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　永平寺町は、平成28年2月に新町合併10周年を迎えました。
　これまで、旧３町村の枠を超えた一体感の醸成と均衡ある発展を目指して、
さまざまな施策や新たなまちづくりに取り組んでまいりました。
　この間に社会情勢は大きく変化を遂げており、まちづくりに対する住民
ニーズは、複雑かつ多様化してきております。
　こうした状況を踏まえ、この度平成29年度から10年間のまちの将来像を実現
するための道筋を示した「第二次総合振興計画」を策定いたしました。計画に

基づき、地方創生と連携した人口減少の抑制や子どもや高齢者の支援、防災に強いまち、人・企業を
町に呼び込む好循環施策、未来への投資にしっかりと取り組んでまいります。
　町民と行政がそれぞれの立場で役割を担い、責任を果たしながら協働と連携によって英知を結
集する、いわゆる「町民力」がこれからのまちづくりの最大の力です。
　町民一人ひとりが地域の主役となり、地域に関わるすべての主体がつながり、感動がめぐるま
ちづくりを推進してまいります。
　　平成29年３月

ごあいさつ

基本構想基本構想

永平寺町長

ま ち の 将 来 像

ま ち づ く り の 基 本 目 標

　このまちの強みに気付き、今あるものを大切に育てるとともに、ふるさとの魅力につな
げ、10年後、20年後も、私たちや私たちの子や孫の世代が、大好きなふるさとを創造し
ていきます。

めぐる感動　心つながる清流のまち　えいへいじ
◆未来を創る◆

将来像の実現に向けて、７つの分野別に基本目標を定め、まちづくりに取り組みます。

 

 

 

 

将来人口（2026年） 
19,200 人を目指す 

＜人口の見通し＞ 

（2015年） 
19,883 人 

長期的将来である平成52年（2040年）には、平成22年（2010年）の人口から
約16％減少すると推計されることから、出生数や社会動態の転入数の増加に
寄与する施策・事業を推進し、総合的な人口減少対策に取り組みます。

（総合振興計画目標値）
※国勢調査

⑴豊かな人間性と
  文化を育む、 ゆとりに
　　　満ちた人づくり

（２）健康で心が
　　ふれあうやさしい
　　　　　まちづくり

（３）安心して安全に
　　暮らせる
　　　　　まちづくり

（４）地域の価値を高め
　　賑わいのある
　　　　　まちづくり

 （５）快適で
　 うるおいのある
　　美しいまちづくり

（６）新しいつながり・
    絆でひらく、
    連携と協働のまちづくり

（７）健全な
　 財政運営に向けて
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総 合 振 興 計 画 と は

スマイルプロジェクト（連携プロジェクト）

▶�総合振興計画は、町が実施する、環境や経済、福祉、教育、まちの基盤整備
などあらゆる分野の施策について、長期的な視点に立って取りまとめた計画です。

　第二次永平寺町総合振興計画は、基本構想・基本計画・実施計画で構成されます。

　本町では平成27年（2015年）10月に地方創生を推進するための戦略である「永平寺町まち・
ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、魅力あるまちづくりを進めることで、全体として人を
呼び込むことを基本目標（戦略の４つの柱）として、集中的に取り組んでいます。
　そこで、総合振興計画と一体的な推進を図り、連携した施策を展開するため、前期５年
間（平成29 ～ 33年度）に戦略的に取り組むべき施策として、永平寺町まち・ひと・しごと
創生総合戦略の施策を総合振興計画ではスマイルプロジェクトとして連携して取り組みます。

 

ふる里基本構想ふる里基本構想

ふる里基本計画ふる里基本計画

ふる里実施計画ふる里実施計画

　「永平寺町の地域特性を活かした、結婚・出産・子育ての希望をかなえる」ため、
子育てにやさしいまち、子育てと仕事が両立できるまちを目指した施策を進めます。

　「永平寺町への新しい人の流れをつくる」ため、住みよいまちづくりを進め
ます。また、学生参画によるまちづくりをとおして、多くの若い人々が交流す
るまちを目指すとともに、永平寺町の魅力発信の強化も進めていきます。

　生活に必要な日常サービスにアクセスしづらい状況を改善するため、自治会間
の連携を進めるとともに、公共交通機関の再編を進め、歩いて行けるまちづくり
を目指します。さらに、「小さな拠点」、「暮らしの拠点」となりうる施設での公共
サービスやボランティア活動を推進します。

　「永平寺町の地域資源を活用した安定雇用を創出する」ため、永平寺町の地域
特性や強みを活かした雇用の創出を行います。
　産学官連携による産業振興、地域企業支援、起業支援なども積極的に進めてい
くとともに、農業の担い手不足にも対応していきます。

計画期間10年：平成29年度～平成38年度
・本町のまちづくりの最高理念であり、まちの将来像、施策の大綱、基本目標

を示すものです。

計画期間5年：前期(H29～ H33)と後期(H34～ H38)の各5年間
・基本構想に基づく町政の基本的な計画であり、施策の基本的方向と施策の体

系を示すものです。

計画期間3年：向こう3か年分を毎年策定
・基本計画に基づく具体的な計画であり、取り組みの具体的な事務・事業

の内容・財源を示すものです。

スマイル目標４　安全・安心の地域づくりプロジェクト

スマイル目標３　定住・移住・交流プロジェクト

スマイル目標２　雇用創出プロジェクト

スマイル目標１　子育て支援プロジェクト
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基本施策

まちづくり
基本目標１ 豊かな人間性と文化を育む、ゆとりに満ちた人づくり

　地域全体で子どもの育ちと子育て家庭を支援するとと
もに、学校、家庭、地域が一体となった教育力の向上を
図り、豊かな人間性を育む子育て支援の推進を目指しま
す。町民が生涯を通じて学びやスポーツ活動の機会を得
ることで一人ひとりの潜在能力を伸ばし、その成果を適
切に活かすことができるまちづくりを進めます。
　また、本町の豊かな自然環境や先人達が培ってきた地
域の文化を大切に保全し、次世代へ継承していきます。

笑顔がはじける子どもたち 文化祭 校門で一礼する生徒

１　子育て支援の充実
２　家庭・地域の教育力の向上
３　生涯学習の充実
４　生涯スポーツの推進
５　学校教育環境の充実
６　地域文化の振興

基本計画基本計画

 
 

  

 

 

40.1%

30.9%

28.5%

27.6%

27.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

日常の買い物などが便利なまち

特色ある祭りやイベントのあるまち

多くの観光客が訪れる活気あるまち

電車・バスなどの交通が便利なまち

公園や広場などの遊び場が
充実しているまち

46.3%

33.1%

28.9%

28.4%

21.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

病院や福祉サービスが充実していて、
安心して暮らせるまち

保育所など子育て環境が充実しているまち

九頭竜川、田園風景、きれいな水に
恵まれた自然が豊かで美しいまち

犯罪や事故などが少ない安心・安全なまち

学校などの教育が充実していて、学習する
環境が整っているまち

永平寺町をどのようなまちにしたいかを尋ねたところ、
中学生は「日常の買い物などが便利なまち」が、町民は
「病院や福祉サービスが充実していて、安心して暮らせ
るまち」が最も高くなっています。 ま

ち
づ
く
り
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果 （
平
成
28
年
６
月
実
施
）

中学生

18歳以上
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基本施策基本施策

まちづくり
基本目標３ 安心して安全に暮らせるまちづくり

　災害に備え、事故や犯罪の起きにくい地域づくり
に、町民と行政などがまちぐるみで取り組み、暮ら
しに不安のない、住みよい環境を目指します。
　先人によって守られてきた豊かな自然環境を後世
に引き継ぎ、また快適な住環境を確保するため、町
民一人ひとりが環境保全や美化に対する意識を高め
ながら、行政、町民、事業者、関係団体などが協働
して環境負荷の少ないまちづくりを進めます。

防災訓練 朝の交通安全運動 消防本部

基本施策

まちづくり
基本目標２ 健康で心がふれあうやさしいまちづくり

　町民誰もが生涯にわたり元気で、心穏やかに住み
慣れた地域で暮らすことができるまちづくりを目指
します。
　お互いに支えあえる環境を目指すとともに、高齢
者や障害者など支援を必要としている人に適切な
サービスを効果的に提供することができる体制の充
実を図ります。また、町民が自身の健康について考
え、健康づくりに積極的に取り組むことのできる環
境づくりを進めます。

集団健診 福祉ボランティア 育児相談

１　生涯を通じた健康づくり
の推進

２　地域医療体制の推進
３　地域福祉の推進
４　高齢者福祉の充実
５　障害者（児）福祉の充実
６　安定した社会保障制度の

推進

１　自主防災組織と連携した
災害対策の充実

２　消防・救急体制の充実
３　交通安全対策の強化
４　防犯活動の強化
５　自然環境の保全、生活環

境の確保
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基本施策

基本施策

基本施策

基本施策

まちづくり
基本目標４

まちづくり
基本目標５

地域の価値を高め、賑わいのあるまちづくり

快適でうるおいのある美しいまちづくり

　交通ネットワークの整備により高まる立地条件、
地域資源、地域性を最大限に生かしながら、企業誘
致や新たな産業の育成を進めます。
　観光、農林水産業、商工業などの連携した振興に
より、経済活動が町内で循環するように地域産業の
活性化を図るとともに、幅広い世代に対応した新た
な就労機会を創出し、賑わいのあるまちづくりを目
指します。

　町民が快適に暮らすことができるように、公園・
緑地の整備や多様なライフスタイルに応じた居住環
境への支援、美しく親しめる水環境の実現に努め、
うるおいのある快適なまちづくりを目指します。
　道路と公共交通網は、周辺市町とのネットワーク
化を進め、町内の往来に利便性の高いまちづくりを
目指します。

地域特産品のＰＲ

福井北ジャンクション
・インターチェンジ

永平寺大燈籠ながし

えちぜん鉄道

道の駅禅の里・永平寺温泉

京善地区の伝統的民家

１　観光の振興
２　農林水産業の振興
３　商工業の振興
４　雇用環境の充実

１　道路網の充実
２　公共交通の充実
３　景観の保全・形成
４　快適な住宅の整備促進
５　上水道・下水道の充実
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基本施策

基本施策

基本施策

基本施策

まちづくり
基本目標６

まちづくり
基本目標７

新しいつながり・絆でひらく、連携と協働のまちづくり

健全な財政運営に向けて

　町民の主体性を尊重し、町民と行政が相互の信頼
と理解に基づいた協働のまちづくりを目指します。
　誰もが地域社会の一員として、人と人のつながり
を持ち、地域の様々なコミュニティ活動や交流活動
を通じて、多様な価値観や異なる文化への理解を促
進し、互いに尊重しあえる多様性のあるまちづくり
を目指します。

　限られた財源の中で効率的かつ効果的な行財政運
営を推進していくため、事務事業の見直しや公共施
設の更新、統廃合、長寿命化などの行財政改革を強
く推し進め、町民ニーズを的確に捉えながら、町民
と行政がともに歩み健全で自立したまちづくりを目
指します。

町民まちづくり会議

窓口サービスの充実

地域をつなげるイベント 張家港市中学生との交流

１　参画と協働によるまちづ
くりの推進

２　地域活動の活性化・活動
支援

３　若者が参画するまちづく
りの推進

４　人権の尊重
５　国際交流の推進
６　男女共同参画社会の推進

１　安定した財政運営の推進
２　効率的・効果的な行政運

営の推進
３　行政サービスの向上



策 定 の 趣 旨

計 画 推 進 に 向 け て

　本町では、平成18年２月の町村合併後、「うるおい・やすらぎ・人がきらめくまち えい
へいじ」を将来像に掲げた「永平寺町総合振興計画」（平成20年度～平成29年度）に基づ
き、総合的かつ計画的な政策・施策を推進してきました。
　少子高齢化の加速、人口減少社会の到来、環境意識の高まり、情報の高度化、地方分権
の進展等、永平寺町を取り巻く社会環境が変化していることから、目標年次を前倒して
平成29年度以降のまちづくりの指針となる第二次永平寺町総合振興計画を策定しました。

▶みんなでまちづくりに取り組みます。
　町民のみなさん、関係団体、事業者などの積極的な参加と参画を促進
します。そして、行政との適切な役割分担を行いながら協働によるまち
づくりを進め、より効果的な計画の推進を図ります。

▶みなさんの視点を取り入れた進行管理を進めます。
　ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理により、
効率的・効果的な行政経営につなげます。また、
計画の進行管理にあたっては、外部（町民や学
識経験者など）の視点を積極的に取り入れた仕
組みを構築し、透明性や客観性を高めることに
より、計画の実効性を確保します。

総合振興計画策定の経緯

▶多くの方々に参加していただきながら、策定した計画です。
　第二次永平寺町総合振興計画の策定にあたっては、町内の中学校に在籍する中学２年生
および３年生371人と町民2,000人を対象とした「永平寺町のまちづくりに関する
アンケート調査」を実施し、多くの方々からご回答をいただきました。
　庁内には「振興計画策定委員会」と「振興計画策定ワーキンググループ」を設置し、

「永平寺町総合振興計画」（平成20年度～平成29年度）の進捗状況や町民の満足度
などを踏まえて、第二次永平寺町総合振興計画案を策定しました。

　計画案は、有識者や各分野で活動する団体の代表者、
町民など、18名の委員で構成する「永平寺町振興計画
審議会」で審議いただくとともに、計画案を公表して
町民のみなさまにご意見をいただく機会であるパブリック
コメントを実施しました。その後、町議会での審議を
経て、総合振興計画を決定しました。

Ｃ（Ｃheck） 
検証・評価

Ｐ（Ｐlan）
計画の策定

Ａ（Ａction）
改　善

Ｄ（Ｄo）
実施・実行
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