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総合計画の体系一覧
基本目標

細施策

基本施策

事務･事業

備考

ページ

保健事業と福祉医療の充実
健康なからだづくり支援
1

健康づくり支援体制の整備、充実

4

健康診査・がん検診・相談体制の充実
母子の健康づくり支援
心の健康づくりの支援

健康な心と体づくり、保健・医療・福
祉・介護の連携の強化と充実

地域支援事業の充実・強化
介護予防・日常生活支援総合事業の基盤整備
2

地域包括ケアシステムの構築と運用
認知症に対する支援体制の構築

5

地域包括支援センターの機能強化
医療・保健施設の整備と連携の強化
3

医療・保健施設の整備と機能の充実

4

高齢者を支援するサービスの充実

5

高齢者の元気づくりの促進

サービス内容の充実とスタッフの確保、育成

地域で暮らせる高齢者福祉の充実

在宅福祉サービスの充実
交流機会・学習活動・スポーツ活動の促進
地域社会での活動支援

第１章
町民に優しいまちづくり

相談支援機能の充実
6

生活支援の推進

7

自立と社会参加の促進

8

子育てを支援するサービスの充実

自立を支援する障害者福祉の推進

日常生活支援体制の整備
就労・余暇活動等の促進と支援
保育所における保育サービスの充実
子育てに対する支援の強化
児童館活動の推進

子育ての支援、児童福祉の充実と次
世代育成

9

子どもたちを取り巻く環境の整備
子どもの居場所づくり

10 命の尊厳と人間社会の継承

6

子育てに対する意識の向上
親から子への郷土愛の伝承

11 「次代の親」の育成
結婚に対する支援
公共施設のバリアフリー化の推進
12 人に優しいまちづくりの推進
協力し助け合う地域福祉の推進

心のバリアフリーの浸透
福祉意識の醸成

13 地域福祉活動への町民参加の推進

地域活動の担い手づくり

14 福祉サービス等の適切な利用の促進

総合相談体制の構築
地域防災計画の推進

15 防災体制の充実

地域防災施設・設備の充実
消防団の充実
原子力情報の提供
7

16 原子力安全対策の充実
原子力防災対策の充実

安全な環境づくり

地域防犯対策の強化
17 地域防犯体制の充実
防犯体制の充実

第２章
安全安心して暮らせるまち
づくり

18 交通安全対策の充実

交通安全対策の推進

19 町民生活相談の充実

町民生活相談体制の整備

20 幹線道路の整備

地域間を結ぶ幹線道路の整備促進

21 生活道路の整備

生活に密着した道路の整備

22 上水道の安定供給

水道施設の整備と管理

23 下水道の普及・管理と再利用

下水道及び合併浄化槽の普及・管理と再利用

道路交通網の整備
8

上下水道の整備

森と里の保全、衛生体制の充実
自然環境との共生

24 自然環境の保全と衛生環境の整備
河川・海岸の保全と美化活動の推進
25 住宅の整備

町営住宅の充実
移住定住の促進
公共交通手段の充実
9

26 住環境の整備
北陸新幹線の整備促進

快適な住環境づくり

克雪対策の充実
行政自主放送番組の充実
27 ケーブルテレビ事業の充実
生活を支援するインフラ環境整備

総合計画の体系一覧
基本目標

細施策

基本施策

事務･事業

備考

ページ

農業の振興と基盤整備
28 農林水産業を支える基盤の整備充実と保全
農林水産業の振興

林業の振興と基盤整備

10

水産業の振興と基盤整備
６次産業化の推進
29 ６次産業化と地産地消の推進
地産地消の推進

第３章
活きいきと働けるまちづくり 商工業の振興

30 商工業の振興

魅力ある店づくり

31 雇用の創出

企業誘致と起業の促進

11

観光施設の整備と活用の促進
32 観光基盤の整備充実
観光ネットワークの構築

観光の振興

観光ＰＲの推進
12

33 観光情報発信の強化
イベントの開催
人間性を育む教育・保育内容の充実
34 就学前の教育・保育の充実と連携の強化
保護者との連携体制づくり
教育内容等の充実

13

35 「生きる力」を育む学校教育の充実
特色ある学校づくりの推進
36 安全な教育環境の整備
豊かな人間性を育む教育の充実と環
境の整備

安全で安心して通える学校づくりの推進
家庭の教育力の向上
地域の教育力の醸成

37 地域・家庭教育の推進
学校・家庭・地域の連携強化
青少年の育成
第４章
人と文化を育むまちづくり

共に学ぶ機会の充実
14

38 障害のある子どもたちの教育の充実
学習指導等の推進
生涯学習内容の充実と機会の提供
39 生涯学習環境の充実

地域の拠点となる公民館活動の推進

生涯にわたる学習社会の充実
図書館の利用促進
40 生涯スポーツの振興

生涯スポーツの振興と交流の促進
伝統、文化の継承

41 歴史・伝統文化の保存と継承
文化財の保存と活用
15

歴史文化の継承と芸術文化の振興
芸術鑑賞会等の開催
42 芸術・文化の振興
芸術・文化団体の支援、育成
協働で取組むまちづくり参画システムの構築
43 町民参加システムの構築
町民と行政の協働によるまちづくり

第５章
住民主体のまちづくり

町民参加の拡大
44 行政情報の積極的な公開

情報提供の推進

45 人権を尊重する教育、啓発の推進

人権啓発・教育の推進
南越前町男女共同参画推進プランの推進

共に活躍できる人づくり、まちづくり

46 男女共同参画の推進
男女共同参画意識の醸成
47 社会教育の推進

社会教育団体の育成と活動の支援

16

総合計画の体系一覧
基本目標

基本施策

細施策

事務･事業

備考

ページ

行政サービスの質の向上
48 行政サービスの充実
窓口サービスの充実
住民の視点に立った行政サービス
49 行政評価制度の導入

総合計画を軸とした事業実施と行政評価の導入

50 ＩCＴ化の推進と活用

電子自治体構築

51 効率的な財政運営方針の確立

中長期的な展望と計画性のある財政運営

総合計画を軸とした事業実施と行政評価の導入

財源確保と各種計画に基づく事業実施
財務諸表の作成・活用
普通建設事業の圧縮と地方債の上限遵守
広報・ホームページへの有料広告の掲載
税収納率の向上
自主財源の確保

債権管理の強化
公平で適正な課税方法の検討
高齢者福祉基金の活用
公共施設の使用料見直し
公共施設のテナント料及び建物貸付料の見直し
保育料の見直し
17

受益と負担の適正化

保育所給食費の適正化
林道、治山施設の分担金徴収ルール化

効率的な財政運営の推進

上下水道料金の見直し
幼稚園・学校の給食費の適正費用の転嫁

52 自主財源の確保と歳出の見直し

住民利用バスの運行方法の見直し
補助金の整理合理化
子育て支援金の改変
宿泊助成券プレゼント事業の見直し
３大観光イベントの見直し

第６章
効率的な行財政運営による
持続可能なまちづくり

観光トイレの必要性の検討
歳出の見直し
道路維持補修工事の抑制
中学校部活バス運行委託の縮減
南条文化会館自主事業公演の縮小
図書館図書購入費の縮減
代継基金事業の見直し
学校講師人員の削減
53 職員の意識改革

人事評価制度の確立

人事評価制度の本格運用
人件費の削減
教育委員会事務所の集約

54 行政組織の見直し

組織の見直しと職員数の適正化

管理公社への勤務制度廃止
総合事務所の縮小と適正な人員配置
防犯隊の再編
公共施設統廃合の推進

公共施設の統廃合の検討

南条保育所、南条第2保育所および南条幼稚園の統
合
中学校の統廃合の検討
18

チャレンジする組織改革
小学校の統廃合の検討
55 公共施設のあり方の見直し

公共施設管理公社の管理運営見直し
公共施設の民間委託化の検討

保育所調理業務の民間委託
学校給食センターの民間委託
北前船主の館右近家の管理運営の見直し

公共施設の経営健全化の推進
下水道施設管理運営の見直し

56 出資団体等との経費負担の適正化

経費負担区分の見直しと事業内容の精査

ほのぼの苑、社協、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰとの経費負担
区分の見直しと事業内容の精査

57 危機管理体制の充実

庁舎内の危機管理体制の充実

危機管理指針の策定及び危機管理基本ﾏﾆｭｱﾙの整
備

基本目標

第1章

町民にやさしいまちづくり

基本施策

細施策

事務事業
保健事業と福祉医療の充実
健康なからだづくり支援

1

健康づくり支援体制の整備、充実

健康診査・がん検診・相談体制の充実
母子の健康づくり支援
心の健康づくりの支援

健康な心と体づくり、
保健・医療・福祉・介護の連携の強化と充実

地域支援事業の充実・強化
2

地域包括ケアシステムの構築と運用

介護予防・日常生活支援総合事業の基盤整備
認知症に対する支援体制の整備
地域包括支援センターの機能強化

地域で暮らせる高齢者福祉の充実

自立を支援する障害者福祉の推進

子育ての支援、児童福祉の充実と次世代育成

3

医療・保健施設の整備と機能の充実

4

高齢者を支援するサービスの充実

5

高齢者の元気づくりの促進

6

生活支援の推進

7

自立と社会参加の促進

8

子育てを支援するサービスの充実

9

子どもたちを取り巻く環境の整備

10

命の尊厳と人間社会の継承

11

「次代の親」の育成

医療・保健施設の整備と連携の強化
サービス内容の充実とスタッフの確保、育成
在宅福祉サービスの充実
交流機会・学習活動・スポーツ活動の促進
地域社会での活動支援
相談支援機能の充実
日常生活支援体制の整備
就労・余暇活動等の促進と支援
保育所における保育サービスの充実
子育てに対する支援の強化
児童館活動の推進
子どもの居場所づくり
子育てに対する意識の向上
親から子への郷土愛の伝承
結婚に対する支援
公共施設のバリアフリー化の推進

12

人に優しいまちづくりの推進

協力し助け合う地域福祉の推進

心のバリアフリーの浸透
福祉意識の醸成

13

地域福祉活動への町民参加の推進

地域活動の担い手づくり

14

福祉サービス等の適切な利用の促進

総合相談体制の構築

1 健康な心と体づくり、保健・医療・福祉・介護の連携の強化と充実
年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27

保健事業と福祉医療の充
実

保健事業の推進
特定健康診査と特定保健指導等の推 ・特定健康診査の実施
・特定保健指導の実施
進
・人間ドック助成の実施

保健事業と福祉医療の充実

子ども医療費助成事業の所得制限撤廃

健康なからだづくり支援
（健康教育）

健康づくりのための各種教室の実施
・生活習慣病予防教室
（ケーブルテレビによる知識普及）
・一般健康教室
（やせていてもメタボ教室、へるすあっぷ教室、
慢性腎臓病予防教室）

健康なからだづくり支援
（特定保健指導）

動機づけ支援、積極的支援
・健診結果で該当した方に対し、メタボリック
シンドローム予防のための生活習慣改善のた
めの支援

健診・相談体制の充実
（特定健診）

40歳以上75歳未満の国民健康保険加入者を対象と
し、生活習慣病等の異常の早期発見・予防のため健
康診査を実施

健診・相談体制の充実
（後期高齢者健診・がん検診・
相談事業 等）

集団、個別健（検）診の実施
・健康診査、肝炎ウイルス検診、ビロリ菌検査、
骨粗しょう症検診、胃がん検診、肺がん検診、
大腸がん検診、子宮頚がん検診、乳がん検診、
前立腺がん検診
健診結果相談会の実施

健康なからだづくり支援

健康診査・がん検診・相
談体制の充実

H28

H29

H30

H31

年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27

母子の健康づくり支援

母子の健康づくり支援
（母子保健事業）

母子の健康づくりに関する各種健診・相談・教室の
実施
・母子健康手帳交付、妊婦一般健康診査、
マタニティセミナー、乳児訪問、集団健診、
子育て相談室、虫歯予防教室・表彰、
不妊治療費助成、未熟児養育医療給付、
母子保健関係者連絡会等

心の健康づくりの支援

心の健康づくりの支援
（自殺対策強化事業）

自殺予防対策のための健康教育や健康相談等を実施
し、ひとりで悩まず相談すること、治療の勧めなど
を啓発
・ストレスチェック及び相談、心の相談室、
ゲートキーパー養成事業、普及啓発事業等

地域支援事業の充実・強
化

在宅医療・
介護連携推進事業

在宅ケア体制整備に向けた事業展開

介護予防・日常生活支援
総合事業の基盤整備

介護予防・
日常生活支援総合事業
（介護予防事業）

27年度以降29年年度末までに予防給付の訪問介
護、通所介護は「介護予防・生活支援サービス事
業」と｢一般介護予防事業」から構成される「介護
予防・日常生活支援総合事業」に移行して実施

認知症地域支援推進員等設置事業

認知症の人ができる限り住み慣れた地域で生活でき
るよう医療機関、介護サービス事業所や地域の連携
支援や認知症の人や家族を支援する相談の実施

認知症ケア推進事業

病院・介護施設などでの認知症対応力の向上
認知症高齢者グループホームなどでの在宅生活継続
支援
認知症の人の家族支援
・認知症カフェ等
認知症ケアに携わる多職種協働研修の実施

認知症初期集中チーム
設置事業

医療系、福祉系の各１名以上の専門職が認知と疑わ
れる人、認知症の人とその家族を訪問し、アセスメ
ントや家族支援等初期の支援を包括的・集中的に行
うなど、自立生活のサポートを実施

認知症に対する支援体制
の構築

医療・保健施設の整備と
連携の強化

H27 電子カルテ導入
今庄診療所医療機器更新・導入事業 H30 一般撮影・X線TVシステム更新

電子
29,433
カルテ

H27 電子カルテ更新
H29 小型分包機更新
河野診療所医療機器更新・導入事業 H31 X線TV・一般撮影システム
画像読取装置更新

電子
カルテ
更新

今庄診療所等施設設備更新・改修事 H28 電話交換機・ナースコール設備更新
H29 冷暖房設備更新
業
H28 厨房給排水設備更新
今庄診療所等厨房設備更新・改修事
H28 厨房立体炊飯器更新
業
H31 厨房食器消毒保管庫更新

サービス内容の充実とス
タッフの確保、育成

老人保健施設改修事業

今庄老人保健施設一般浴室改修

医療・介護スタッフの人材育成

県内外研修、施設内研修、テレビ会議システム研修
などによるスタッフの資質向上

2 地域で暮らせる高齢者福祉の充実
地域密着型介護サービス整備事業

外出機会の促進事業

認知症高齢者や独居高齢者が地域で継続して生活で
きるよう、地域密着型サービス３施設を整備
高齢者の健康づくりや介護予防の増進のため、生き
がい活動支援通所事業の実施
・入浴や手芸、軽運動、戸外活動
高齢者の健康づくりや介護予防の増進のため地域ふ
れあいサロン事業を実施

家族介護継続事業

要介護認定を受けている在宅高齢者に紙おむつ購入
に係る経費の補助

外出支援サービス事業

人工透析など定期的に通院が必要な高齢者を自宅か
ら病院まで送迎

食の自立支援事業

援護を必要とする在宅高齢者の自宅に弁当を配達

寝具洗濯乾燥サービス事業

援護が必要な在宅高齢者に対する寝具の洗濯の実施

緊急通報装置事業

独居の在宅高齢者に緊急通報装置を無償貸与し、安
否確認を実施

在宅福祉サービスの充実

H28

H29

H30

H31

X選TV
システム

小型
分包機

電話
交換機
更新
厨房機器
更新

X選TV
システム

冷暖房
設備
更新
厨房
消毒補完庫

更新

年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27

老人クラブによる元気づくり

スポーツ大会や学習活動の実施など老人クラブに対
する事業費の補助

敬老会の運営

敬老会として７５才以上の高齢者を対象に米寿・金
婚のお祝いを含む式典と食事会を開催

保養事業の運営

町内施設を利用した老人クラブが行う保養事業に対
する補助

ウォーターランド入館優待事業

高齢者がウォーターランドを利用する際の入館料を
軽減

シルバー人材センター補助事業

シルバー人材センターが実施している地域社会での
活動に対する補助

交流機会・学習活動・ス
ポーツ活動の促進

地域社会での活動支援

3 自立を支援する障害者福祉の推進

相談支援機能の充実

障害者相談支援専門員の設置

障害者（児）とその家族の方の地域における生活を
支援するため、福祉サービスの利用や各種制度の活
用に関することなど、様々な相談に応じる身近な相
談支援専門員（３人）を設置

日常生活支援体制の整備

居宅介護サービスの提供

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調
理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相
談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を実施

就労・余暇活動等の促進
と支援

地域活動支援センターの設置

地域において自立した日常生活又は社会生活を営む
ことができるよう、創作的活動又は生産活動の機会
の提供及び社会との交流の促進を図るため、地域活
動支援センターを設置

4 子育ての支援、児童福祉の充実と次世代育成
保育所における保育サー
ビスの充実

南条地区認定こども園の整備
保育所における保育サービスの充実 障害児（者）保育への対応（人材確保）

子育てに対する支援の強
化

子育てに対する支援の強化

子育て支援センターの役割と利用促進の周知および
専門的な相談体制の整備

児童館活動の推進

児童館活動の推進

南条児童館改修
地域や団体、異年齢との交流

子どもの居場所づくり

放課後児童クラブの体制整備

指導者の確保

子育てに対する意識の向
上

子育てに対する意識の向上

小中学校と児童福祉施設との交流活動の実施

親から子への郷土愛の伝
承

親から子への郷土愛の伝承

親子で考えるふるさとの魅力再発見イベントの開催

結婚に対する支援

結婚アドバイザー養成
(地域少子化対策強化交付金事業)

婦人福祉協議会と協力をして結婚アドバイザー養成
などの人材を育成
・縁結びさんの養成
・婚活支援や結婚相談など事業の展開

5 協力し助け合う地域福祉の推進
町公共施設等現地調査の実施

町身体障害者連合会役員とともに、公共施設バリア
フリー化進捗状況確認のため現地調査を行い、高齢
者や障害のある人に配慮したバリアフリー化を推進

公共施設バリアフリー化
改修工事

公共施設のバリアフリー化工事の実施

公共施設のバリアフリー
化の推進

心のバリアフリーの浸透

小中学校で交流会及びボランティア 小中学校で夏休みや冬休みを利用した障害者等との
交流会や講習会の開催
講習会

福祉意識の醸成

福祉意識改革のセミナー

定期的な福祉意識改革セミナーの開催

地域活動の担い手づくり

ボランティアリーダーの育成

社会福祉協議会やボランティア団体等と連携した地
域で身近な福祉活動を行うリーダーなどの人材育成
の支援

総合相談体制の構築

職員の講習等の受講

毎年、社会保障制度に関する講習等の受講
（苦手分野の知識を習得）

H28

H29

H30

H31

基本目標

第2章

安全安心して暮らせるまちづく

基本施策

細施策

事務事業
地域防災計画の推進

15

防災体制の充実

地域防災施設・設備の充実
消防団の充実

安全な環境づくり

道路交通網の整備

上下水道の整備

自然環境との共生

原子力情報の提供

16

原子力安全対策の充実

17

地域防犯体制の充実

18

交通安全対策の充実

交通安全対策の推進

19

町民生活相談の充実

町民生活相談体制の整備

20

幹線道路の整備

地域間を結ぶ幹線道路の整備促進

21

生活道路の整備

生活に密着した道路の整備

22

上水道の安定供給

水道施設の整備と管理

23

下水道の普及・管理と再利用

下水道及び合併浄化槽の普及・管理と再利用

24

自然環境の保全と衛生環境の整備

25

住宅の整備

原子力防災対策の充実
地域防犯対策の強化
防犯体制の充実

森と里の保全、衛生体制の充実
河川・海岸の保全と美化活動の推進
町営住宅の充実
移住定住の促進

26

快適な住環境づくり

公共交通手段の充実

住環境の整備

北陸新幹線の整備促進
克雪対策の充実

27

ケーブルテレビ事業の充実

行政自主放送番組の充実
生活を支援するインフラ環境整備

15 防災体制の充実
年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27

地域防災計画の推進

防災訓練の実施

防災訓練の実施

南越前町防災行政無線等整備事業

音声告知放送設備3,500台の更新
防災行政無線（同報系）整備
親局1式、中継局1式、
屋外拡声子局73か所

防火水槽の計画的更新

消防水利整備計画に基づく耐震性防火水槽の計画的
な更新

今庄住民センター
地域防災施設・設備の充実 耐震大規模改修工事

補強計画・実施設計
耐震大規模改修工事

１式
１式

ふるさと交流ｾﾝﾀｰきらめき
耐震診断業務

耐震診断業務

南条地区公民館
耐震大規模改修工事

補強計画・実施設計
耐震大規模改修工事

１式
１式

勤労者体育センター
耐震改修工事

補強計画・実施設計
耐震改修工事 １式

１式

１式

今庄消防団団車庫、詰所の整備
消防団の充実

消防団の充実
女性消防団の結成

16 原子力安全対策の充実

17 地域防犯体制の充実
地域防犯対策の強化

防犯体制の充実

防犯隊組織の再編協議

交通安全対策の推進

交通安全施設の整備

18 交通安全対策の充実
交通安全対策の推進

H28

H29

計画策定

改修工事

H30

H31

年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27

19 町民生活相談の充実

20 幹線道路の整備
地域間を結ぶ幹線道路の整備促進
県道・国道改良等事業負担金

国道や県道の改良等および急傾斜地崩壊対策事業等
県営事業に対する負担金の執行

21 生活道路の整備
上平吹橋橋梁架替事業

上平吹橋の架け替えの実施

スマートＩＣ周辺道路改良事業

南条スマートICへのアクセスを向上するため、町道
柳町線及び八斗田線の道路改良の実施

町道具谷線道路改良事業

国道8号への安全なアクセスを確保するため、町道
具谷線の道路改良の実施

町道岩谷線道路改良事業

観光客の利便性向上を図るため、町道岩谷線の舗装
等の実施

北国街道高質化整備事業

北国街道の舗装の高質化の実施

路地空間高質化事業

今庄宿の路地の高質化の実施

南条サービスエリア連結事業

南条サービスエリアに連結する駐車場や物販施設の
整備

町道改良事業

町道の改良の実施

橋梁長寿命化修繕事業

橋梁の長寿命化を図るため、橋梁寿命化計画による
計画的な修繕の実施

町道維持補修事業

町道の維持補修の実施

町道舗装整備事業

町道の舗装の実施

町道交通安全施設整備事業

町道交通の安全施設の整備

町道排水施設整備事業

町道の排水路の整備

水道施設管理業務委託事業

町内12施設の維持管理を業者へ委託して実施

上水道施設整備事業

町内12施設の維持修繕

新水道ビジョン策定事業

新水道ビジョンの策定

生活に密着した道路の整備

22 上水道の安定供給

水道施設の整備と管理

23 下水道の普及・管理と再利用
下水道及び合併浄化槽の
普及・管理と再利用

下水道施設整備事業

町内13施設の維持修繕

24 自然環境の保全と衛生環境の整備
不法投棄看板
森と里の保全、衛生体制
の充実

不法投棄禁止看板の作製と設置

新ごみ処理焼却施設整備に伴う町負 南越清掃組合が進める新焼却施設整備の推進と負担
金の執行
担金
今庄斎場維持修繕費

斎場設備の維持修繕

H28

H29

H30

H31

年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27

河川維持補修事業

河川構造物の維持補修

砂防河川浚渫事業

砂防河川の浚渫の実施

町営住宅改修事業

町営住宅の長寿命化を図るため、公営住宅長寿命化
計画による計画的な改修の実施

旭区宅地造成事業

大鶴目簡易平屋跡地の宅地造成

東大道区宅地造成事業

嶋田繊維跡地の宅地造成

住宅団地整備計画の策定

住宅団地整備計画の策定

空き家改修事業

利用可能な空き家を移住希望者向け体験施設や賃貸
住宅、地域交流の場等として改修

移住定住者支援事業

移住定住者に対する住宅の取得や改修費の補助

移住定住促進事業

移住定住促進施策を一元的に情報提供できる体制の
整備と県内外で実施される相談会等への参加

ＮＰＯ法人や地域団体等との連携

移住定住にかかる施策を展開するＮＰＯ法人等の立
ち上げおよび運営支援

地域おこし協力隊事業

地域おこし協力隊と連携した移住定住施策の展開

市町生活交通維持支援事業

地域住民の日常生活に必要不可欠な交通手段を確保
するため、県が予算の範囲内で補助金を交付（補助
率1/2又は限度額）

広域生活バス路線維持対策事業

地域住民の日常生活に不可欠なバス路線を維持する
ため、バス路線事業者が町内で生活路線バスを運行
する経費に対し、補助金を交付

生活路線バス利用促進事業
（運賃補助）

福井鉄道㈱が運行する生活路線バスの利用促進を図
るため、当該路線バスに乗車する者に対する運賃の
補助

河川・海岸の保全と美化
活動の推進

25 住宅の整備

町営住宅の充実

26 住環境の整備

移住定住の促進

公共交通手段の充実

福井鉄道(株)が運行する生活路線バスの路線維持及
生活路線バス利用促進事業（買い支
び利用促進を図るため、所要経費に対し補助金を交
え）
付
学生学期定期券購入補助

北陸新幹線の整備促進

福井鉄道㈱が販売する学生専用定期券『キャンパ
ス』の購入補助

円滑な用地取得と早期の工事着手を図るため、地元
北陸新幹線関連公共施設等整備事業 支援に対する県補助事業の活用
町道消雪施設整備事業

無雪化計画による町道消雪施設の整備

除雪機械整備事業

除雪ドーザの整備

克雪対策の充実

27 ケーブルテレビ事業の充実
通信インフラ整備
生活を支援するインフラ
環境整備

民間企業と共同した通信インフラ整備（光ケーブル
化）の推進

災害時を想定したCATV線の強靭化 今庄と河野のサブ局を結ぶCATV連絡線の強靭化
（2重化）事業の推進
事業
施設維持費

ケーブルテレビ施設の維持

H28

H29

H30

H31

基本目標

第3章

活き活きと働けるまちづくり

基本施策

細施策

事務事業
農業の振興と基盤整備

28

農林水産業を支える基盤の整備充実と
保全

農林水産業の振興

林業の振興と基盤整備
水産業の振興と基盤整備

商工業の振興

6次産業化の推進

29

6次産業化と地産地消の推進

30

商工業の振興

魅力ある店づくり

31

雇用の創出

企業誘致と起業の促進

32

観光基盤の整備充実

33

観光情報発信の強化

観光の振興

地産地消の推進

観光施設の整備と活用の促進
観光ネットワークの構築
観光PRの推進
イベントの開催

28 農林水産業を支える基盤の整備充実と保全
年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27

農業経営の法人化等支援事業

集落等を単位とした農作業受託組織を基礎として設
立された集落営農組合等の法人化に対し支援金を助
成

新規就農総合支援事業

経営安定化の支援と定着を促進のため、45歳未満
の新規就農者に対する給付金の交付

多面的機能支払制度

農地の多面的機能を維持・発揮するための地域活動
や営農活動を行う協定組織に対し交付金を交付
・農地維持支払
・資源向上支払

中山間地域等直接支払事業

Ｈ27～第4期対策
中山間地域の条件不利な農地を保全・耕作するため
の共同活動等に対し交付金を交付

中山間地域農地保全事業

耕作放棄地発生の抑制を図るため、6年以上の利用
権を設定して農地を耕作・保全管理する耕作者に対
し、農地のランクに応じ交付金を交付

農地中間管理機構業務

農地中間管理機構の行う利用集積の業務を町が受託
して実施

県営中山間総合整備事業

農業用用排水施設整備
Ｌ＝9,760ｍ
（取水口、除塵機、パイプラインなど）
暗渠排水整備
Ａ＝8.3ha
客土整備
1式
農業集落排水施設整備
1式
農業集落防災安全施設整備 1式
測量試験費
1式

鳥獣害対策協議会補助金

有害鳥獣の追い払い駆除、防護柵の設置など鳥獣害
対策の活動を行う協議会への補助金の交付

有害鳥獣駆除委託

捕獲檻の設置、獣による殺処分などの業務を猟友会
に委託して実施

町有林整備事業委託

町有林の保全のため、雪起こし・獣害防止ネット巻
きなどの作業を町森林組合に委託して実施

造林事業補助金

良質な樹木を育成するため、除間伐、ネット巻き、
枝打ち等の作業を行う町森林組合に対し補助金を交
付

間伐材利用搬出促進事業補助金

間伐材の利用促進と拡大を図るため、町森林組合が
行う間伐材搬出にかかる経費の助成

造林作業路事業補助金

計画的・安定的に間伐材を搬出し、かつ作業の効率
化を図るため、森林組合が行う作業路等の整備に対
し補助金を交付

産地水産業強化支援事業

水産業の魅力発信、若者の就業促進など水産業の活
性化を図るため、産地協議会が行う、体験漁業や魚
のさばき方教室などの事業に対し補助金を交付

資源管理型漁業の促進

海洋資源維持のため、嶺北地域栽培漁業推進協議会
より稚魚・稚貝を購入し放流する経費の助成

漁港施設の機能保全

漁港施設の長寿命化を図るため、「機能保全計画」
を策定し、計画的に保全事業を実施

漁礁の設置

漁業資源の保護と増殖を図るため、福井県の計画に
盛り込んだ上で、計画的な漁礁の設置を要請

農業の振興と基盤整備

林業の振興と基盤整備

水産業の振興と基盤整備

H28

H29

H30

H31

年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27

29 6次産業化と地産地消の推進

6次産業化の推進

地産地消の推進

ネットワーク会議の設置

事業者間、地域間の連携を図り、６次産業化の活性
化を図るため、ネットワーク会議を設置、運営
・情報交換や新たな活動に関するアイデアなどを出
し合い、活動の充実を図る

地場野菜等出荷奨励事業

地場野菜の生産振興を図り、地産地消を推進するた
め、直売所や学校給食、ＪＡ等に出荷する生産組合
に対し、販売額に応じて交付金を交付

地場水産品等出荷奨励事業

地元水産物や水産加工品の流通拡大や地産地消を推
進するため、直売所「四季菜」に出荷する生産者に
対し、販売額に応じて交付金を交付

地場産給食推進事業

学校給食への地場産食材の供給を拡大し、新たに給
食へ生産物を提供するため、ハウス等を整備する生
産者に経費の一部を助成

商工会補助金

町商工会育成に対する補助

中小企業経営安定資金預託金

中小企業者に対し設備資金や運転資金を融資するた
めに、指定金融機関に預託

30 商工業の振興

魅力ある店づくり

設備近代化資金の融資を受けた時の融資に係る利子
設備近代化資金利子補給事業補助金 補給
小売商業設備近代化資金利子補給事 小売商業者が、設備近代化資金の融資を受けた時の
融資に係る利子補給
業補助金
中小企業経営安定化資金利子補給事 中小企業者が、中小企業経営安定化資金の融資を受
けた時の融資に係る利子補給
業補助金

31 雇用の創出
工業振興助成金

一定規模以上の工場を建設する場合に、用地取得費
の助成金、雇用促進奨励金を交付

空き工場等活用助成金

町内の空き工場等の活用を行う事業者に対する助成

観光出向宣伝

県内・外への出向宣伝の実施

北前船歴史空間再生プロジェクト
ハード事業

北前船主通り歩道路面整備、右近家離れ改修

観光ネットワーク推進事業

町内観光事業者等で構成する観光ネットワーク推進
会議による観光資源を活かした観光客誘致支援
・宿泊助成券、出向宣伝、観光施設利用割引券等

今庄観光協会補助金

今庄観光協会組織強化に対する補助

河野観光協会補助金

河野観光協会組織強化に対する補助

越前海岸観光振興補助金

越前海岸観光協会連合会組織強化に対する補助

企業誘致と起業の促進

32 観光基盤の整備充実

観光施設の整備と活用の
促進

観光ネットワークの構築

観光ボランティアガイド育成支援事
観光ボランティア組織強化に対する補助
業補助金

H28

H29

H30

H31

年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27

33 観光情報発信の強化
観光ＰＲ印刷媒体作成補助金

観光PRの推進

イベントの開催

町の魅力をＰＲする観光素材を題材にしたポスター
等を作成する観光関係団体に対し、補助金を交付

北前船寄港地の集いの開催、観光ガイドの育成、北
前船主ＰＲグッズ作成等
北前船歴史空間再生プロジェクトソ 旅行会社等とタイアップした観光ルートの構築、新
フト事業
たな観光資源をＰＲするポータルサイトの構築並び
に誘導サインの作成等
山海里ＰＲ隊

山海里ＰＲ隊を有効活用した出向宣伝やイベントで
の観光情報発信の促進

そばまつり

そばまつりの開催

はすまつり

はすまつりの開催

河野夏まつり

河野夏まつりの開催

魚と運動会事業補助金

魚と運動会の開催に対する補助

街道浪漫・今庄宿開催補助金

街道浪漫・今庄宿開催に対する補助

荒波フェスタ開催補助金

荒波フェスタ開催に対する補助

水仙まつり開催補助金

水仙まつり開催に対する補助

カタクリの花まつり開催補助金

カタクリの花まつり開催に対する補助

敦賀河野間バス運行補助金

河野観光協会が運行している敦賀河野間バス運行に
対する補助

大漁まつり開催補助金

大漁まつり開催に対する補助

体験漁業船保険料助成金

体験漁業を実施する漁船の保険料の助成

H28

H29

H30

H31

基本目標

第4章

人と文化を育むまちづくり

基本施策

細施策
34

就学前の教育・保育の充実と連携の強化

35

「生きる力」を育む学校教育の充実

36

安全な教育環境の整備

豊かな人間性を育む教育の充実と環境の整備

事務事業
人間性を育くむ教育・保育内容の充実
保護者との連携体制づくり
教育内容等の充実
特色ある学校づくりの推進
安全で安心して通える学校づくりの推進
家庭の教育力の向上

37

地域・家庭教育の推進

地域の教育力の醸成
学校・家庭・地域の連携強化
青少年の育成

38

障害のある子どもたちの教育の充実

共に学ぶ機会の充実
学習指導等の推進
生涯学習内容の充実と機会の提供

39

生涯にわたる学習社会の充実

生涯学習環境の充実

地域の拠点となる公民館活動の推進
図書館の利用促進

40

生涯スポーツの振興

41

歴史・伝統文化の保存と継承

42

芸術・文化の振興

歴史文化の継承と芸術文化の振興

生涯スポーツの振興と交流の促進
伝統、文化の継承
文化財の保存と活用
芸術鑑賞会等の開催
芸術・文化団体の支援、育成

34 就学前の教育・保育の充実と連携の強化

35 「生きる力」を育む学校教育の充実
年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27

小学校外国語教育の推進
教育内容等の充実

小学校の英語教育推進のためＡＬＴや外国語サポー
ト員の配置

不登校や肢体不自由や精神的にサポートを必要とす
「不登校」や「気がかりな子」への
る児童に対するきめ細やかな学習支援を図るため支
支援
援員を配置

伝承料理、郷土芸能の体験学習

米作りやつるし柿、海の幸を使っただしじゃこづく
り等伝統料理や古くから今庄、上野に伝わるはねそ
踊りや龍神太鼓等の伝統芸能の保存会の方をゲスト
ティーチャーとして招いた体験学習の実施

郷土芸能の体験学習

古くから今庄、上野に伝わるはねそ踊りや龍神太鼓
の保存会の方をゲストティーチャーとして招いた体
験学習の実施

特色ある学校づくりの推進 地域力向上推進協議会の設立

学校と地域ボランティアグループが地域力を活かす
ための意見交換と連絡調整を行う地域力向上推進協
議会の設立、運営

人材育成センターの設立

郷土芸能、伝承料理、農作業等経験豊富なボラン
ティアを登録し、保幼小中からの要望に応じてボラ
ンティアを派遣する人材育成センターの設立、運営

キャリアチャレンジ１４

中学２年生を対象に町内事業所での５日間連続の職
場体験の実施

ボランティア活動の推進

小中学生による公共施設の清掃や河川、海岸の清掃
ボランティアの参加推進

36 安全な教育環境の整備

安全で安心して通える学
校づくりの推進

管内小中学校再編計画策定事業

管内小中学校の適正規模の検討

学校ICTデジタル教科書等整備事業

教育のIT化に向けた環境整備

スクールバス運行事業

登下校におけるスクールバスの運行

H28

H29

H30

H31

年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27

37 地域・家庭教育の推進
地域の教育力の醸成

ふるさとの良さの継承事業

高齢者による地域特有の伝承遊びや歴史・文化を子
どもたちに伝えていく活動を支援

青少年の育成

青少年の育成

補導委員を対象とした各種講習会の開催

38 障害のある子どもたちの教育の充実

共に学ぶ機会の充実

保護者と学校との相互理解事業（障 保護者と学校との間での意見交換の場に、専門カウ
害のある子どもたちの教育の充実） ンセラーを活用した相互理解の促進支援

39 生涯学習環境の充実
生涯学習内容の充実と機
会の提供

生涯学習講座の充実

生産年齢層や特に若年層の受講率をアップさせる魅
力ある講座の開催

ブックスタート事業

乳幼児の頃から本に親しみ、読書を習慣にしてもら
うためにその第一歩となる絵本を乳幼児健診（６か
月）の際に読み聞かせして贈呈

図書館システム更新事業

図書館システムの更新

花はす早朝マラソン大会開催事業

花はす早朝マラソンの開催

体育協会育成事業

体育協会の活動に対する補助

スポーツ少年団育成事業

スポーツ少年団の活動に対する補助

地区体育大会競技用具更新事業

地区や各集落で開催している体育祭の競技用具の購
入及び更新

桜橋総合運動公園整備事業

国体の施設整備基準に応じた施設整備の実施

今庄グラウンド樹木等管理事業

今庄グラウンドヒマラヤスギの剪定及び伐採

今庄グラウンド照明塔塗替え工事

照明塔支柱の塗装の塗替え

宅良体育館床修繕工事

体育館床修繕
・ウレタン塗装及びライン張替など

図書館の利用促進

40 生涯スポーツの振興

生涯スポーツの振興と交
流の促進

H28

H29

H30

H31

年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27

41 歴史・伝統文化の保存と継承
伝統、文化の継承

文化財の保存と活用

文化財サポーター活動事業

サポーターの募集と講習会の実施

歴史の道・史跡整備事業
（杣山城跡）

杣山城跡
・整備基本計画の策定(~H28)
・発掘調査報告書の作成（H28~29)
・整備事業の基本設計(H30)
・整備事業の実施設計(H31)

歴史的建造物
保存推進事業
（今庄宿／伝建）

今庄宿伝統的建造物群
・伝建保存対策調査の実施（H28~29）
・伝建地区選定に向けた審議会の設置(H29~)

歴史的建造物
保存推進事業
（今庄宿／伝民）

北国街道今庄宿地区
・福井の伝統的民家普及促進事業

歴史的建造物
保存推進事業
（北前船主邸・中村家）

中村家住宅
・防火設備の設置

基幹事業
・地域生活基盤施設(広場・情報板)
・高次都市施設(観光交流ｾﾝﾀｰ)
・高質空間形成施設(緑化施設等)
社会資本整備総合交付金事業
・既存建造物活用事業(観光交流ｾﾝﾀｰ)
(都市再生整備計画:北国街道今庄宿)
提案事業
・事業活用調査
・地域創造支援事業
・まちづくり活動推進事業

芸術鑑賞会等の開催

芸術鑑賞等の開催

自主事業公演の開催

芸術・文化団体の支援、
育成

文化協議会会員の増強

文化協議会の啓発活動と積極的な会員勧誘支援

H28

H29

H30

H31

基本目標

第5章

住民主体のまちづくり

基本施策

細施策

町民と行政の協働によるまちづくり

共に活躍できる人づくり、まちづくり

事務事業
協働で取組むまちづくり参画システムの構築

43

町民参加システムの構築

44

行政情報の積極的な公開

情報提供の推進

45

人権を尊重する教育、啓発の推進

人権啓発・教育の推進

46

男女共同参画の推進

47

社会教育の推進

町民参加の拡大

南越前町男女共同参画推進プランの推進
男女共同参画意識の醸成
社会教育団体の育成と活動の支援

43 町民参加システムの構築

44 行政情報の積極的な公開
年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27
広報紙の発行

情報提供の推進

情報提供の推進
町ホームページシステム保守

45 人権を尊重する教育、啓発の推進
人権啓発・教育の推進

人権啓発と教育の推進

多様な人権啓発活動の実施

男女共同参画推進プランの推進

時代に合わせた男女共同参画推進プランの見直し

男女共同参画研修会

中学生を対象とした次世代育成のための研修会の開
催

男女共同参画講演会

男女共同参画講演会の開催

男女共同参画意識の醸成

男女共同参画推進員主催による男性向けの講座の開
催

子ども会育成補助事業

団体が自主的に活動していくための補助

壮年会育成補助事業

団体が自主的に活動していくための補助

婦人会育成補助事業

団体が自主的に活動していくための補助

青年団育成補助事業

団体が自主的に活動していくための補助

46 男女共同参画の推進
南越前町男女共同参画推
進プランの推進

男女共同参画意識の醸成

47 社会教育の推進

社会教育団体の育成と活
動の支援

検討

H28

H29

H30

H31

基本目標

第6章

効率的な行財政運営によるまちづくり

基本施策

細施策

住民の視点に立った行政サービス

事務事業
行政サービスの質の向上

48

行政サービスの充実

49

行政評価制度の導入

総合計画を軸とした事業実施と行政評価の導入

50

ITC化の推進と活用

電子自治体構築

51

効率的な財政運営方針の確立

中長期的な展望と計画性のある財政運営

窓口サービスの充実

自主財源の確保

効率的な財政運営の推進

52

自主財源の確保と歳出の見直し

受益と負担の適正化
歳出の見直し

53

職員の意識改革

人事評価制度の確立

54

行政組織の見直し

組織の見直しと職員数の適正化

55

公共施設のあり方の見直し

56

出資団体等との経費負担の適正化

経費負担区分の見直しと事業内容の精査

57

危機管理体制の充実

庁舎内の危機管理体制の充実

公共施設の統廃合の検討
チャレンジする組織改革

公共施設の民間委託化の検討
公共施設の経営健全化の推進

48 行政サービスの充実
年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27

行政サービスの質の向上

福井県自治研修所研修費負担金

福井県自治研修所における「階層別研修」及び「パ
ワーアップ研修」の受講

職員研修会実施事業

外部講師を招いての、全職員を対象とした研修会の
実施

職員事業提案事業

職員から事業提案を募り、有効な事業については、
事業を具体化し実施

49 行政評価制度の導入

50 ITC化の推進と活用
電子自治体構築

丹南広域組合自治体クラウド推進事業 業務システムの改修とサーバ運営の見直し

51 効率的な財政運営方針の確立
固定資産台帳の整備

財務書類作成の前提となる固定資産台帳（公会計
管理台帳システム）の整備

財務書類（４表）の作成・活用

財政運営や政策形成を行う上の基礎資料として財
務書類を作成、活用

中長期的な展望と計画性
のある財政運営

52 自主財源の確保と歳出の見直し

自主財源の確保

航空写真撮影

町内全域の地形撮影

家屋全棟照合作業
未評価家屋特定作業

未評価家屋及び滅失家屋の検証

住宅用地認定作業
地目判別照合作業

町内全域の土地の現況資料を作成

土地家屋現地確認作業

作成データを基に土地・家屋の現地調査

路線価評価導入

町内全域の評価基準統一準備

航空写真撮影
森林簿データ作成作業

町内全域の地形撮影

路線価評価導入
画地評価導入
土地家屋現地確認作業

町内全域の評価基準統一

H28

H29

H30

H31

年度別事業計画
事務事業名

事業名

事業概要
H27

53 職員の意識改革

54 行政組織の見直し

55 公共施設のあり方の見直し

公共施設の統廃合の検討

固定資産台帳の整備（再掲）

財務書類作成の前提となる固定資産台帳（公会計
管理台帳システム）の整備

公共施設等総合管理計画策定業務

計画策定

1式

今庄プール解体工事

解体工事
舗装工事

１式
１式

旧宅良保育所解体工事
※解体と決まった場合

解体工事

１式

ときめき解体工事
※解体と決まった場合

56 出資団体等との経費負担の適正化

57 危機管理体制の充実

H28

H29

H30

H31

