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はじめに

越前町では、平成２８年３月に「第二次越前町総合振興計画」を策定し、前期計画期間
では、「快適居住」、「人財育成」、「仕事応援」、「観光交流」の４つの骨格となるべき施策
をリーディングプロジェクトとして位置づけ、特に、人口減少対策に力を注いできました。
しかしながら、地方における人口減少と高齢化のスピードは、進行の度合いを加速し、
地域間の格差をさらに広めながら、都市間競争を激化させています。また、私たちの生活
に深く浸透しているインターネット環境とともに、ＡＩやＩｏＴ技術が発達し、新たな社
会基盤として普及が進めば、これからの生活のあり方が大きく変わっていくものと思われ
ます。そして、昨年来から新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、世界規模での問題
となっており、未だにその収束が見通せない状況となっています。
そのような中にあって、これまでの施策展開で浮かび上がってきた課題や町民意識調査
結果、並びに昨年策定した「第２期越前町総合戦略」を踏まえ、さらに感染症対策の推進
やＳＤＧｓの理念に沿った取り組みなどを加えて、後期基本計画を策定いたしました。
今の時代、激しく移り変わる状況に対し、時を失せず、適確に方針を定め、施策を実行
することが求められています。これまで同様、人口減少の克服と「ふるさと越前町」の創
生に向けて、町民の皆様との協働のもと、後期基本計画の着実な遂行に努めてまいります
ので、なお一層のご理解とご協力をお願いいたします。
結びに、本計画策定にあたり貴重なご意見をいただきました多くの町民の皆様や、ご尽
力くださいました越前町総合振興計画審議会委員並びに町議会の皆様に心からお礼を申
し上げます。

令和３年３月

越前町長

青 柳 良 彦
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