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２０１９ 地域ミーティング

＜ 市政ミーティング ＞

「平成３１年度 予算・主要な事業概要」

越前市

一般会計

366億1,400万円

全会計

599億2,209万円

1.4％減

0.8％減

平成３１年度 当初予算の規模
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（1）まちづくり基盤整備の推進
新庁舎の建設、（仮称）市民センターの施設整備、
北陸新幹線「南越駅」(仮称)の周辺整備等

（2）人口問題・定住化対策の推進
多文化共生のまちづくりの推進、Ｉ･Ｊ･Ｕターンの推進、

外国人観光客のためのインバウンド事業の推進等

（3）次世代を育む施策と健康づくりの推進
福井しあわせ元気国体・障スポの継承事業、受動喫煙防止対策の推進等

（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
災害対策、治水対策、空家等対策の推進 等

平成３１年度予算編成 重点施策５項目
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市債の状況

H31年度の市債見込額は、

庁舎建設に充てる合併特例債が減少するな

ど前年と比較し16.1億円減少となりました。

また、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

H30 61.3億円

△16.1億円

19.3億円

△4.2億円
H31 45.2億円 15.1億円



■新庁舎の建設
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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 … 平成29年8月～令和元年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

（スケジュール）

本年10月末
完成

本年12月下旬
竣工式・内覧会

来年1月6日
開庁



（仮称）市民センターの概要
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【オープン予定日】

◆３階（子ども広場、市民交流センター） 本年１１月１日（金）

◆４階（子ども・子育て総合相談室、消費者センター等） 来年１月６日（月）

◆４階（ハローワーク武生） 来年５月

【駐車場】

現在の福祉健康センター利用時と同じく、事務所等で駐車券に利用者認証（磁気処理）を行うことで無償化します。

【開館時間・休館日】

市民交流センター 子ども広場

アルプラザ武生４階：福祉健康センター

アルプラザ武生３階

（４階）福祉健康センター （3階）市民交流センター （3階）子ども広場

開館時間 ８：３０～２１：００ ８：３０～２３：３０ ９：３０～１７：３０

休館日 年末年始 年末年始 年末年始

事業費 ４．１１億円
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市民交流センター（３階）

ＮＰＯえちぜん、ＮＰＯ法人子どもセンターピノキオ、ＮＰＯ法人男女平等推進協会えち
ぜん、市いきいきシニアクラブ連合会、市国際交流協会、市身体障害者福祉連合会、
市自治連合会の７団体が入居予定です。

◆オープンシェアオフィスとは

市民交流の促進や市民活動の活性化を
図るため、貸館やオープンシェアオフィス
を整備します。

◆市民交流センターの機能

◆市民交流センターに整備予定の貸館

市民交流センターイメージパース

講演会等が開催できる多目的室１や劇
の練習等の表現活動に利用できる多目
的室２・３、部屋や大きさの異なる会議室
等を１２室整備します。

◆オープンシェアオフィス入居予定団体

従来の個別オフィスではなく、広い空間の特長をいかして、入居団体が共存するオフィ
スです。入居団体の連携・交流を促進し、活動の活性化を図ります。



子ども広場（３階）
【 かこさとし氏監修 】

・かこ氏の作品を通して、子育てに関わる豊かな文化を親と子どもが共に体験し、学ぶ機会を
得て社会的課題を解決することができる広場

・子どもたちの自立を育む遊び場として発達段階に合わせて利用ができる広場

全天候型の屋内広場

雨天時や降雪時に思い

きり体を動かして遊ぶこと

ができるよう整備

いろいろな子どもたちが

一緒に遊べる広場

障がいのある子もない子も

安全安心に遊べるよう整備

多世代交流できる広場

親子のふれあいや子育て支援、

むかし遊びを通した多世代交流や

地場産業の伝承ができるよう整備

子ども広場パース案
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寝ころびゾーン

手や頭を使って
遊ぶゾーン

子ども広場（３階） 愛称：てんぐちゃん広場

体を使って
遊ぶゾーン

伝承遊びやみたて遊び
を通して自分で考えて
遊べるゾーン

這い這い、寝ころび、

光や音の感覚遊びを
楽しむゾーン

遊具や自由に走り回れる
スペースでしっかり体を
動かすゾーン
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「１０１ちゃんのお部屋」

「さあちゃん、ゆうちゃんのお部屋」

「どんどこどんのお部屋」



今立総合支所跡地活用（周辺外構整備概要）
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■ 規模 … 施工面積 約3,800㎡
■ 施工内容 … アスファルト舗装、植栽、

電気・給排水設備
■ 事業費総額 … 5,300万円
■ 工期 … 令和元年6月～10月

今立総合支所跡地活用 （民間活力の導入）
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地域振興・利便性向上等を
重要な評価基準にして選定

【総合評価落札方式】

更なる賑わいの創出
周辺への都市機能の誘発

多目的広場（交流・防災・駐車場） ＋ 都市機能



■元気な産業づくり
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工芸の里構想の推進

【タケフナイフビレッジ共同工房を観光の拠点に】

タケフナイフビレッジ協同組合が実施する共同工房の増築を
支援し、産業観光の拠点として交流人口の増加を図ります。

①共同工房の増築を支援

②若手職人の独立工房用地を兼ねた多目的広場を整備

タケフナイフビレッジ（既設工房）

【タンス町通りに展示場・体験工房がオープン】

タンス町通りを越前箪笥（指物）産地の展示場と位置付け、伝統的
工芸品産地の拠点施設として、越前指物協同組合の事務所改修を
支援します。

タンス町通り（イメージ）
■越前ネクストクラフト事業
作り手とユーザーの交流の場の創出、産地ブランド価値の向上等、
更なる充実を図るためクラフトフェス「第2回 -ECHIZEN- 千年未来工
藝祭」の開催を支援

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31日（土）～9月1日（日）

出展 市内３産地、丹南２産地、市内外のその他業種、飲食出展者

等を予定
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【特別展】

「神と紙のまつり」（５月）やサンドーム福井で開催される

「国際北陸工芸サミット」（９月～１０月）に合わせて開催

■ ４月１９日（金）～ ６月３日（月） 「踊る古代文字」

福井出身の漢字学者故白川静氏が研究・発表した白川文字学に

心を寄せる書家 日野子雲氏の越前和紙の作品を展示

■ ９月６日（金）～１１月４日（月・祝） 「大ふすま展」

独自に販路開拓を進めて産地変革につなげた、現代の名工

長田榮子氏のアート和紙ふすまを中心として展示し、住宅建材

大紙の見本市となる企画

【企画展】

越前和紙の製作用具及び製品（国の重要有形民俗文化財指定品など）の展示

【生活提案コーナー】

和紙のある生活を提案。販売先等も紹介

紙の文化博物館展示事業 ～年間展示予定～

和紙文化の発信拠点、産業観光の起点として、特別展や企画展を開催し、年間を通して
質の高い展示を行います。
入館料 特別展３００円、企画展２００円、高校生以下は無料 （他、団体割引等あり）
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まちなか商業の活性化
■重点エリア商業活性化補助金

対象となる業種、エリア、期間を限定し、店舗新築・改修を支援

（１）業 種：飲食料品等小売業・飲食業・宿泊業（事務所等は対象外）
（２）エリア ①京町界隈

②総社通り商店街
③総社表参道
④市役所前通り

（３）期 間：令和３年度まで
（４）補助率等：対象経費の１/２

上限２００万円
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【重点エリア概略図】



産業観光の推進を軸とした、事業展開

事業費：２億９千万円（H30～R2年度最大額）

その多くが地方創生推進交付金や交付税措置

・伝統的工芸品の販路開拓に資する地域商社的セールスを展開

・誘客活動として、著名な専門家（シェフやデザイナー等）が持つ
発信力や影響力を最大限に活用

インバウンド推進事業
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「藤波亭」改修事業

国府が置かれた本市の歴史や、本市と紫式部の
関係を強くアピールする施設として、紫式部公園
「藤波亭」の活用を図る。

令和元年度 藤波亭改修の企画設計業務
令和２年度 藤波亭・紫式部公園の改修工事
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2019

約2万株の菊花が咲き誇る 北陸の秋の風物詩

会 期：10月4日（金）～11月4日（月・祝）32日間

展示テーマ：「花ひらく 童話の世界」～ｓｔｏｒｙ ｏｆ ｔｈｅ ｐｒｉｎｃｅｓｓｅｓ～

主な特徴 ：菊人形展示の無料化

「だるまちゃん」トピアリーの登場

遊具・アトラクションの充実

主な料金 ：OSK公演 2,000円

遊具フリー券 2,000円 ※会場入場料は無料
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第14回越前市サマーフェスティバル

日程 催事 場所

8月13日 新イベント（名称未定）
（午後4時～10時）

武生中央公園

8月14日 夜の遊園地
（午後7時～9時）

武生中央公園

8月15日 花火大会
（午後7時～8時30分）

日野川河川敷
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食と農の創造ビジョンの改定

食と農の創造ビジョン ３つの柱

Ⅰ 食：食育の推進

Ⅱ 農：人材の育成及び確保、農業経営の安定、環境調和型農業

の推進、農産物の特産化の推進など

Ⅲ 地域：農村景観の保全、農村資源を活かした交流活動の推進
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コウノトリが舞う里づくり戦略 ３つの方針

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 学び合いと交流 統合
２つの計画は、環境調和型農業の推進や里地里山の保全など、共通
部分が多くあることから、今年度の改定時に両計画を統合し、重点的
に見直しを実施

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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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コウノトリ情報発信の強化
・野外コウノトリのライブ映像配信
・クラウドファンディングにより製作した

コウノトリ剥製の効果的な展示

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31年度の主な事業計画

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

３年連続、野外で産卵！

越前市HPからライブ映像配信
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安養寺町のコウノトリ巣塔で産卵・抱卵を推定

【主な事業】

■捕獲の推進 18,514千円

イノシシ620頭、ニホンジカ280頭、ニホンザル30頭(目標）
丹南地域（広域）での県捕獲モデル事業の実施

■防護柵の整備 37,320千円

ワイヤーメッシュ柵 17.9km、電気柵 5.1km

大規模緩衝帯の整備 12.8km

■鳥獣害対策組織化支援 2,300千円

集落ぐるみの防護対策の実施を指導（90集落）

鳥獣被害の軽減

（農作物鳥獣害防止対策推進事業） ７５，４８８千円
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■元気な人づくり

25

と
も
に
生
き
る

福
祉
で
ま
ち
づ
く
り

基本目標１

ともに支え合うまち

（地域住民による

地域力の維持）

基本目標２
お互いを認め合うまち

基本目標３

課題を解決するための

協力体制があるまち

基本目標４

安全で安心して快適に

暮らせるまち

基本目標５

育ちをつなげ自立を

支えるまち

市地域福祉計画（平成30年度末改定）における生活困窮者自立支援事業
の位置付け

基本理念 基本目標

１.生活困窮者自立相談支援事業 14,500千円
困窮者の相談内容に合わせたプランの作成と支援

生活困窮者自立支援事業

2.住居確保給付金 324千円
就労活動を支えるため家賃費用を3か月間給付

3.一時生活支援事業 252千円
住居喪失者に一定期間、住む場所を提供

4.家計改善支援事業 10,000千円
家計の状況を見える化し、家計の管理を支援

5.就労準備支援事業 3,883千円
一般就労が困難な者に対し、生活段階からの訓練を

実施

6.子どもの学習支援事業 2,400千円
子どもたちの学習の支援
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武生公会堂記念館の企画展・特別展

■ ３月２１日 ～ ５月１２日
「加古里子 ただ、こどもたちのために」

■ ７月上旬～９月上旬
「池上遼一展（仮称）」

■ １１月下旬 ～１２月下旬
「石川九楊展（仮称）」

■ ９月下旬～１１月上旬
「紫式部・源氏物語関連企画展」

■ １月下旬 ～２月下旬
「館蔵品展」
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主な事業内容

■フェンシング

トップアスリートによる体験教室・

夢トークショーの開催

■ウォーキングサッカー

年齢や性別、障がいの有無に関わ

らず、誰でも楽しめるスポーツの推進

国体・障スポのレガシー継承

昨年の福井国体・障スポを通じ、市民の間に高まったスポーツへの
関心を継続させ、生涯スポーツのまちづくりの実現を目指します。
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■快適で住みよいまちづくり
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30

南越駅（仮称）駅舎デザイン
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コウノトリをモチーフ

中央部の天井には越前和紙の技法である「流し漉き」の動き
をダイナミックに表現した和紙照明を設置し、全体を落ち着
いた色調でデザインしています



北陸新幹線
南越駅（仮称）

平成３１年２月下旬撮影

←国道８号

南越駅（仮称）周辺整備状況

北アクセス道路

東西アクセス道路

敦賀方面

福井方面

武生ＩＣ
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＜南越駅周辺の土地利用＞
民間活力等の導入により、
本県の魅力を高める拠点として整備

＜本市を含め全県的な課題＞
若者、中でも女性のＵターンを促進する
ため、商業・観光・健康・スポーツ・通信
など第三次産業の進出を促し、魅力ある
就業機会と賑わいの創出を目指す

＜策定体制＞
県と連携し、協議会や策定委員会での議論を踏まえ、
南越駅周辺の将来像となる「まちづくり計画」を本年度末に策定
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南越駅周辺まちづくり事業

南越駅周辺まちづくり計画の策定について

南越駅周辺まちづくり
計画策定委員会

（有識者・地域代表・若手経営者など）

南越駅周辺まちづくり協議会
（周辺住民・地権者）

南越駅周辺まちづくり幹事会
（福井県・越前市）

意見反映

提案・検討

平成３０年１２月２１日設立

平成３１年１月３０日設置

平成３０年１２月２０日設置
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福井鉄道㈱北府駅を
鉄道ミュージアムとして整備

〈福井鉄道２００形車両の保存展示〉

平成３１年度 調査設計・土地家屋調査
令和２年度 詳細設計
令和３年度 車両展示施設整備・公園整備

■安全で安心なまちづくり
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【継続費総額】 ４億４，３００万円

うち令和元年度 ４億３，６００万円

【期間】 平成30〜令和元年度

＜区長への情報伝達方法＞

・個別受信機から緊急連絡メールへ移行

・緊急連絡メールの登録が困難な区長には

個別受信機（デジタル）を設置

防災行政無線のデジタル化

35

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、2022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。

吉野瀬川ダム建設事業・吉野瀬川改修事業

転流工

吉野瀬川ダム

転流工

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（平成３０年度～令和２年度）

河川改修
Ｌ=１３８０ｍ

付替県道

（一）甲楽城勝蓮花線 Ｌ＝872ｍ

36

ダム完成目標年度：２０２５年度

工事状況：
転流工（吐出側）



服部川改修事業

(平成31年3月6日認可）

事業化までの流れ

事業化へ
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地域住民、地元関係者

住民説明会、アンケートなど

H30.7.17～7.30

学識経験者

九頭竜川流域懇談会

H30.5.29開催

関係市町の長

福井市長、越前市長、南越前町長
鯖江市長、越前町長

国土交通省
近畿地方整備局長の認可

河川整備計画(変更)の策定

市道路無雪化事業整備計画
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●ソフトボール場

●柳荘
●マツダ

【計画期間】：平成３１年度から１０年間（前期５年：平成３１年度～令和５年度）
（後期５年：令和６年度～令和１０年度）

【前期計画路線図】

●商工会議所

三里山

●オーディオテクニカ

●１００満ボルト

消防署
●パンダ

●JR王子保駅

●
大塩八幡宮

●
ＴＯＰ

中心市街地と市東部を結ぶ東西アクセス道路について、降雪期間における
安全で安心な交通確保を図る。

※ 水源確保が困難な場合や消雪水が十分確保できない場合には、路線や施工時期を見直すことがあります。

【道路事業】 道路整備に併せて、駅前広場等、南越駅（仮称）周辺の消雪整備を行う。

●
福
井
村
田

武生
中央
公園警察署

（武生用）



市道路無雪化事業整備計画
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【計画期間】：平成３１年度から１０年間（前期５年：平成３１年度～令和５年度）
（後期５年：令和６年度～令和１０年度）

【前期計画路線図】

●商工会議所

三里山

●オーディオテクニカ

●１００満ボルト

消防署

●パンダ

中心市街地と市東部を結ぶ東西アクセス道路について、降雪期間における
安全で安心な交通確保を図る。

※ 水源確保が困難な場合や消雪水が十分確保できない場合には、路線や施工時期を見直すことがあります。

【道路事業】
道路整備に併せて、駅前広場等、南越駅（仮称）周辺の消雪整備を行う。

（今立用）

■市民が主役のまちづくり
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外国人市民人口の現状について
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2,985 

515

243
217

95 19 13 181

国籍別割合（H31.4.1現在）

ブラジル

ベトナム

中国

フィリピン

朝鮮・韓国

タイ

米国

その他

2,515 

2,901 
3,171 

3,341 

4,091 
4,268 

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

外国人住民数（各年4月1日現在）

小学校 中学校 合計

平成29年4月 128 54 182
平成31年4月 149 69 218

本市における外国人児童・生徒数

出典：教育振興課調べ

合計4,268人

市多文化共生推進プランの策定と主な取り組み

「いろいろな国の人たちが、お互いに認めあい、お互いに支えあい、
郷土への愛着をもって共に創り上げる住み良いまち 越前市」

基本理念

重点施策

①多文化共生社会の実現に向けた啓発・交流 総額 12,269千円
（１）多文化理解度の啓発
（２）多言語化の「やさしい日本語」の推進
（３）日本語教育環境の整備
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②子育て教育環境の充実 総額 63,385千円
（１）保育環境の整備
（２）教育環境の整備

企業や関連機関と連携して、外国人市民を的確にサポートするための
取組みや施策を展開

予算総額：１０７，６３７千円 （実施主体：市、国際交流協会、企業等）

③その他 窓口対応職員人件費等 総額 31,983千円



多文化共生推進に係る具体的取組み

①多文化共生社会の実現に向けた啓発・交流

【新規事業】

○多言語翻訳機導入に対する補助（50台分、補助率1/3）

○多言語翻訳機の購入（30台、市関係施設、観光施設等に配備）

○ミニワールドカップフットサル交流大会の開催
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【拡充事業】

○町内会、市からのお知らせ等の翻訳委託料の増額（200件分）

○市広報紙外国語版発行

（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語、中国語、ﾍﾞﾄﾅﾑ語の3か国語版の増部）

○国際交流協会の新規・拡充事業に対する補助金の増額

多文化共生推進に係る具体的取組み

②子育て教育環境の充実

【新規事業】

○多言語翻訳機の購入（保育園：５園３０台、児童センター：４館７台）

○多言語翻訳機器の借上げ（７８台、小中学校・幼稚園に配備）

○子ども福祉課業務に係る翻訳業務の委託

44

【拡充事業】

○外国人児童生徒（小中学校・幼稚園）対応職員の増員
（１５名→１８名に増員）

【継続事業】

○外国籍児（保育園）対応職員の雇用（５名分）

○学校巡回のための出張旅費

○結核精密検査の実施（５０人分）



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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