品等）＞

平
成
30
年
度

平
成
31
年
度

施 工（予定）

・工事発注方法の選定
工事発注条件の整理
（事業費、工期、施工体制他与条件の設定）

工事請負契約の締結

工 事 着 工

工 事 完 成

11月オープン（予定）

施 工 者 の 特 定



□地方分権に対応した行財政経営

45

・マイナンバーカードを使い、クレジット会社や航空会社、携帯電話会社のポイントを越前

市ポイントに変換し、地域の物産通販サイト「めいぶつチョイス」でお買い物ができます。

・しきぶ温泉湯楽里入浴料、武生公会堂記念館特別展入館料、ちひろの生まれた家記念

館入館料にも利用できます。

地域経済応援ポイント

46

越前市ポイントに変換する
～マイキーＩＤが必要です～

越前市ポイントをつかう
～越前市の地場産品を購入できます～

協力企業のポイントをためる

マイナンバーカードが必要です



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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