
1.＜基本構想＞

2.＜基本計画および方針と基本施策＞

令和３年度事業分　坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略政策評価シート

５　地域資源を活かし活力に満ちたまちづくり

数値目標 現状値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 目標値

2.飢餓をゼロに 8.働きがいも経済成長も

9.産業と技術革新の基盤をつくろう 12.つくる責任つかう責任

14.海の豊かさを守ろう 15.陸の豊かさも守ろう

関連性の高いSDGsの１７目標

認定農業者数
214経営体

(うち法人42)
(平成30年度)

206経営体
(うち法人49)

206経営体
(うち法人49)

300経営体
(うち法人50)

(令和6年度末)

漁業生産量（底引き網漁業、沿岸漁業
の合計）

532トン
(平成24

～28年度平均)

400トン 384トン

５-１　農林水産業の振興

重要業績評価指標（KPI） 現状値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 目標値

(1)【持続可能な農林水産業の推進】
○経営的な視点を持った農林漁業者の育成とともに、ＵＩＪターン者や他分野からの新規参入者など、多様な担い手の確保に向けた取
り組みを推進します。
○ＩＣＴ、ロボット技術を活用し、誰もが取り組みやすい超省力・高品質生産を実現します。
○農業の経営基盤の強化に向けて、農地の規模拡大や集約化に取り組むとともに、大型機械の導入による省力化・効率化を図ります。
○地域資源を活用し、所得・雇用の増大や後継者の確保のため、農林水産業の６次産業化による活性化に向けた取り組みを推進しま
す。
○森林が持つ多面的機能を保全し資源の循環利用を促進するため、森林の適切な管理と木材の有効活用を推進します。
○漁業生産量の維持・向上を図るため、漁場環境や水産資源の保全等に取り組みます。
○水産物流通拠点である三国港市場の環境整備を進め、漁業者の利便性確保と地域消費者への安定供給機能の向上を図ります。

(2)【農地・森林の環境の保持】
○農地の利用状況調査や、山林の造林や伐採等により、遊休農地、森林の荒廃発生防止・解消に努めます。
○坂井市鳥獣被害防止計画に基づき捕獲檻・柵などの設置を促進し、鳥獣による被害を防止します。
○松林の維持・保全を図るため、害虫駆除対策を進めるとともに、抵抗性黒松や広葉樹などを植栽し環境改善に取り組みます。

(3)【安全・安心な地場産物の消費拡大と付加価値向上】
○坂井市で産出される高品質の農林水産物や畜産物のブランド力を強化するとともに特産化を進め、坂井市の知名度の向上を図りま
す。
○地産地消の取り組みのほか、生産者と消費者のふれあいや食についての理解を深める機会の充実により、消費拡大を図ります。
○農業用水のパイプライン化に伴う水質向上による坂井市産の高品質、高食味米をＰＲし、安全・安心な米の消費拡大を推進します。
○鳥獣被害及び家畜伝染病対策に努め、消費者に安全・安心な食を供給できる体制づくりを図ります。

(4)【農林水産物を活用した観光・交流の推進による地域振興】
○農林水産業の体験やグリーンツーリズム・エコツーリズムなど、豊かな自然と触れ合うことのできる場を観光資源として活用し、農
林漁業者の収益拡大や地域の活性化を図ります。
○「越前がに」・「甘えび」などの地域ブランドを守り、育てる体制を強化し、観光産業との連携による水産物の有効活用を図るとと
もに、地域への経済波及を促します。

3,100億円
（令和6年度）

観光客入込客数 523万人
（平成30年度）

336万人 292万人 600万人
（令和6年度）

製造品出荷額等 2,878億円
（平成30年度）

3,038億円 ―

新規就農者数 4人
（平成30年度）

0人 1人 25人
(計画期間内)

535トン
(令和6年度)

底びき網漁船隻数

坂井地区木材出荷量（材積）
14,500㎡/

年
（令和元年度）

― 25,693㎥/年 18,500㎡/年
（令和6年度）

農家レストラン・農産物直売所の来客
数

108,918人
（平成30年度）

101,837
人

92,235人 156,000人
（令和6年度）

10隻
（平成30年度）

9隻 9隻 10隻
（令和6年度）

沿岸漁業者数 122人
（平成30年度）

123人 104人 122人
（令和6年度）



3.＜具体的な事業とその実績＞

就農研修時や就農初期の新規就農者（市外出身）の、生活基盤確保や早期の経
営安定化を図ります。

農業振興課

(1)
-3

新規就農サポート事業
就農初期の生活基盤が不安定な新規就農者の早期の経営を図り、農業経営
に必要な様々な負担を軽減します。

農業振興課

№ 事業名 事業内容 所管課

№ 事業名 事業内容 所管課

決算（千円）

5,750

主な取り組み実績 予算（千円）

5,752
令和3年度に新たに1人が認定新規就農者となり、11名が新規就農者定住促進支援事業を活用
しました。市外出身の新規就農予定者の就農初期の生活確保基盤や早期経営安定化に要する経
費について支援し、市内定住を促進しました。

主な取り組み実績

令和3年度に新たに1人が認定新規就農者となり、17名が農業次世代人材投資事業を活用しま
した。農業次世代人材投資資金を受給しながら営農に取り組む新規就農者に対し、定期的な圃
場巡回指導により就農定着を推進しました。

(1)
-2

農業次世代人材投資事業
後継者及び新規就農者を確保するため、経営の不安定な初期段階の青年就
農者を継続的に支援します。

農業振興課

決算（千円）予算（千円）

24,096 22,889

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-1

新規就農者定住促進支援事業

(1)
-5

水産業振興事務事業
水産物の流通拠点である三国港市場を品質・衛生管理機能を果たすための
施設整備と、持続的な市場の運営を可能とする新たな運営体制を構築し、
水産業の振興を図ります。

林業水産振興課

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-4

水産業経営安定事業
漁業の担い手の確保及び育成や漁家経営の安定化のための、各種補助事業
の実施により、漁業生産基盤の強化を図ります。

林業水産振興課

329,125

決算（千円）

327,239

主な取り組み実績

主な取り組み実績

令和３年度は、４名に新規就業（海女）支援事業補助金を交付したほか、新規漁業就業者支援
により1名が水産カレッジに入校しました。また、４件の資金利子補給を行い、漁業生産基盤
の強化を図るほか、漁獲共済への加入助成をする事で８隻が加入し、安定した漁家経営に寄与
する事が出来ました。
また、船底清掃活動への補助実施では30隻が清掃を実施し、省エネ航行に繋げるなど漁業コス
トの縮減に寄与するほか、燃油高騰対策事業により、36隻の燃油使用量を補助する事で経営の
安定化に寄与する事ができました。

予算（千円）

13,946

予算（千円）

(1)
-6

水田農業大規模化・園芸導入事業
経営規模の拡大や園芸導入を目指す認定農業者等の、機械や施設導入に要
する経費を支援します。また、生産効率の向上や、省人化、軽労化のた
め、スマート農業への取り組みを支援します。

農業振興課

主な取り組み実績

三国港市場のリフレッシュ改修工事や工事監理を行うと共に、三国港市場振興協議会運営費補
助を実施する事で、新たな市場への改修およびその運営体制として、地元漁協の共同出資によ
る法人設立など、新しい三国港市場の開設に向けて寄与する事ができました。

予算（千円）

認定農業者20件が取り組む施設等の整備や機械導入を支援しました。 94,435 53,436

決算（千円）

15,914

№ 事業名 事業内容 所管課

決算（千円）予算（千円）

32,795 32,795

主な取り組み実績

4つの事業主体に補助金を交付し、機械導入（田植機、コンバイン等）を支援しました。

(1)
-7

地域担い手づくり整備事業
主体的な経営展開を支援するため、人・農地プランを策定した地域の中心経営
体（認定農業者・認定新規就農者）等に対し、農業機械等を購入する際の融資
残に対し補助金を交付します。

農業振興課

決算（千円）

1,903

№ 事業名 事業内容 所管課

令和3年度に新たに1人が認定新規就農者となり、1名に就農奨励金、1名に住宅確保助成金を
交付しました。認定農業者に対し、就農奨励金の交付、住宅確保のための家賃助成等を行い、
就農当初の負担を軽減することにより、新規就農者の経営安定を図りました。

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

1,903

№ 事業名 事業内容 所管課



(1)
-14

農地利用の最適化の推進
農地パトロール等による遊休農地の発生防止・解消や担い手への農地利用
の集積・集約化、新規農業者参入の促進など農地利用の最適化を推進しま
す。

農業委員会事務局

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

農地法等の法令に基づいて遊休農地の発生防止・解消に向けた農地パトロールや農地所有者等
への働きかけに取り組み、荒廃農地の解消など関係機関と連携し担い手への農地の集積を図り
ました。

12,864 11,044

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-15

農業制度資金利子補給事業 対象者の償還期間が完了するまで、利子補給を継続します。 農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

資金借入者の金利負担を軽減することにより、意欲的に生産拡大等に取り組む農業者を支援す
ることで、経営規模の拡大や安定した経営に寄与しました。令和３年度6件。

467 417

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-13

栽培漁業自立支援事業
水産資源の持続的な利用を図るため、種苗の育成・放流を行います。また将来
を見据え、県とともに養殖技術の調査・研究への取り組みを支援します。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

水産資源の持続的利用に向けアワビ（22,000個）・ヒラメ（20,000尾）・マダイ
（15,000尾）・マハタ（1,000尾）の放流を行い栽培漁業の確立に努めました。また、ウニ
の陸上養殖施設整備に向け、基本計画を策定しました。（R２年度繰り越し事業　予算・決算
ともに 3,630千円）

6,204 5,820

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-11

人・農地問題解決推進事業
地域の農地の担い手の確保、担い手への農地の集積・集約の促進を行いま
す。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

農地を担い手に新たに集積する取り組みに対し、国の事業を活用し、支援をしました。 7,572 4,581

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-12

漁港施設管理事業
漁港施設の長寿命化のための補修・修繕を計画的に行い、漁港機能の維持
を図ります。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

令和2年1月の低気圧で破損した安島漁港防波堤や令和3年1月の低気圧で破損した安島漁港標
識灯の修繕など、漁港施設の修繕を行いました。

3,290 3,211

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-10

６次産業化推進事業
豊かな自然と産業、特産品を活用し、生産基盤の強化と加工等の経営展開
ができる環境整備に取り組みます。また、産官学の連携や、農業者が新た
に農産物の加工に取り組む事業を推進します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

坂井市農産物を活用した商品開発業務を県立坂井高校に委託し、農業者と高校生が連携して商
品開発に取り組む体制づくりを支援しました。

300 300

№ 事業名 事業内容 所管課

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

認定農業者３件が取り組む施設等の整備や機械導入を支援しました。 23,070 22,873

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-9

三里浜砂丘地園芸産地育成事業
新規就農者等への初期投資軽減、施設整備による生産拡大や低コスト高品
質栽培を図るとともに、園芸産地の核となる経営体の育成、施設・機械等
の支援による生産出荷体制づくりを推進します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

ダイコン、ニンジン、ラッキョウ等の生産に取り組む認定農業者等2件およびニンジン集出荷
貯蔵施設等を整備したJA福井県に対し、農業用施設や機械等の整備を支援しました。

121,955 119,671

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-8

園芸産地総合支援事業
園芸産地育成の推進を図るため、園芸戦略品目、高収益園芸品目等の生産
に取り組む認定農業者が行う施設、機械及び設備の整備に要する経費を支
援します。



№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-19

水産多面的機能発揮対策事業
藻場の保全や海洋汚染の原因となる漂流、漂着物の処理等の水産業・漁村
の多面的機能能力発揮に資する地域活動を支援します。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

６組織が藻場の保全や海岸清掃等に取り組み、海の持つ多面的機能の発揮に寄与しました。市
は、交付金が適切に処理されるよう各組織への指導及び検査を徹底しました。

2,630 1,582

(1)
-17

農業再生協議会補助事業
国の経営所得安定交付金を十分活用し、農業者に対する制度の周知・活用
を行います。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

経営所得安定対策の指導推進、水田情報管理システムの管理、調整水田等の不作付地の解消に
向けた指導・推進等に要する経費および地域農業・農村の将来方向の明確化に向けた取り組み
を行う等、経営所得安定対策の円滑な運営を行いました。

4,918 4,407

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-18

農地事務事業 農業農村整備事業を円滑に推進します。 農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

各種推進協議会から国や県等の関係機関への要望活動等を行い、農業農村整備事業の事業推進
を図りました。

1,426 932

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-16

畜産経営基盤強化支援事業
若手の経営者が経営規模拡大のために行う畜舎の増改築、後継者への円滑
な経営継承のために省力機械を導入する等の意欲的な取組みを支援しま
す。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

若手の畜産農家が経営規模拡大のために行う畜舎の増改築、後継者への円滑な経営継承のため
に省力機械を導入する等の意欲的な取り組みを支援しました。令和３年度２件。

3,315 3,301

№ 事業名 事業内容 所管課

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-21

森林整備事業（経済林における森
林の整備）

森林の有する多面的機能の更なる発揮のため、森林環境譲与税を有効に活
用し、持続的な森林整備に努めます。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

間伐や造林を行い、93haの森林を整備することができました。森林の維持・育成を図り、森
林の持つ多様な機能の発揮を促すことができました。

15,468 13,779

農業委員会事務局

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

広報等にて農業者年金制度の周知を行い、窓口業務において対象となる農業従事者に対し加入
促進活動を実施しました。

148 38

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-20

農業者年金受給資格の点検及び加
入推進活動の実施

農業者年金受給資格の点検及び加入推進活動を実施します。

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-23

県単林道事業
林業従事者や利用者の利便性の向上と安全性の確保を図るため、林道の改
良工事を実施します。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

林道剱ヶ岳線L=1,040mの区間において砂利路面のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装を実施し、林道利用者の利便性
と安全性を確保しました。

15,000 15,000

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-22

林道維持管理事業
森林機能の確保と森林資源の活用保全に資する森林内の作業を容易にする
ため、林道の適正な維持管理を行います。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

5路線の林道の法面復旧、路面整備、除雪・土砂・落石撤去や倒木処理を迅速に対応し、林道
利用者の利便性と安全性を確保しました。

3,000 2,893

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-24

浅海漁場改善事業
浅海漁場における水域環境の保全や水産資源の生息場の環境修復等の取り
組みを実施し、生産力の回復を図ります。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

浅海漁場の保全に向け、安島漁港及び周辺海岸の漂着物を回収・処分しました。 100 100



№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-25

小規模漁場保全事業
沿岸・沖合漁場における水域環境の保全や水産資源の生息場の環境修復等の取
り組みを実施し、生産力の回復を図ります。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

沖合漁場の環境保全のため海底耕耘を延べ2,510ha実施するとともに、沿岸漁場環境改善事業
補助を行う事で、3日間、延べ63人が沿岸漁場における浮遊ゴミの除去を行い、沿岸・沖合漁
場の環境改善を図る事ができました。

28,827 28,456

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-2

美しい森林景観再生事業
自然災害や松くい虫被害等により機能が低下している森林の機能回復を図
り美しい森林景観を再生します。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

三国町崎地係において抵抗性ｸﾛﾏﾂ569本、ﾄﾍﾞﾗ・ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ120本ずつの合計809本を植栽し、
損なわれた景観や森林の機能回復を図りました。

3,000 2,780

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-1

中山間地域等直接支払交付金事業
自立的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備及び耕作放棄地の発生を防
止し、農地の多面的機能を確保します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

丸岡町の2地区、約3.39haの中山間地域において耕作放棄地の発生を防止し、農地の多面的機
能の確保を図りました。

712 712

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-4

坂井北部丘陵地農業団地センター
管理運営事業

丘陵地営農推進協議会へ助成を行い、坂井北部丘陵地における遊休農地及
び耕作放棄地の減少を図ります。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

北部丘陵地の園芸作物の振興および耕作放棄地の拡大防止を図りました。また、遊休地におけ
る景観作物の栽培やサツマイモ収穫体験の実施等により、地域振興を図りました。

1,222 1,208

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-3

三里浜砂丘地営農推進協議会運営
事業

協議会の運営に要する経費を負担し、三里浜砂丘地の円滑かつ効率的な園
芸振興の推進を図ります。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

三里浜砂丘地営農推進協議会の事業運営を通して、三里浜砂丘地における園芸振興を図りまし
た。

5,308 5,208

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-6

農業振興事務事業（地域農業の現
状分析、計画の策定）

地域農業の現状を把握し、将来を見据えた今後の地域農業の維持発展のた
めの計画を策定します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

優良農地の確保・保全を図り、農業振興に向けた各種施策をを計画的に実施するため、今後概
ね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地となる農用地区域を明らかにするなど、市
の農業施策の基本となる農業振興地域整備計画を策定しました。

6,508 5,476

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-5

有害鳥獣捕獲事業 有害鳥獣の捕獲及び農地への侵入防止に係る事業を実施します。 農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

丸岡地区に続き、三国地区では初めてのカラスの箱罠による捕獲の運用を開始しました。また
鷹匠と連携し新たなカラス駆除方法の試験や、カラスの巣の撤去も実施しました。その他、農
作物への被害軽減のため、電気柵の整備や地域住民に対し講演会を行いました。

11,470 6,782

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-8

松林健全化促進事業
松くい虫被害により森林資源の減少した松林等に、抵抗性マツの植栽等を
実施し、健全な松林の維持再生を図ります。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

三国町安島地区で松くい虫に強い抵抗性クロマツを3２8本植栽し、松林の維持再生を図りまし
た。また、植栽した松を守るために定期的な下草刈りを実施し、松の成長を確認できました。

2,300 2,243

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-7

松くい虫防除事業
景観・生活環境に対して重要な役割を果たしている松林について防除事業
（地上散布・特別伐倒駆除・樹幹注入）の継続的な実施により松くい虫に
よる被害を抑制していきます。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

松くい虫被害の蔓延防止のため、春に薬剤の地上散布（20ha）秋には伐倒駆除(60㎥)や樹幹
注入(3,614本)を実施し、松林の保全対策を図りました。

23,130 18,567



№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-10

県単小規模土地改良事業 土地改良事業により造成された施設の整備・補修を行います。 農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

県補助を財源に、市または土地改良区が管理する農業用施設の整備・補修を実施し、施設維持
管理費の低減や長寿命化を図りました。令和３年度30件。（市８件、土地改良区２２件）

36,937 36,715

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-9

森林・山村多面的機能発揮対策事
業

荒廃した里山林の整備を通して森林の有する多面的機能を発揮させるため
に、下草刈りや除伐等の森林整備と、それらの活動によって発生した森林
資源を有効に利用する活動を支援します。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

3組織が里山林の保全管理等に取り組み、森林の持つ多面的機能の発揮に寄与しました。市
は、交付金が適切に処理されるよう各組織への指導及び検査を徹底しました。

739 507

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-12

水利施設管理強化事業
国または県営事業で造成した農業水利施設の持つ多面的機能を発揮するた
めに必要な管理体制の整備に要する経費に対して助成します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

農業水利施設の有する多面的機能を適切に発揮するため、管理体制を整備、強化することに対
し国、県、市で支援を行いました。令和3年度11土地改良区。

16,734 16,728

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-11

市単小規模土地改良事業
多面的機能支払交付金事業・県単小規模土地改良事業で採択できなかった
農地、水利等に関する整備を実施します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

県単小規模土地改良事業で採択できない農地、水利等に関する諸条件の整備および農村集落内
環境の整備を実施し、農業用施設の機能を維持を図りました。

382 358

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-14

排水機場維持管理事業
大雨等による農地等の冠水を防止するため、排水機場の運転に要する経費
を支援します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

排水機場の適正な維持管理を行うことにより、農地の汎用化と農業の近代化を促進し、併せて
地域の排水条件整備を図りました。7土地改良区12排水機場

12,908 12,444

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-13

地域水利施設活用事業（県営造
成）

県営で造成された農業水利施設の持つ多面的機能を発揮するために必要な
管理体制の整備に要する経費に対して助成します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

令和2年度をもって事業終了 - -

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-16

県営かんがい排水標準化事業
県営かんがい排水事業支援対策として県が8%特別加算を行っているが、この
支援対策に該当しない事業に対し、救済措置として市がその分を補助し受益者
負担の公平性を確保します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

令和3年度繰越分をもって事業終了。県が行うかんがい排水事業に対して支援し、農業経営の
近代化の基盤となる土地改良整備事業の推進を図りました。

937 936

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-15

県営かんがい排水事業
農業経営近代化の基盤となる土地改良事業（かんがい排水事業）に係る県
営事業負担金を支出します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

令和3年度繰越分をもって事業終了。用水路をパイプライン化することで、施設の老朽化や用
水配分の不均衡、ごみの混入およびこれらの維持管理上の問題を解消し、安定的な農業生産構
造の確立を図りました。

1,171 1,171



№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-18

県単農業農村整備事業
県営国庫補助事業（本体事業）と一体的に整備することにより、本体事業
の効果の早期発現を図ります。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

パイプライン化によって埋められた用水路敷に排水路を敷設し、周辺地域の排水対策を改善し
ました。

1,600 1,600

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-17

基幹水利施設ストックマネジメン
ト事業

幹線水路等の基幹的施設を補修し、施設の機能維持・安全性を保つための
土地改良事業（基幹水利施設ストックマネジメント事業）に係る県営事業
負担金を支出します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

令和３年度事業なし - -

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-20

県営湛水防除事業
農村地域の浸水対策を図る土地改良事業（湛水防除事業）に係る県営事業
負担金を支出します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

本事業にて排水機場の更新、および機能向上を図ることにより、適切な維持管理と洪水等によ
る災害の未然防止と農業経営の安定化を図りました。

22,139 16,460

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-19

県営農村災害対策整備事業
農村地域の防災対策を図る土地改良事業（農村災害対策整備事業）に係る
県営事業負担金を支出します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

既存施設の改修等により、農業経営の安定、向上および施設の長寿命化を図りました。 30,072 19,096

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-21

土地改良区支援事業
坂井市土地改良合同事務所に加入している土地改良区及び坂井北部土地改
良区の人件費等について助成します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

坂井土地改良合同事務所および坂井北部土地改良区の運営に対し支援することで、農業生産基
盤の整備および維持管理が適切に行われ農業経営の安定化が図りました。

34,741 32,228

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-23

土地改良施設維持管理適正化事業
土地改良連合会の補助事業で、各土地改良区が実施する施設の補修等に対
し、費用の一部を補助します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

土地改良施設維持管理適正化事業の機能低下の防止、機能回復および長寿命化を図りました。
令和３年度４件。

2,100 2,100

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-22

県有土地改良財産管理事業
県から管理委託を受けている県営事業で造成された広域農道等の県有財産
を、良好に維持管理します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

広域農道、ビオト－プの維持管理を適正に実施しました。 2,310 2,217

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-25

地域用水機能増進事業
パイプライン上部利用に係る経費について、九頭竜川下流域農業用水再編
推進協議会（九頭竜川鳴鹿土地改良区）に対し負担します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

開水路からパイプライン化された用水路の跡にできた上部空間を利用して、地域用水機能を維
持・増進するための諸活動や組織化への取り組みを支援しました。

78,750 78,750

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-24

多面的機能支払交付金事業
地域住民が一体となった農地・農業用用排水・農村環境を守る活動を支援
し、地域共同活動の新しい枠組みづくりを促進し、農業用施設の長寿命化
のための活動を支援します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

3広域協定、126地区の農地維持活動および資源向上（共同）活動、98地区の資源向上（長寿
命化）活動を支援し、地域住民が一体となった農地維持や長寿命化の取り組みが図りました。

336,279 336,279



№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-27

農村振興総合整備統合補助事業
用排水、農道、ほ場整備等の農業用施設整備工事（主に高速交通事業に伴
う工事）を、国及び県の補助を得ながら実施します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

計画的に農業用施設整備を実施し、事業の推進が図りました。 190,800 151,608

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-26

地域用水環境整備事業
土地改良施設の維持管理費の節減を目的とし、既存用水路が有する未利用
落差を活用した小水力発電施設の整備を行います。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

令和2年度をもって事業終了 - -

№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-1

環境保全型農業直接支払交付金事
業

環境保全に効果の高い営農活動の普及促進を図り、環境保全型農業に取り組む
農業者に対して助成します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

有機農業やCO2を削減するような緑肥播種、炭の投入などの取組を行っている農業者に対して
支援を行いました。

3,707 1,636

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-28

県営土地改良事業費等計画調査事
業

土地改良事業新規採択に向け、市や各土地改良区が申請する県営土地改良
事業採択申請に係る実施計画策定に対し支援します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

県営事業の施行申請に係る調査設計業務に対して支援し、農業経営の近代化の基礎となる土地
改良整備事業を推進しました。

890 889

№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-3

さかい米普及拡大促進事業（地産
地消の推進）

市内の保育園や小中学校の給食で、市産コシヒカリ等を使用したさかい米
を提供することにより、農業への理解促進および米の消費拡大を図る。ま
た、九頭竜川パイプライン受益での特徴を活かし、さかい米の認知拡大、
消費拡大を目指します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

保育園や小中学校の給食に、市産コシヒカリ等を使用したさかい米を提供することで、さかい
米の認知拡大、消費拡大に努めました。またふるさと納税での返礼品としての活用や坂井地区
農業振興協議会との連携による関西地方のスーパーでの販売等、認知度拡大・販路拡大を図り
ました。

2,954 2,300

№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-2

農業振興事務事業（物産展の開
催）

物産展を開催し、観光客等に市の特産物を紹介します。 農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

事業なし - -

№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-5

魚食普及・地産地消推進事業
魚の捌き方教室や地魚を利用した料理教室の開催等を通じて魚食の普及と
地産地消を推進するとともに、地元水産物の特産化を目指した加工品の開
発により消費の拡大を図ります。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

坂井市魚食アドバイザーによるおさかな料理教室を21回開催しました。また、甘エビ等の地魚
を使った新たなメニューの開発及び普及活動を行いました。

1,100 915

№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-4

素牛導入助成事業 県内最大の畜産地域として、若狭牛等の素牛導入事業費を支援します。 農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

畜産農家における素牛等の導入を促進し、畜産業の振興を図りました。
令和3年度素牛導入 14農家590頭、和牛導入 2農家15頭、優良種雄精液導入 ２農家15本

8,430 6,167



№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-7

特産そば振興事業
イベント等を通じ、「丸岡そば」の高品質化、高付加価値化をアピールし、消
費拡大、知名度の向上を図ります。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために段位認定会、新そば祭りは中止になったため、丸
岡バスターミナルで行われたイベント内において地域住民にそばをふるまい、そばの魅力や福
井そばとしての価値の発信を行いました。

719 136

№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-6

水産業振興イベント事業
魚食普及のために坂井市で獲れた魚を直接消費者に販売するイベントを行
います。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

R4.3.21に三国港市場竣工式に併せ三国市場朝市プレ開催を実施し、出店規模３０ブースによ
る2,700人の来場者に対する三国港の水産物や市内特産物を盛大にアピールすることができま
した。

4,000 4,000

№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-9

伝統の福井野菜対策事業（再掲）
伝統野菜である春江町の「越前白茎ごぼう」の作付け継続と普及拡大を図
ります。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

市内すべての小中学校の学校給食に、春江町内の「越前白茎ごぼう」の味付煮80㎏を提供し、
郷土食・伝統食に親しむ機会を創出することにより地場産物の認知度向上と郷土愛の情勢を図
りました。また「越前白茎ごぼう」の歴史、栽培歴等をまとめた看板をゆりの里公園内に設置
し、伝統野菜の周知拡大を図りました。

520 493

№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-8

野菜生産価格安定事業
天候、作柄等により短期的に価格変動が生じやすい野菜の、市場価格が著
しく低落した場合に、一定の割合の補填金を交付します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

天候の影響を受けて作柄が変動しやすく短期間に価格が大きく変動する野菜の生産安定を図る
ため、野菜生産出荷安定法に基づき資金を醸成し、野菜生産物の価格安定に対応しました。

115 0

№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-11

災害復旧事業
被災した土地改良施設を管轄する坂井北部土地改良区に対して、災害復旧
をするための補助を行います。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

令和3年度事業なし - -

№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-10

病害虫防除事業
河川周辺等の共同防除を行う薬剤の購入に要する経費に対し助成を行いま
す。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

斑点米の発生を防止し、より品質の高い良質米の生産を図るため、河川周辺や遊休地等に生息
する病害虫の共同防除に対し支援を行いました。

1,000 1,000

№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-12

家畜衛生防疫事業
獣医師による防疫事業と環境衛生事業を行い、畜産農家の負担を軽減し、
坂井市の畜産業の振興を図ります。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

家畜自衛防疫の推進により家畜の健康保持と生産性の向上を図るとともに、家畜衛生に関する
技術普及および必要な情報の提供により、畜産経営の安定、消費者に信頼される健全な畜産物
の生産に寄与しました。

2,966 2,953



№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-13

農業者労働災害共済事業
農作業中の事故による傷病で農業経営が困難になった農業者の生活を守る
ため、農作業中の傷病に対して共済金を支給します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

農作業中の事故等による災害を受けた農業者を救済するための農業者労働災害共済事業を実施
することにより、農業従事者の福祉の増進に寄与しました。

6,573 3,423

№ 事業名 事業内容 所管課

(4)
-1

越前がにブランド化事業
三国産の越前がにのブランド力の保持・向上を図り、観光資源として有効
活用することにより地域振興に繋げます。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

三国で水揚げされるズワイガニに取り付けるタグ作成費用を補助する事で、80,000本（ズワ
イ 5万、セイコ 3万）のタグを作成・取り付け、三国産の越前がにのＰＲや付加価値を高める
事に寄与しました。

1,000 882

№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-14

農業者労働災害共済基金
農労災の運営は、加入者の掛金のほか基金によって行われており、基金会
計から一般会計への歳入や、基金利子の処理など、会計課の指示に従って
適切に基金管理を行います。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

農業者労働災害共済条例の規定に基づく共済給付に要する費用に不足を生じたときの財源に充
てるため、農業者労働災害共済基金を設置し、基金管理を行いました。

14 13

№ 事業名 事業内容 所管課

(4)
-3

園芸作物振興対策事業
農業協同組合が運営している水田で、小学生が水稲や白茎ごぼうの栽培体験を
行うことに対し、経費の1/2を予算内で補助します。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

令和2年度をもって事業終了 - -

№ 事業名 事業内容 所管課

(4)
-2

ゆりの里公園管理運営事業（施設
の利用促進と地域の活性化）

施設の適正な維持管理と、新しくなった施設を利用した企画・イベントの
実施や、直売所やレストランで地元農産物を提供することにより、施設の
利用促進や地域の活性化、市花及び地元農産物のＰＲを図ります。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

直売所やレストランを含めた公園の維持管理を行いながら、市の花「ゆり」のPRや地元産農産
物の直売所やレストランでの提供を行い、施設の利用促進を図りました。

90,500 90,298

№ 事業名 事業内容 所管課

(4)
-5

内水面漁業振興事業
淡水魚の放流事業を通して児童に竹田川の生態系、遊漁の楽しさを教育す
るとともに、漁場の監視や整備を行います。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

アユ120kg、イワナ20kg、ヤマメ20kgを竹田川に放流しました。 90 90

№ 事業名 事業内容 所管課

(4)
-4

三国港内夜間安全確保事業
三国港内の投光機の照明により、漁業者、観光客等の安全性の確保と防犯
対策を施すことで、三国港のイメージアップを図ります。

林業水産振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

三国港内及び船上投光器への電気料を補助する事で、三国港内の安全性を高める事ができ、利
用者や来訪者の安全確保や三国港のイメージアップに寄与する事ができました。

720 720

№ 事業名 事業内容 所管課

(4)
-6

坂井地域交流センター管理運営事
業

施設のリニューアルを十分に活かし、農産物直売所の充実、SNS等を利用
した広告宣伝の強化、魅力ある体験教室の開催により、さらなる交流人口
の増加に寄与していきます。

農業振興課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

コロナの影響により体験教室は十分に開催で起案せんでしたが、リニューアルした直売所を活
用し、新たな生活様式に対応できる売り場づくりを実施し、交流人口の増加を図りました。

26,875 26,727



４.＜基本計画に対する現状と課題および展開（具体的な事業の実績を踏まえて）＞

5.＜基本計画に向けた令和４年度から令和６年度間（第２次総合計画前期期間）の具体的な事業の方向性＞

(1)
-17 農業再生協議会補助事業 農業振興課 効果あり 継続

(1)
-13 栽培漁業自立支援事業 林業水産振興課 将来的な効果あり 継続
(1)
-14 農地利用の最適化の推進 農業委員会事務局

(1)【持続可能な農林水産業の推進】
（農業振興課）
　農業経営の安定及び所得の向上につながる補助事業をはじめとした各種事業を行っていますが、コロナ禍の現在、農業
経営は厳しいものとなっていると受け止めています。また少子化・高齢化の中、担い手への集積や新規就農者の確保・育
成に努めています。今後も地域農業の持続的発展を目指して活力ある農業・農村を次世代へと継承できるよう、経営支援
を継続していきます。
（林業水産課）
　漁業者の高齢化が進み、特に個人経営である浅海・沿岸漁業者の減少が著しい。徐々にではあるが新規就漁者が増えて
きている傾向にあるため、継続した支援策を実施していきます。
（農業委員会事務局）
　農地利用最適化推進委員と農業委員の活動により農地の集積は進んでいるが、後継者不足や高齢化に伴い地域の農業を
担う者が減少していることから、面積の小さい農地については自己保全する様働きかけ、場合によっては売却や賃借を考
えてもらうなど誘導しています。今後も引き続き農地パトロールを行うとともに関係機関との連携・協力を図り、遊休農
地の発生防止・解消に努め農地利用の最適化を推進します

(2)【農地・森林の環境の保持】
（農業振興課）
　鳥獣害による農地及び農作物の被害防止対策として猟銃や箱わなによる捕獲、カラス檻の設置、鷹匠による追払いの
他、地域における電気柵の設置等に対する補助を行っていますが、個体数の減少までには至っておりません。今後もこれ
までの対策を継続するとともに、さらに効果的な対策を検討し、個体数の減少につなげていきたいと考えています。
（林業水産課）
　ウッドショックによる国産木材価格の上昇があったが、生産能力が追いつかない現状であるため、今後は更なる効率化
のための生産手法を確立する必要があり、森林環境譲与税などの財源を有効的に活用し実現に向けた施策を実施していき
ます。

(3)【安全・安心な地場産物の消費拡大と付加価値向上】
（農業振興課）
　さかい米普及拡大促進事業により、市内保育園および小中学校の給食においてさかい米を提供している他、ふるさと納
税の返礼品や坂井地区農業振興協議会との連携による関西地区スーパーでの販路拡大に取り組んでいるが、今後も坂井市
内の農産物を「千年耕園」というブランドネームで発信し、消費拡大に繋げていきたいと考えています。
（林業水産課）
　三国港市場のリニューアル工事により衛生面の強化が図れましたが、施設利用者に対し衛生面への理解促進と規則に
則った利用啓発を実施していく必要があります。

(4)【農林水産物を活用した観光・交流の推進による地域振興】
（農業振興課）
　ゆりの里公園、坂井地域交流センターいねすともに再整備により着実に魅力度は向上しているが、観光施設としての認
知度は途上であると考える。今後もイベント等の実施や旅行会社との連携により観光交流人口の増加につなげたいと考え
ています。
（林業水産課）
　三国港朝市のプレ開催では多くの出店者と来場者がありましたが、地域振興に繋げるには継続的な開催による地域に根
付いたイベントとなるよう、様々な意見を取り入れながら開催していきたいと考えております。

事業毎効果 今後の方向性所管課

現状と課題
および展開

(1)
-18 農地事務事業 農業振興課 効果あり 継続

(1)
-15 農業制度資金利子補給事業 農業振興課 効果あり 継続
(1)
-16 畜産経営基盤強化支援事業 農業振興課 効果あり 継続

(1)
-19 水産多面的機能発揮対策事業 林業水産振興課 効果あり 継続

(1)
-1

(1)
-2

新規就農者定住促進支援事業
農業次世代人材投資事業
新規就農サポート事業
水産業経営安定事業

№

農業振興課
林業水産振興課

農業振興課
農業振興課

(1)
-20 農業者年金受給資格の点検及び加入推進活動の実施 農業委員会事務局 小さい効果 継続
(1)
-21 森林整備事業（経済林における森林の整備） 林業水産振興課 効果あり 継続

林業水産振興課
農業振興課

事業名

(1)
-5

(1)
-6

(1)
-3

(1)
-4

効果あり 継続
(1)
-10 ６次産業化推進事業 農業振興課 将来的な効果あり 継続
(1)
-11 人・農地問題解決推進事業 農業振興課 効果あり 継続
(1)
-12

将来的な効果あり 継続

継続
継続

効果あり
効果あり

(1)
-7 地域担い手づくり整備事業 農業振興課 効果あり 継続
(1)
-8 園芸産地総合支援事業 農業振興課 効果あり 継続
(1)
-9 三里浜砂丘地園芸産地育成事業 農業振興課

水産業振興事務事業
水田農業大規模化・園芸導入事業

漁港施設管理事業 林業水産振興課 効果あり 継続

(1)
-22 林道維持管理事業 林業水産振興課 効果あり 継続

効果あり
効果あり
効果あり
効果あり

継続
継続
継続
継続



(1)
-23 県単林道事業 林業水産振興課 効果あり 継続

(2)
-1 中山間地域等直接支払交付金事業 農業振興課 効果あり 継続
(2)
-2 美しい森林景観再生事業 林業水産振興課 効果あり 継続

(1)
-24 浅海漁場改善事業 林業水産振興課 効果あり 継続
(1)
-25 小規模漁場保全事業 林業水産振興課 将来的な効果あり 継続

(2)
-5 有害鳥獣捕獲事業 農業振興課 効果あり 継続
(2)
-6 農業振興事務事業（地域農業の現状分析、計画の策定） 農業振興課 効果あり 完了

(2)
-3 三里浜砂丘地営農推進協議会運営事業 農業振興課 効果あり 継続
(2)
-4 坂井北部丘陵地農業団地センター管理運営事業 農業振興課 効果あり 継続

(2)
-9 森林・山村多面的機能発揮対策事業 林業水産振興課 効果あり 継続
(2)
-10 県単小規模土地改良事業 農業振興課 効果あり 継続

(2)
-7 松くい虫防除事業 林業水産振興課 効果あり 継続
(2)
-8 松林健全化促進事業 林業水産振興課 効果あり 継続

(2)
-15 県営かんがい排水事業 農業振興課 効果あり 完了
(2)
-16 県営かんがい排水標準化事業 農業振興課 効果あり 完了

(2)
-13 地域水利施設活用事業（県営造成） 農業振興課 効果あり 完了

(2)
-11 市単小規模土地改良事業 農業振興課 効果あり 継続
(2)
-12 水利施設管理強化事業 農業振興課 効果あり 継続

効果あり 継続

(2)
-19 県営農村災害対策整備事業 農業振興課 効果あり 継続
(2)
-20 県営湛水防除事業 農業振興課 効果あり 継続

(2)
-17 基幹水利施設ストックマネジメント事業 農業振興課 効果あり 継続
(2)
-18 県単農業農村整備事業 農業振興課 効果あり 継続

(2)
-22 県有土地改良財産管理事業 農業振興課 効果あり 継続
(2)
-23 土地改良施設維持管理適正化事業 農業振興課 効果あり 継続

(2)
-14 排水機場維持管理事業 農業振興課 効果あり 継続

(2)
-21 土地改良区支援事業 農業振興課

(2)
-26 地域用水環境整備事業 農業振興課 効果あり 完了
(2)
-27 農村振興総合整備統合補助事業 農業振興課 効果あり 継続

(2)
-24 多面的機能支払交付金事業 農業振興課 効果あり 継続
(2)
-25 地域用水機能増進事業 農業振興課 効果あり 継続

(3)
-2 農業振興事務事業（物産展の開催） 農業振興課 未着手 廃止
(3)
-3 さかい米普及拡大促進事業（地産地消の推進） 農業振興課 効果あり 継続

(2)
-28 県営土地改良事業費等計画調査事業 農業振興課 効果あり 継続
(3)
-1 環境保全型農業直接支払交付金事業 農業振興課 効果あり 継続

(3)
-6 水産業振興イベント事業 林業水産振興課 効果あり 継続
(3)
-7 特産そば振興事業 農業振興課 効果あり 継続

(3)
-4 素牛導入助成事業 農業振興課 効果あり 継続
(3)
-5 魚食普及・地産地消推進事業 林業水産振興課 効果あり 継続

(3)
-10 病害虫防除事業 農業振興課 効果あり 継続
(3)
-11 災害復旧事業 農業振興課 効果あり 継続

(3)
-8 野菜生産価格安定事業 農業振興課 効果あり 継続
(3)
-9 伝統の福井野菜対策事業（再掲） 農業振興課 効果あり 継続

(3)
-14 農業者労働災害共済基金 農業振興課 効果あり 継続
(4)
-1 越前がにブランド化事業 林業水産振興課 効果あり 継続

(3)
-12 家畜衛生防疫事業 農業振興課 効果あり 継続
(3)
-13 農業者労働災害共済事業 農業振興課 効果あり 継続

(4)
-6 坂井地域交流センター管理運営事業 農業振興課 効果あり 継続

(4)
-4 三国港内夜間安全確保事業 林業水産振興課 小さい効果 廃止
(4)
-5 内水面漁業振興事業 林業水産振興課 効果あり 継続

(4)
-2
ゆりの里公園管理運営事業（施設の利用促進と地域の活

性化）
農業振興課 効果あり 継続

(4)
-3 園芸作物振興対策事業 農業振興課 効果あり 継続



1.＜基本構想＞

2.＜基本計画および方針と基本施策＞

3.＜具体的な事業とその実績＞

8.働きがいも経済成長も 9.産業と技術革新の基盤をつくろう
関連性の高いSDGsの１７目標

人口減少、少子高齢化、経営者の高齢化や人手不足、また大型店舗の進出等、
商店街の存続に及ぼす影響が様々あります。このような中、地元事業者が継続
的で安定的な事業運営ができるよう支援していきます。

商工労政課

予算（千円）

129,799

市内の商業振興協同組合等が実施する商店街活性化事業に対して支援を行いました。また、市
内全域で使用することができる共通ポイントカード（カイモンカード）に対して、市の取り組
む事業への参加者に地域行政ポイントを発行しました。さらに、新型コロナウイルス感染拡大
の地域経済対策として、電子決済事業者と市商業振興組合が連携したキャッシュレスキャン
ペーンを実施し、市内の消費喚起と電子決済サービスの普及を図りました。

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-1

地域商業活性化事業

決算（千円）

126,030

主な取り組み実績

５-2　商工業の振興

重要業績評価指標（KPI） 現状値 令和２年度 令和３年度 令和４年度

空き店舗の活用による開業支援件数 1件
（平成30年度）

0件 1件 15件
(計画期間内)

令和５年度 令和６年度 目標値

(1)【商業経営の安定化と魅力ある地元商店街の形成】
○市商工会や金融機関等と連携を図り、事業者の経営安定化や事業拡大、起業、事業承継等を支援します。
○中小企業などが、空き家・空き店舗などを活用して行う事業経営を支援します。
○商店街振興組合など各種団体の取り組みを支援することで、市内での消費喚起や商店街振興を図り、地域経済の好循環の実現を目指
します。
○キャッシュレス決済の利用環境の整備など、関係機関と連携した事業者の生産性向上に取り組むとともに、外国人旅行者を含めた消
費者の利便性向上を図ります。

(2)【地域に根差す産業の支援の充実】
○繊維産業など地場産業の振興に向けて、異業種との連携による新技術や新商品の開発支援、産官学が連携した取り組みを行い、競争
力の強化を図ります。
○伝統的なものづくりを担う職人の技術の継承や、担い手の確保・育成を図るため技術習得への助成など担い手の育成を支援します。
○各種産業展示会への出展や産業フェアの開催などによって、異業種企業間のマッチング機会の創出や販路の拡大・開拓、新規創業へ
の機運の醸成を図ります。

(3)【企業誘致の推進、新規産業の創出支援】
○企業立地奨励金制度や融資制度の強化・拡充、設備投資の支援などをし、成長産業の企業誘致や企業経営の安定化や体質強化、生産
性の向上を図ります。
○サテライトオフィスやインキュベートオフィスを整備し、新たなビジネスチャレンジや起業の機会を創出します。
○国や試験研究機関、県内大学、企業等との産官学連携を強化し、企業の技術・新製品などの開発及び新規産業の創出を支援します。
○テクノポート福井への企業誘致や福井港への貨物船やクルーズ船の寄港促進を図り、工業港としての付加価値を高めるとともに、新
たな港湾エリアとして魅力と賑わいを創出します。
○北陸自動車道丸岡インターチェンジや福井港等、物流拠点を活かした陸上及び海上の貨物の流通機能の強化を推進します。

3,100億円
（令和6年度）

観光客入込客数 523万人
（平成30年度）

336万人 292万人 600万人
（令和6年度）

製造品出荷額等 2,878億円
（平成30年度）

3,038億円 ―

生産性・サービス向上講座の開催回数
（異業種連携）

19回
(平成30年度現在)

16回 15回 20回
(計画期間内)

企業誘致件数 3件
（平成30年度）

5件 7件 15件
(計画期間内)

令和３年度事業分　坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略政策評価シート

５　地域資源を活かし活力に満ちたまちづくり

数値目標 現状値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 目標値



決算（千円）予算（千円）主な取り組み実績

235,393
令和３年度に助成金の適用認定した企業は７件であり、前年度に引き続き設備投資等が活発で
した。今後も企業の新規誘致や増設について、県企業誘致課をはじめ、関係機関と連携しなが
ら誘致を図ります。

(3)
-2

クルーズ船誘致事業
県や福井港振興協会と連携して、船社への営業活動を行ってクルーズ船の
誘致活動に努めます。

観光交流課

新型コロナウイルスの影響により、クルーズ船の誘致の取り組みができませんでした。 0 0

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

№ 事業名 事業内容 所管課

主な取り組み実績

令和４年６月の開催に向け、実行委員会において準備をすすめてきましたが、開催予定日にお
ける新型コロナウイルス感染症の状況が不透明であり、関係者の健康と安全確保を考慮し、令
和４年度開催を中止することが決定されました。

250

主な取り組み実績

市内中小企業が行う人材育成に係る経費や新規市場開拓をはじめ、新商品及び技術開発に取り
組む中小企業に対し２５件の補助を行うことで、販路拡大やものづくりの推進による持続的な
経営と成長を促すことができました。

予算（千円）

2,122

予算（千円）

№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-1

企業立地促進事業

企業誘致は市内産業の活性化をはじめ、雇用機会の確保、市財政の安定化
にも寄与するものであり、重要な施策であります。今後も、経済情勢等を
注視しながら、成長産業やＩＴ産業、旅館・ホテル業、国の研究機関等の
誘致活動を県と一体となって推進します。

商工労政課

238,319

(2)
-2

坂井市産業フェア事業

市内の優れた技術で生産された製品および特産品を市内外に広く紹介し、
ビジネスマッチング機会の創出をはじめ、販路拡大や産官学の連携を支援
するとともに、将来の働き手となる若者層の地元企業への就職につなげま
す。

商工労政課

№ 事業名 事業内容 所管課

主な取り組み実績 予算（千円）

決算（千円）

3,888

№ 事業名 事業内容 所管課

(2)
-1

中小企業振興支援事業
市内中小企業が行う人材育成に係る経費や新商品及び技術開発等に要する
経費に対して支援し、販路拡大やものづくりの推進による中小企業の持続
的な運営と発展を支援します。

商工労政課

250

決算（千円）

(1)
-3

中小企業経営支援事業

市内の中小企業者等に対し、資金を低利で融資し、その際の保証料を補給
します。また、小規模事業者経営改善資金（マル経融資）及び県経営安定
資金（新型コロナウイルス対策分）を借り入れた事業者に対し利子を補給
することにより、中小企業者の負担を軽減し、経営の安定を図ります。

商工労政課

№ 事業名

主な取り組み実績

市商工会に助成を行うことで、新規創業支援事業、小規模事業者後継者支援事業等の事業を中
心に事業展開し、地域の中小企業や小規模事業者への個別支援や地域経済活性化策の実施を支
援しました。令和3年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で苦境に立つ小規模事業者等
への感染防止対策への支援のほか、ECを活用した販路拡大やDX研修など、アフターコロナを
見据えた取り組みを行いました。

(1)
-2

商工会活動助成事業
①会員増強の推進と組織基盤の充実・強化　②経営発達支援事業の遂行
③新規創業・後継者対策・経営革新等の促進を重点事業として商工会活動
を支援します。

商工労政課

決算（千円）予算（千円）

決算（千円）

405,485
各融資を利用した中小企業者等に対し保証料補給や利子補給（制度融資保証料補給36件、経営
安定資金利子補給195件、マル経利子補給52件）を行うこととで、中小企業者等の負担を軽
減し、資金繰りの円滑化を図るとともに、経営基盤の安定を図ることができました。

409,791

事業内容 所管課

№ 事業名 事業内容 所管課

35,811 34,802



４.＜基本計画に対する現状と課題および展開（具体的な事業の実績を踏まえて）＞

5.＜基本計画に向けた令和４年度から令和６年度間（第２次総合計画前期期間）の具体的な事業の方向性＞

地域商業活性化事業

改善（見直し）
拡充

小さい効果
効果あり

(3)
-2 クルーズ船誘致事業 観光交流課 将来的な効果あり 継続

坂井市産業フェア事業
企業立地促進事業

商工労政課
商工労政課

(2)
-2

(3)
-1

(1)
-3

(2)
-1

効果あり
効果あり
効果あり

将来的な効果あり

継続
継続
継続
継続

中小企業経営支援事業
中小企業振興支援事業

商工会活動助成事業
商工労政課
商工労政課

商工労政課
商工労政課

(1)
-1

(1)
-2

(1)【商業経営の安定化と魅力ある地元商店街の形成】
（商工労政課）
　人口減少や電子商取引の台頭などで地域経済の構造が変化し、それに追い打ちをかけるように発生した新型コロナウイ
ルス感染拡大により、地域の商業経営への影響が大きいことから中小商業者の経営安定化を図れるよう適切な支援を行っ
てまいります。また、地元商店街においては、地域における商業機能の提供とコミュニティの中心であり、地域の持続的
な発展に欠かすことができない重要な存在であることから、商業振興組合等の意見を踏まえながら、中小商業者等の新た
なニーズに対応した取り組みを支援します。また、坂井市立地適正化計画における居住誘導区域内の空き店舗等を活用す
るために市空家活用ビジネス支援事業の拡充を検討するなど、市街地の整備改善と商業等の活性化が一体的に推進できる
よう支援のあり方を検討します。

(2)【地域に根差す産業の支援の充実】
（商工労政課）
　ふくい産業支援センターを活用した人材育成や、展示会出展を活用した販路開拓、経営の革新・強化に繋がる新商品開
発や知的財産権取得に対して23件の支援を行いました。今後も引き続き、事業者の主体的かつ意欲的な取り組みにを支
援するために市中小企業振興支援事業の拡充を視野に入れながら、市や国・県の制度の更なる周知に努め、中小企業者の
持続的な経営と成長を促します。

(3)【企業誘致の推進、新規産業の創出支援】
（商工労政課）
　令和3年度に助成金の適用認定をした企業は7件であり、前年度に引き続き設備投資等が活発でした。今後も企業の新
規誘致や増設に向けて、県企業誘致課をはじめ、関係機関と連携しながら誘致を図るとともに、テクノポート福井以外の
産業用地の確保及び企業立地奨励金制度の拡充を検討します。
（観光交流課）
　クルーズ船誘致につきましては、新型コロナウイルスの影響により、誘致活動を控えていました。今後、新型コロナウ
イルスの収束やインバウンド回復の兆しが見えてきましたら、船社への営業など誘致活動を再開する予定です。

事業毎効果 今後の方向性所管課

現状と課題
および展開

事業名№



1.＜基本構想＞

2.＜基本計画および方針と基本施策＞

国内宿泊客数
186,707

人
（平成29年度）

151,693
人

159,566
人

200,000人
(令和6年度)

8.働きがいも経済成長も 9.産業と技術革新の基盤をつくろう

11.住み続けられるまちづくりを 12.つくる責任つかう責任
関連性の高いSDGsの１７目標

外国人宿泊客数 4,987人
(平成30年度)

543人 117人

523万人
（平成30年度）

336万人 292万人 600万人
（令和6年度）

製造品出荷額等 2,878億円
（平成30年度）

3,038億円 ―

20,000人
(令和6年度)

令和３年度事業分　坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略政策評価シート

５　地域資源を活かし活力に満ちたまちづくり

数値目標 現状値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 目標値

５-３　観光の振興

重要業績評価指標（KPI） 現状値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 目標値

(1)【観光資源・地域資源の魅力向上と多様な観光ニーズへの対応】
○県内最大の観光地である東尋坊の魅力を高めるため、観光拠点施設の設置など、エリア全体の再整備を図ります。
○丸岡城や三国湊、竹田地区などの文化財や地域資源を磨き上げ、観光資源としての有効活用を図り、魅力的で快適な観光地づくりを
進めます。
○ゆりの里公園の利活用を推進するため、定期的なイベントの開催や地場産品を活用した食の提供など新しい魅力を創出し、年間を通
じた誘客を図ります。
○優れたロケーションや四季折々の食材に恵まれた三国温泉の魅力発信に努め、ブランド確立による他の温泉地との差別化を図りま
す。
○周辺自治体や関係団体と連携し滞在型観光を促進するほか、豊かな食や四季の彩など地域資源の魅力発信や新たなイベント創出を通
した誘客力強化、教育旅行・学生合宿の誘致など、新しい観光客の取り込みを強化します。
○古民家や空き家を利活用し、店舗の誘致など新たな賑わい創出を推進します。
○自然や歴史、文化財など豊かな資源を活かした体験プログラムの造成支援に努め、観光客の満足度向上を目指します。

(2)【広域交通網の活用推進】
○市外の主要駅や空港などを結ぶ広域交通網を活用し、アクセス時間の短縮など利便性向上を図ります。
○周辺市町や交通事業者と連携を強化し、利用しやすい地域内交通の整備を進めます。

(3)【インバウンドの受け入れ体制の整備】
○ＩＣＴ等の最先端システムを導入するなど、外国人旅行者のニーズ・動向を把握しながら適確な情報発信と受け入れ環境の整備を進
めます。
○宿泊業や観光業などの事業者と協力して、外国人旅行者の受け入れ体制の整備を推進します

(4)【観光情報の整理と効果的な発信】
○観光情報提供に関するサービスの向上を図るため、ＰＲ動画の作成、ＳＮＳの活用などインターネットを活用したタイムリーかつ効
果的な情報発信を強化します。
○首都圏への効果的な観光情報発信を行い、本市への誘客に努めます。
○全国に丸岡城をＰＲするとともに、日本一短い手紙の館や一筆啓上茶屋とも連携し、桜やそばなどの季節ごとの情報発信を推進しま
す。

(5)【観光地域づくりのための組織形成と人材育成】
○ＤＭＯ（※6）等が中心となり、地域一丸となった観光地域づくりや将来に向けての観光担い手の育成、また郷土の魅力の再認識に
よるシビックプライドの醸成に努めます。
○観光客の幅広いニーズに応えるために研修会・セミナーなどを積極的に開催し、観光ガイドの育成に努めます。
○地域の特色ある人材や関係者をつなぐことで、観光客の満足度を高め、交流人口・関係人口の増加を目指し、地域経済の好循環と地
域の活性化を図ります。

3,100億円
（令和6年度）

観光客入込客数



3.＜具体的な事業とその実績＞

老朽化に係る施設修繕等については、指定管理者が即対応し、観光客への影響を最小限に抑え
ています。また、地元住民と協働することで、管理運営事業をスムーズに行うだけでなく、イ
ベントなど他の事業にも良い影響を与えています。

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

3,485

№ 事業名 事業内容 所管課

予算（千円）

園内の圃場では7月～9月にはポーチュラカの植栽、11月～2月まではペットボタルによる花
の演出を行い、周辺の水田では、地域の方の協力により10月、11月にコスモスを植栽し、年
間を通じて花を楽しめる環境を整備しました。

4,500

主な取り組み実績

竹田の里全体で地域を盛り上げていくために、自然を生かしたアウトドアイベントなどのプロ
グラムを実施し、一年を通して竹田地区に人が訪れるような仕掛けに取り組みました。また、
各種施設の維持管理を行い地域を訪れる観光客に対する魅力向上に取り組みました。

4,460

決算（千円）

7,764

№ 事業名 事業内容 所管課

決算（千円）予算（千円）

90,500 90,298

主な取り組み実績

大型滑り台を中心とした遊具の更新と、パイプラインをモチーフとした遊具やせせらぎを整備
し、観光地としての磨き上げや地域住民の憩いのを提供しました。また、毎月企画するイベン
トについては、コロナ下ではあったものの4回を開催した他、近隣のいちご農園と連携したイ

ベントも開催しました。

(1)
-7

春江ゆりの里フラワーファームづ
くり事業

冬季を含め年間を通して花等が楽しめる環境を整備し、観光誘客とゆりの里公
園の活性化を図ります。

農業振興課

予算（千円）

7,720

予算（千円）

(1)
-6

ゆりの里公園管理運営事業（体験
交流型イベントの開催）

観光客と地域住民が交流できるイベントの開催や、地域資源を活用した体
験型農業の観光メニューを揃えるなど、年間を通じた集客力の向上に努め
ます。

農業振興課

決算（千円）

3,483

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-5

竹田の里運営管理事業
ちくちくぼんぼんをはじめとする竹田地区に点在する観光資源の適切な管
理運営による磨き上げや、施設連携や竹田の里全体で地域を盛り上げてい
く体制づくりによる更なる地域の魅力向上を図っていきます。

観光交流課

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-4

三国まちなか観光施設管理運営事
業

文化財の保護と地域社会への貢献はもちろんのこと、施設の魅力向上と集
客力の強化により、観光地として地域経済の活性化を担う拠点としていき
ます。

観光交流課

48,835

決算（千円）

48,601

主な取り組み実績

主な取り組み実績

文化財の保護だけでなく、地域コミュニティの再生と発展のため、岸名家、森田銀行等の文化
財の日常管理等の事業に取り組みました。また、地域の関係団体との連携を強め施設の魅力を
高めました。

№ 事業名 事業内容 所管課

観光地同士の連携強化において、坂井市内でも東尋坊エリアや三国湊エリアなどの小範囲の連
携を強化しつつ、あわら市との広域的な連携を行いました。また,丸岡城周辺整備基本計画を策
定しました。

主な取り組み実績

観光客の交通利便性向上に向けた市道、県道、駐車場等のアクセス空間に係る実施設計、工事
に伴う土質調査、補償調査、土地鑑定調査を行いました。また、エリアマネジメント組織の支
援を行いました。

(1)
-2

東尋坊再整備事業
「環境共生」を基本理念に、新しい魅力づくりや集客力アップに向けて、
県、市、地元商店街事業者や地元住民と一体となった再整備を推進しま
す。

観光交流課

決算（千円）予算（千円）

210,450 80,020

(1)
-1

周遊・滞在型観光推進事業

北陸新幹線敦賀延伸開業を見据え、戦略的な二次交通施策の展開や、観光地同
士の連携強化など、観光客が満足してエリア内を周遊できるような仕組みづく
りに継続して取り組みます。造成した旅行商品は、開業後も継続できるよう磨
き上げていきます。

観光交流課

(1)
-3

丸岡観光情報センター管理運営事
業

丸岡城を訪れる観光客に対し、丸岡町の観光情報拠点施設として積極的に
観光案内、観光PRを実施し、坂井市内の観光周遊を促すとともに、市内の
特産品等の販売を行うことで、坂井市の魅力拡大に努めます。

観光交流課

№ 事業名 事業内容 所管課

№ 事業名 事業内容 所管課

決算（千円）

11,761

主な取り組み実績 予算（千円）

11,761



(1)
-8

ゆあぽ～と管理運営
三国温泉ゆあぽ～とを適切に管理運営し、温泉施設として観光客や市民に
対し憩いの場を提供するとともに、三国の食や自然景観をPRする観光施設
としても寄与していきます。

№ 事業名 事業内容

№ 事業名 事業内容

(1)
-11

観光ビジョン戦略事業
豊富な観光資源を生かしながら、坂井市観光ビジョン戦略基本計画に掲げ
る理想的な観光地域づくりを進め、観光による交流人口や関係人口の増加
と地域経済の好循環の拡大を目指します。

№

(1)
-13

№ 事業内容

予算（千円）

28,001

№ 事業名 事業内容 所管課

所管課

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

施設の根幹部分となる源泉ポンプの老朽化に伴うオーバーホールを行いました、その他、老朽
化した設備機器の修繕工事を行いました。観光客や市民の憩いの場を提供し、安心安全に利用
してもらうための維持管理を行いました。

66,685 66,631

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-9

温泉施設整備基金
市の財政状況を踏まえた上で、できる限り安定的な財源となるよう確実有
利な方法により運用を行います。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

基金利息、入湯税を積み立てするなど、適切な基金管理を行いました 28,003

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-10

観光事務事業
市が参加する広域観光組織や、「丸岡城桜まつり」「三国湊カニまつり」
など観光団体等が実施する事業に対して、その経費の一部を負担すること
により、各観光団体との連携を強めながら、本市の振興を図ります。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

海開きの開催やボランティアガイドの運営などに対する支援を行い、各団体との連携を図りま
した。いくつかの行事はコロナ禍のため中止となりましたが、その中でできる限りの誘客促進
に取り組みました。

11,309 11,058

所管課

(1)
-12

三国花火大会
有料観覧席の販売等での自主財源の確保に努め、将来的に三国花火大会が
継続していける体制づくりを強化します。また、安全で安心はもとより、
観覧者のマナー向上を訴え続けクリーンな花火大会を目指します。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

昨年に引き続き、コロナ禍により通常開催を見送りましたが、10月9日に市内の小学6年生を
対象とした、想い出花火を開催しました。

5,255 5,255

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

観光動態調査を行い、観光客のニーズの把握を行いました。三国祭山車製作事業補助金によ
り、三国祭りの保存振興に努めました。

10,839 6,068

決算（千円）

坂井市海浜自然公園では、夏期シーズンにおけるバーベキュー場の利用等の野外レクリエー
ションの提供を行いました。また、市民が自然と快適に安全に触れ合えるよう、自然環境の保
全に努めました。

21,431 17,963

事業名 事業内容 所管課

自然環境保全用地管理事業
越前加賀海岸国定公園に指定されている、三国地区内の海岸線の優れた自然環
境の保全を図ります。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

三国地区の観光地及び海岸線の良好な景観と観光客の安全を保つために、自然環境保全用地の
草刈業務や廃棄物の処理業務を委託し、地権者へ借上料を支払うなど、適切な維持管理を行い
ました。また、老朽化した海浜自然公園の改修について基本構想の策定をしました。

12,721 11,580

事業名 所管課

(1)
-14

観光施設維持管理事業
市民及び観光客が安全で快適に利用できるよう、市内観光施設の適切な維
持管理を図ります。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

東尋坊等市内の観光施設の景観と安全を保つために、草刈業務の委託や観光地の公衆トイレ清
掃、老朽化した施設等の修繕等を行いました。

21,135 17,714

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-15

海浜自然公園維持管理事業
対坂井市海浜自然公園を適切に管理運営することにより、市民が自然に親
しむ場を提供するとともに、野外におけるレクリエーション活動等の振興
を図ります。

観光交流課

主な取り組み実績



道の駅みくに及びさかいの施設修繕及び適正な維持管理を実施します。 建設課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

道の駅みくに及び道の駅さかいの適正な維持管理に努めました。また、県内道の駅で開催した
「ふくい道の駅ぐるっとスタンプラリー」に参画し、利用者が増える取り組みを実施しまし
た。

9915 9,373

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-22

丸岡温泉たけくらべ改修事業
北陸新幹線開業を見据え、老朽化が進む「丸岡温泉たけくらべ」の大規模
改修を実施し、新たな誘客や竹田地区の魅力向上につなげます。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

老朽化が進む「丸岡温泉たけくらべ」を、バリアフリー化および和室から洋室へ大規模改修を
行い、様々な世代が快適に過ごせる宿泊施設として完成いたしました。

354,471 323,560

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

インバウンド向けに宿泊施設を改修した事業者に補助金を交付しました。また、学生合宿向け
に地域活動費を支援しました。

11,500 10,210

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-20

観光資源・地域資源強化事業

インバウンド向けに宿泊施設を改修すること、また学生合宿者向けに地域
活動費を支援することなどの取り組みにより、坂井市への周遊性を高め、
誘客促進につなげます。また、市内の歴史・自然・文化・食・四季等の観
光資源の磨き上げとその情報などを来訪者に提供する環境を整え、滞在時
間の延長と観光消費額の増大を図ります。

(1)
-21

観光地魅力向上整備支援事業
2024年春の北陸新幹線敦賀延伸開業にあわせて、訪日外国人観光客を
ターゲットに多言語サイン・洋式トイレ整備等を実施し、観光客の利便性
向上に繋がる市内観光施設の適切な維持管理を図ります。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

老朽化した観光トイレを訪日外国人観光客向けに整備改修しました。 6,000 5,775

№ bari 事業内容 所管課

(2)
-1

道の駅管理運営事業

№ 事業名 事業内容 所管課

№ 事業名 事業内容

№ 事業名 事業内容 所管課

所管課

(1)
-16

海水浴場等維持管理事業
市内にある三国サンセットビーチ及び浜地海水浴場について、環境美化や
安全性の確保等良好な状態に保ち、海水浴客の利便性の向上を図ります。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

海水浴シーズンに駐車場を有料化、徴収業務を業者に委託し、自主財源の確保に努めました。 8,617 8,241

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-18

丸岡城周辺整備事業
丸岡城周辺整備基本計画を策定し、文化財、観光資源としての「丸岡城」
の価値をさらに高めるとともに、公共施設の集約化など城周辺の整備を行
うことで、賑わい創出や新たな誘客を目指します。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

丸岡城周辺整備基本計画に基づき、丸岡観光情報センターの移転新築の実施設計を行いまし
た。また、実施設計に伴い移転箇所の試掘調査を行いました。

130,552 79,605

(1)
-17

DMOさかい観光局支援事業

多種多様な事業者、市民、まちづくりが連携した観光地域づくりのプラッ
トフォーム「一般社団法人ＤＭＯさかい観光局」を支援し、マーケティン
グやマネジメントを行う観光戦略の展開に強力なリーダシップを持つ組織
への転換を図るとともに地域の担い手の掘り起こしや多角的な情報発信へ
の取り組みを促進します。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

観光情報の発信、誘客促進、情報分析の取り組みなど観光ビジョン戦略基本計画を推進してい
くための運営委託や観光地域づくりとしての組織運営の補助金の支出を行いました。

35,000 32,357

№ 事業名 事業内容 所管課

(1)
-19

北前船日本遺産活用推進事業
江戸から明治時代にかけて北前船交易によって繁栄した三国湊を支えた１
９の構成文化財を群としてつなぎ、そのストーリーを国内外に発信するこ
とで、観光誘客の促進や地域の活性化につなげます。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

北前船日本遺産活用推進協議会に参加し、アフターコロナを見据え、観光誘客の促進や地域の
活性化の検討を行いました。

810 670



№ 事業名 事業内容 所管課

(5)
-1

DMOさかい観光局支援事業（観
光を担う組織づくりと人材育成）

多様な関係者の合意形成や、データに基づくマーケティング、観光地のマ
ネジメントなど、観光地域づくりのプラットフォームとしての組織づくり
と人材育成を目指します。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

データに基づくマーケティングを行うために、データの分析について研修を重ねました。ま
た、DMOさかい観光局職員を対象に観光地域づくりの組織としてのあり方の研修を行いまし
た。

14,000 12,966

№ 事業名 事業内容 所管課

(4)
-2

DMOさかい観光局支援事業（観
光情報の発信）

DMOさかい観光局のホームページやSNSを活用し、本市の見どころ、旬
なイベントの情報発信を行い、観光客の誘客促進を図ります。また、首都
圏の観光事業者に向けた出向宣伝など行い、旅行コースの造成に繋げま
す。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

DMOさかい観光局のホームページやSNSを常時更新し、本市の観光客情報の発信を行いまし
た。また、本年度は、新型コロナウイルスの影響によりオンラインによる出向宣伝を行い、ま
だ知られていない観光地などの紹介を行いました。

14,000 12,966

№ 事業名 事業内容 所管課

(4)
-3

東尋坊観光交流センター管理運営
事業

東尋坊再整備に合わせ、観光案内所としての機能の充実や、観光動態に関
するデータ等を基にしたサービス向上を目指します。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

ＤＭＯさかい観光局に予算委譲 0 0

№ 事業名 事業内容 所管課

(3)
-1

越前加賀インバウンド推進事業
４市１町（あわら市、勝山市、坂井市、永平寺町、加賀市）の観光資源を
結び付け、魅力の向上を図りながら、広域的旅行ルートを造成し、東アジ
アや東南アジアなど海外に対して滞在型観光誘客を推進します。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

コロナ禍にあったため、インバウンドの需要がなく具体的な取り組みはできませんでしたが、
アフターコロナに向けて、広域的にどのような取り組みを行うのか検討を行いました。

100 100

№ 事業名 事業内容 所管課

(4)
-1

魅力発信プロジェクトまちの魅力体感
事業（効果的な観光情報の発信）

様々なＳＮＳや広報媒体を使って、ターゲットやコンセプトに即した情報発信
に努めます。

観光交流課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

インスタでの情報発信に加え、本年度よりYouTubeにおいて、若者をターゲットに、本市の
観光地紹介の動画を6本作成しました。

79 69



４.＜基本計画に対する現状と課題および展開（具体的な事業の実績を踏まえて）＞

(1)【観光資源・地域資源の魅力向上と多様な観光ニーズへの対応】
（観光交流課）
　東尋坊、丸岡城については、両観光地とも、周遊性が乏しく、滞在時間が短いことにより観光消費額が低いことが課題
としてあげられている。今後は現在策定されている東尋坊再整備、丸岡城周辺整備計画において、東尋坊再整備、丸岡城
周辺整備については、地域住民と合意形成を図り、国・県等の関係機関と連携しながら丁寧に事業に取り組んでまいりま
す。老朽化した海浜自然公園については、寄付市民参画事業として日本海側一のアウトドアスポットを目指して事業に取
り組んでいきます。その他の観光拠点施設についてはアフターコロナや北陸新幹線の敦賀延伸を見据た整備に取り組んで
いきます。
（農業振興課）
　ゆりの里公園では昨年より、毎月第３土日を「ゆりマル」と題したイベントを計画し、交流人口の定着を図っています
が、コロナ禍で不定期な開催となっており集客力がまだ充分ではありません。昨年度は新しい遊び場やイルミネーション
エリアの拡充も行っているため、コロナ禍の状況にもよりますが、SNSによる更なる周知や、果樹農家との連携をとり
ながら交流人口の拡大を図りたいと考えています。
 
(2)【広域交通網の活用推進】
（建設課）
　道の駅みくに及び道の駅さかいの適正な維持管理に努めいますが、道の駅みくにについては、東尋坊や海水浴場などへ
の交通路に位置しており、隣接施設であるふれあいパーク三里浜も含め、観光を重視した運営の検討が必要である。ま
た、道の駅さかいについては、隣接する施設地域交流センターいねすとあわせた指定管理などを検討し、事務の効率性を
さらに向上させることが必要です。道路利用者の利便性の向上と安全で快適な道路交通環境の形成、並びに地域の振興に
寄与することを目的として、道の駅みくに、道の駅さかいを適正に管理運営していきます。道の駅さかいについては、隣
接する施設地域交流センターいねすと関連するので一体的な指定管理者制度に向けて協議していきます。

(3)【インバウンドの受け入れ体制の整備】
（観光交流課）
　現在、コロナ禍でのインバウンドの需要が見込めませんが、アフターコロナを見据え、商談会への参加や外国人旅行者
の受入れ体制の整備に取り組んでいきます。

(4)【観光情報の整理と効果的な発信】
（観光交流課）
　観光情報の入手の仕方は多様になってきており、マスメディア、雑誌、SNSなど、様々な方法を活用し、各世代に合
わせた情報発信をすることが必要です。また、タイムリーな情報発信を心がけ、観光地への興味が深まるような発信を
行っていきます。

(5)【観光地域づくりのための組織形成と人材育成】
（観光交流課）
　ＤＭＯさかい観光局を中心に、マーケティングやデータの分析を行い、観光客のニーズにあった観光地域づくりを推し
進めていきます。

現状と課題
および展開



5.＜基本計画に向けた令和４年度から令和６年度間（第２次総合計画前期期間）の具体的な事業の方向性＞

(5)
-1 DMOさかい観光局支援事業（観光を担う組織づくりと人材育成） 観光交流課 効果あり 継続

(3)
-1 越前加賀インバウンド推進事業 観光交流課 将来的な効果あり 継続

(4)
-1
魅力発信プロジェクトまちの魅力体感事業（効果的な観光

情報の発信）
観光交流課 効果あり 継続

(4)
-2 DMOさかい観光局支援事業（観光情報の発信） 観光交流課 効果あり 継続

(4)
-3 東尋坊観光交流センター管理運営事業 観光交流課 小さい効果 廃止

(1)
-22 丸岡温泉たけくらべ改修事業 観光交流課 将来的な効果あり 完了
(2)
-1 道の駅管理運営事業 建設課 効果あり 改善（見直し）

竹田の里運営管理事業
ゆりの里公園管理運営事業（体験交流型イベントの開催）

三国花火大会 観光交流課 効果あり 継続(1)
-12

継続
継続

効果あり
効果あり

(1)
-7 春江ゆりの里フラワーファームづくり事業 農業振興課 効果あり 継続
(1)
-8 ゆあぽ～と管理運営 観光交流課 効果あり 継続
(1)
-9 温泉施設整備基金
(1)
-10 観光事務事業 観光交流課 効果あり 継続
(1)
-11 観光ビジョン戦略事業 観光交流課 効果あり 継続

観光交流課
農業振興課

事業名

(1)
-5

(1)
-6

(1)
-3

(1)
-4

効果あり 継続観光交流課

将来的な効果あり

将来的な効果あり

小さい効果
小さい効果

継続
継続
継続
継続

丸岡観光情報センター管理運営事業
三国まちなか観光施設管理運営事業

今後の方向性所管課№

観光交流課

(1)
-20 観光資源・地域資源強化事業 観光交流課 効果あり 継続
(1)
-21 観光地魅力向上整備支援事業 観光交流課 将来的な効果あり 継続

観光交流課

観光交流課
事業毎効果

(1)
-1

(1)
-2

周遊・滞在型観光推進事業
東尋坊再整備事業 観光交流課

(1)
-18 丸岡城周辺整備事業 観光交流課 将来的な効果あり 継続

(1)
-15 海浜自然公園維持管理事業 観光交流課 効果あり 継続
(1)
-16 海水浴場等維持管理事業 観光交流課 効果あり 継続

(1)
-13 自然環境保全用地管理事業 観光交流課 小さい効果 継続
(1)
-14 観光施設維持管理事業 観光交流課 効果あり 継続

(1)
-19 北前船日本遺産活用推進事業 観光交流課 将来的な効果あり 継続

(1)
-17 DMOさかい観光局支援事業 観光交流課 効果あり 継続



1.＜基本構想＞

2.＜基本計画および方針と基本施策＞

3.＜具体的な事業とその実績＞

坂井市シルバー人材センター登録者数

給与収入者数（60歳以上） 11,474人
(平成30年度)

12,109人 12,273人

№ 事業名 事業内容 所管課

5.ジェンダー平等を実現しよう 8.働きがいも経済成長も

9.産業と技術革新の基盤をつくろう
関連性の高いSDGsの１７目標

3,100億円
（令和6年度）

５-４　働く環境の充実

重要業績評価指標（KPI） 現状値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 目標値

(1)【雇用・就労機会の確保と労働環境の充実】
○労働者の就労機会の確保、定着・雇用の安定を図るため、福井労働局や県及び関係機関などとの連携を強化しながら雇用支援策を推
進します。
○若い世代が希望する職場で働けるよう就労機会の創出に取り組むとともに、ＵＩＪターン就職の促進を図ります。
○職業相談や離職者・転職希望者を対象とした相談会を開催し、安定的に働ける就労の場の確保を推進します。
○公共職業安定所と連携し、子育て中の女性のための職業支援や子育て支援セミナー開催などの情報を発信し、働く女性に対しての雇
用対策を推進します。
○高齢者の就労機会の確保を図るとともに、生きがいづくりや地域社会への参画についても支援します。

(2)【多様な人材の確保や柔軟な働き方の実現】
○人手不足分野における人材確保に向けて、中小企業の生産性の向上と働き方改革の取り組みを支援します。
○市内企業の外国人労働者受け入れ体制の整備を支援します。
○市商工会などの関係団体、事業者と連携し、新規創業や６次産業化など市内産業の高度化・魅力向上の取り組みを推進し、多様で魅
力的な就労の場の創出、人材確保の円滑化に繋げます。
○ライフスタイルや制約に応じた多様な働き方の実現に取り組むため、働き方に関する意識改革を推進します。

製造品出荷額等 2,878億円
（平成30年度）

3,038億円 ー

12,500人
(令和6年度)

観光客入込客数 523万人
（平成30年度）

336万人 292万人 600万人
（令和6年度）

1,095人
(平成30年度)

1,046人 995人

インターンシップ受け入れ企業数 12社
（平成30年度）

8社 8社 15社
(令和6年度)

令和３年度事業分　坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略政策評価シート

５　地域資源を活かし活力に満ちたまちづくり

数値目標 現状値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 目標値

№ 事業名 事業内容 所管課

1,350人
(令和6年度)

福井労働局と締結した「雇用対策協定」に基づき、ハローワーク三国と年間３回の意見交換を
行うとともにハローワーク三国において市リーフレットを活用した就職支援相談や新規高卒予
定者を対象とした高校生サマー求人企業説明会を実施しました。

主な取り組み実績

新しい働き方やワーク・ライフ・バランスを考えるイベント「イクボスデー」をオンラインで
開催し、基調講演、市内企業と学生のトークセッションを行い、約30名が参加しました。ま
た、３回連続セミナー形式による「イクボス推進企業ネットワーク」では企業からのべ２８名
が参加し、各社が抱く課題を共有する中で、改善に向けた新たな展開について意見交換を行い
ました。

(1)
-2

イクボス推進事業（再掲）
市内企業に対し、仕事と生活の両立を考え、個人の人生の幸せと企業の業
績アップを目指す上司（イクボス）の推進・普及を図り、働き方改革や女
性の活躍を推進します。

総務課
（男女共同参画

推進室）

決算（千円）予算（千円）

1,582 1,515

(1)
-1

労働事務事業（雇用・労働環境の
改善と就労支援の強化）

福井労働局やハローワーク三国をはじめ県等と連携・協力を強化しつつ、それ
ぞれの果たすべき役割を認識しながら、雇用・労働環境の改善と就労支援の強
化を図っていきます。

商工労政課

決算（千円）

121

主な取り組み実績 予算（千円）

202



所管課

(1)
-5

農業次世代人材投資事業（再掲）

所管課

農業振興課

商工労政課

5,750

農業振興課

所管課

決算（千円）

№ 事業名 事業内容

予算（千円）

1903 1903

令和3年度に新たに1人が認定新規就農者となり、17名が農業次世代人材投資事業を活用しま
した。農業次世代人材投資資金を受給しながら営農に取り組む新規就農者に対し、定期的な圃
場巡回指導により就農定着を推進しました。

(1)
-3

市内企業就職応援事業

市内のUIJターン求職者の雇用促進を目的とした支援を行うとともに、補
助金等を支給し、本市への定住促進と人材不足に悩む市内企業の人材確保
を図る。また、市内の企業が、市内居住の非正規雇用労働者を正規雇用に
転換した場合や育児休業取得者を原職に復帰させた場合に支援します。

№ 事業名 事業内容

(1)
-7

シルバー人材センター事業
高齢者等の雇用の安定等に関する法律第5条の規定に基づく、国及び地方公共
団体が担うべき公共性の高い、高年齢者等の雇用機会の確保を図っていること
から、国が示す基準に照らし継続して行っていきます。

後継者及び新規就農者を確保するため、経営の不安定な初期段階の青年就
農者を継続的に支援します。

24,096

令和3年度に新たに1人が認定新規就農者となり、1名に就農奨励金、1名に住宅確保助成金を
交付しました。認定農業者に対し、就農奨励金の交付、住宅確保のための家賃助成等を行い、
就農当初の負担を軽減することにより、新規就農者の経営安定を図りました。

主な取り組み実績 予算（千円）

4,072

№ 事業名 事業内容

№ 事業名 事業内容

UIJターン雇用促進については、県外から市内への移住にあたり、坂井市内の中小企業に就職
した４名の方に対し奨励金を交付しました。一方、企業向けの補助金は、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響から企業が県外活動を自粛する傾向にあり、対象となる申請がありませんで
した。また、企業キャリア支援については、市内居住の非正規労働者8名を正規雇用に転換し
た6社に対して助成を行い、労働者の安定した雇用環境の確保に努めました。

決算（千円）

所管課

(2)
-1

労働事務事業（就労支援の強化）
福井労働局やハローワーク三国をはじめ県等と連携・協力し、人手不足分
野における人材確保に向けて就労支援の強化を図っていきます。

121

所管課

国の補助額に準拠した補助額を助成することで、高齢社会に対応した長期安定的な経営を支援
しました。

20,129

福井労働局と締結した「雇用対策協定」に基づき、ハローワーク三国と年間３回の意見交換を
行うとともに、ハローワーク三国において市リーフレットを活用した就職支援相談や新規高卒
予定者を対象とした高校生サマー求人企業説明会を実施しました。

202

№ 事業名 事業内容

(1)
-4

新規就農者定住促進支援事業（再
掲）

就農研修時や就農初期の新規就農者（市外出身）の、生活基盤確保や早期
の経営安定化を図ります。

予算（千円）

予算（千円）

(1)
-6

新規就農サポート事業
（再掲）

就農初期の生活基盤が不安定な新規就農者の早期の経営を図り、農業経営
に必要な様々な負担を軽減します。

№ 事業名 事業内容 所管課

商工労政課

主な取り組み実績 予算（千円） 決算（千円）

商工労政課

決算（千円）

1,800

主な取り組み実績

20,062

決算（千円）

22,889

主な取り組み実績

令和3年度に新たに1人が認定新規就農者となり、11名が新規就農者定住促進支援事業を活用
しました。市外出身の新規就農予定者の就農初期の生活確保基盤や早期経営安定化に要する経
費について支援し、市内定住を促進しました。

決算（千円）

5,752

農業振興課

主な取り組み実績

予算（千円）

主な取り組み実績



４.＜基本計画に対する現状と課題および展開（具体的な事業の実績を踏まえて）＞

5.＜基本計画に向けた令和４年度から令和６年度間（第２次総合計画前期期間）の具体的な事業の方向性＞

農業次世代人材投資事業（再掲）
新規就農サポート事業
（再掲）

事業名

(1)
-6

(1)
-3

(1)
-4

将来的な効果あり

将来的な効果あり

効果あり
効果あり

継続

改善（見直し）

継続
継続

市内企業就職応援事業
新規就農者定住促進支援事業（再掲）

№

商工労政課
農業振興課

事業毎効果
商工労政課

継続
継続

効果あり
効果あり

(1)
-7 シルバー人材センター事業 商工労政課 効果あり 継続
(2)
-1 労働事務事業（就労支援の強化） 商工労政課 将来的な効果あり 継続

農業振興課
農業振興課

(1)
-5

(1)【雇用・就労機会の確保と労働環境の充実】
（男女共同参画室）
　イクボス宣言企業事業所数はR３年度は2企業増の65企業となりましたが、勢いがないのも現状であります。今後、他
課とも連携を取りながら目標値である80企業を達成できるように新しい取り組みを進めていきたいと考えています。男
性の育休取得企業について、今年度から調査を始めたところ10企業でありましたが、４月からの出生時育児休業」制度
の新設により今後さらに男性の育児休業取得が進み、これまで以上に男性の積極的な家事育児への参画意識の浸透に取り
組み、男女共同参画推進計画を着実に実行していきます。

（農業振興課）
　新規就農者に対する経済的支援については充実していますが、就農に際し、農地の提供が困難な状況になる事案が丘陵
地では発生しています。現在、空きハウスの調査や、農家の事業継承に関する調査等を実施しており、新規就農者に対す
るスムーズな農地の提供ができる体制を整備していきます。

(1)【雇用・就労機会の確保と労働環境の充実】および(2)【多様な人材の確保や柔軟な働き方の実現】
（商工労政課）
　労働者の就労機会の確保、定着及び雇用の安定を図るため、福井労働局と締結した「雇用対策協定」に基づき、ハロー
ワーク三国と年間３回の意見交換を行うとともに、ハローワーク三国において市リーフレットを活用した就職支援相談や
新規高卒予定者を対象とした高校生サマー求人企業説明会を実施し、雇用・就労機会の確保に努めました。
　また、市とハローワーク三国が連携し、労働市場の情報提供、求人申込の案内や雇用関係助成金等の周知を図るととも
に、就職面接会を開催するなど人材不足対応と人材確保を行うための施策を講じていきます。
　今後も「雇用対策協定」に基づく事業を着実に実施するとともに、労働関係機関との連携を強化し、社会情勢が目まぐ
るしく変化するなか、「労働供給（求職者）」と「労働需要（求人者）」それぞれに目を向けたセミナーや相談会を引き
続き開催します。

現状と課題
および展開

(1)
-1

今後の方向性所管課

(1)
-2

労働事務事業（雇用・労働環境の改善と就労支援の強化）

イクボス推進事業（再掲）
総務課

（男女共同参画推進室）


