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私のビジョン 

 

｢希望と安心の福井｣ 新たなステージへ 

 

東村 新一 

 

私は、平成１９年１２月に市長に就任して以来、みんなが将来に夢や希望を持ち、家族

が笑顔で暮らせる「希望と安心のふくい」を実現するという強い思いのもと、今日まで全

力を挙げて市政運営に取り組んでまいりました。 
  

このような中、市民の皆様の深い御理解と温かい御支援により、本市は今年４月１日に

中核市に移行し、新たな市政の一歩を踏み出すことができました。また、中核市移行と同

時に、嶺北全市町と｢ふくい嶺北連携中枢都市圏｣を形成し、その中心都市として、広域的

な観光や販路の開拓など、圏域の強みを生かした取組を進めています。 
  

北陸新幹線福井開業が間近に迫った今、福井を訪れる方々を迎え入れるためのまちづく

りや、開業効果を最大限に引き出すための取組を、県や他市町と協力し、戦略的に力強く

進めていかねばなりません。また、開業後を見据えた施策の展開も必要です。 
  

 さらに、本格的な人口減少・少子高齢社会に立ち向かうためには、ＳＤＧｓ※の視点を

ふまえ、持続可能で活力ある地域づくりに取り組むことが必要です。 
 

加えて、社会が急速に国際化を進める中、未来を担う子ども達には、異文化の理解や、

外国人とのコミュニケーション能力の一層の充実が求められています。 
 

 私は、愛する福井が、これからも活力と希望に満ちた｢誰もが笑顔で暮らせる 希望と安

心のふくい｣であることを願ってやみません。そのために、市民の皆様とともに力を合わせ

て、全力で取り組んでまいります。 

 

 

※ＳＤＧｓ･･･持続可能な開発目標。2015年（平成 27年）9月の国連サミットで国際社会共通の目標として採択された。 
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１１  安安全全でで活活気気ああふふれれるるままちち  

 

 

・新幹線利用者の利便性向上のため、県全域の観光案内所などを備えた、駅の拡張施

設を整備します 

・北陸新幹線福井開業に向けた機運醸成のため、開業に向けたキャンペーンやカウン

トダウンイベントなどを集中的に実施します 

・新たな交通戦略を策定し、地域交通ネットワークのさらなる充実を図ります 

・市民にとって利用しやすい並行在来線となるよう、新駅の設置を検討するとともに、

パーク・アンド・ライド駐車場の整備等、関係機関と連携して利用促進に取り組み

ます 

・市町間でのコミュニティバスの連携など、連携中枢都市圏を活かし、生活や観光な

どで“つながる”交通体系を構築します 

・中部縦貫自動車道の開通を活かし、観光交流や企業誘致の促進を図ります 
 

 

・総力を挙げた「ふくい」のイメージアップ、メディアなどに向けた全国的なプロモ

ーションを展開します 

・ＮＨＫ連続テレビ小説（朝ドラ）の福井への誘致を働きかけます 

・日本遺産の認定を受けた養浩館庭園や一乗谷朝倉氏遺跡、白山平泉寺など、日本遺

産を巡る広域的な観光振興に取り組みます 

・橋本左内、由利公正、松平春嶽、橘曙覧などのゆかりの地を巡るコースを整備しま

す 

・連携中枢都市圏内の観光資源をつなぎ合わせ、広域的に楽しめる観光ルートを形成

します。 

・インバウンド観光を推進するため、ガイドの養成や外国語表記への支援など、環境

整備を進めます 
 

 
 

・地域が作成する｢地域未来づくりビジョン｣に基づく取組を力強く支援します 

・地域活動の拠点となる公民館を計画的に整備します 

・集落支援員や特定集落支援員の配置、自治会の負担軽減など、自治会組織の基盤強

化に取り組みます 

・ＵＩターン者への空き家の購入費・家賃助成や、空き家住宅リフォーム支援などの

取組に加えて、空き家を地域の活動場所として利用できるよう、必要な支援に取り

組みます 

①北陸新幹線福井開業！ 新時代を拓く交通とまちづくり 

③活力と笑顔あふれる 私達の地域づくり 

②観光新時代  北陸新幹線に乗って福井を体感 
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・民間投資の呼び込みにより、賑わいのさらなる創出を進めます 

・中心市街地のまちづくりに資する再開発事業等を支援します 

・民間主体のイベントなど、賑わいにつながるまちづくり活動を応援します 

・県と連携し、福井城址の活用について検討を進めます 

・足羽山について、園路や遊具を計画的に更新するなど、市民や本市を訪れる方々の

憩いの場としての魅力を高めます 
 

 

 

・幹線道路の整備により、道路交通ネットワークを強化します 

・大雪に負けない、除排雪体制を構築します 

・ゲリラ豪雨に対応するため、河川改修や浸水地区の雨水対策に取り組みます 

・雨水対策の強化や施設の耐震化を図るため、老朽化したポンプ場の更新を進めます 

・新たな｢福井市水道事業ビジョン｣を策定し、安全で安定した水道の供給に取り組み

ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去４年間の実績 

・福井駅西再開発ビル「ハピリン」開業 

・足羽山公園屋内動物園「ハピジャン」整備 

・中央公園再整備完了     

・福井城址周辺道路整備 

・公民館移転新築及び改築実施 

・地域担当職員制度の導入   

・日本海トライアルステイを実施 

・北陸新幹線関連工事の推進     

・「田原町ミューズ」整備          

・福井城址大名町駅電停改良 

・福井市観光大使の委嘱      

・福井市応援隊の結成 

・ガラガラ山キャンプ場リニューアル 

・ジャパンエキスポ・パリへの出展（インバウンド誘客） 

・台湾での現地商談会 

④県都の玄関口にふさわしい魅力ある環境づくり 

⑤災害に負けない 強靭な都市基盤づくり 
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２２  健健康康にに暮暮ららせせるる住住みみよよいい環環境境  

 
 

・東京圏からの移住・定住を手厚く支援する等、若者人材の福井への「還流」を促進

します 

・男女の出会いの場の創出や結婚のサポート、妊娠・出産・子育てを通じた切れ目の

ない支援など、出生率の向上に向けた取組を強化します 

・男女が、職場や家庭、地域において、個性と能力を十分に発揮し、仕事と生活の調

和を図ることができる、全ての人が輝く環境づくりを進めます 

・女性が働きやすい環境づくりに取り組む企業を支援するなど、福井で働く女性をし

っかりとサポートします 

・若者の夢を応援し、活躍できる場所や機会を創出するなど、若者の地元定着やＵＩ

ターンにつなげます 

・ふるさと納税等で福井を応援したり、定期的に福井を訪問したりなど、多様な形で

本市に関わる「関係人口」の創出・拡大に取り組みます 

・外国人に対するコミュニケーション支援や生活支援に努めるなど、外国人との多文

化共生を進めます 

 
  

 

・一人ひとりの結婚、出産、子育ての希望がかなう、日本一の子育て環境づくりを進

めます 

・母子保健の拠点である｢妊娠・子育てサポートセンターふくっこ｣において、妊娠、

出産から子育てまで、切れ目なくサポートします 

・希望する小学生が全員入会できるよう、放課後児童クラブを整備します 

・｢一時預かり｣や、「すみずみ子育てサポート事業」など、子育てをきめ細かに支援し

ます 

・子育て世代を応援するため、幼児教育・保育無償化や子ども医療費の窓口無料化な

どに取り組みます 

・育児休業の取得推進など、子育て世代の応援に力を入れる企業を「子育てファミリ

ー応援企業」として登録し、広報、支援します 

・民間団体が行う地域における子どもの居場所づくりの取組を応援します 

・子どもの権利を守るため、県や関係機関と連携して相談、支援に取り組みます 

 

 

①人口減少に立ち向かうまちづくり 

②子だくさんでも安心 日本一の子育て環境 
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・市民の健康を守るため、公衆衛生の拠点である保健所と、健康づくりや母子保健の

拠点である健康管理センターとの連携を強化します 

・市民の健康づくりのため、「健康ふくふくプラン２１」を推進し、がん検診の受診率

向上や生活習慣病の発症予防などに取り組みます 

・住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活 

支援が一体的に提供される地域包括ケアを推進します 

・成年後見制度の利用に向けた体制整備など、総合的な認知症施策を進めます 

・障がいのある人が、地域で安心して生活できるよう、相手を思いやる心のバリアフ

リーを推進します 
 

 

・安定したごみ処理を継続するために、新たなごみ処理施設の整備に向けて、計画的

に取り組みます 

・産業廃棄物の適正処理が進むよう、廃棄物処理業者、排出者等を的確に指導します 

・大気汚染など公害の未然防止のため、関係事業者への指導・啓発に取り組み、生活

環境の維持を図ります 
 

 

 

・消防体制の強化を図るため、Ｂ分署やＤ分署、南消防署の整備に取り組みます 

     ※Ｂ分署…森田分遣所と河合分遣所を統合  ※Ｄ分署…鶉分遣所と大安寺分遣所を統合 

・大規模災害の発生に備えて、実践的・広域的な防災訓練等を実施します 

・災害時における社会インフラの早期復旧などについて、民間事業者等との連携強化 

を図るため、協定の締結等を進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③｢誰一人取り残さない｣社会の実現 

④環境にやさしい社会づくり 

⑤消防・防災体制の充実 

過去４年間の実績 

 ・越廼サテライトオフィス開設      

 ・移住・定住サポート事業など、UI ターン支援 

 ・輝く女性の未来予想図事業    

・｢妊娠・子育てサポートセンター ふくっこ｣の整備 

 ・保育園の環境整備          

・放課後児童クラブ整備  

 ・「ベジ・ファースト」普及啓発 

 ・福井市手話言語及び障がい者コミュニケーション条例制定 

・マンホールトイレ整備      

・東分署整備    

・消防情報管制システム整備 
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３３  新新時時代代にに躍躍進進すするる産産業業  

 

 

 

・繊維産業の高付加価値化、成長産業への展開など、福井伝統のものづくり技術の高

度化を促進します 

・地域経済を牽引する中核企業の育成、企業立地の推進などにより、次代を担う若者

にとって魅力ある産業の育成や働く場の創出を図ります 

・福井の経済を支える中小企業の事業承継を推進するため、実践的なセミナーの開催

や相談体制の強化に取り組みます 

・地域課題の解決や、高い発展性が見込まれる事業など、若者の熱意ある創業を支援

します 

・ＡＩ（人工知能）やＩｏＴ（モノのインターネット）など、先端技術の導入・活用

の促進による、生産性の向上を応援します 

・働き方改革やワークライフバランスを推進し、働きがいの向上を推進します 
 
 

 

 

・市民や観光客にとって魅力的な、特色ある個店づくりを応援します 

・やりたいことを楽しみながら。「小商い」の創業をサポートします 

・市民からも観光客からも喜ばれる。本市一押しのお土産品の開発を支援します 

・まちなか全体の賑わいを高めるため、「ソライロテラス」を活用したイベントを促進

します 
 
「ソライロテラス」…西武福井店横アップルロード、鳩の御門通り、ガレリア元町アーケード、ガレリアポケットのこと 

 

 

・農地の集積・集約化による生産性の向上や、稲作と園芸を組み合わせた複合経営の

推進、６次産業化の取組に対する支援など、農業経営の基盤強化を図ります 

・農家レストランや体験農園の整備など、農業や地域資源を生かした里地里山活性化

の取組を支援します 

・ＡＩ（人工知能）など先端技術を活用したスマート農業の推進など、次世代型農業

を推進します 

・農林水産物、加工品の国内外での販路開拓等、売れる・儲かる仕組みづくりを担う

「ふくい型地域商社」の設立を検討します 

・農林水産物や加工品について、県内外での販売会やＰＲイベントを開催し、認知度

の向上や販路拡大を図ります 

①若者が創業できるまち  働きがいのあるまちづくり 

③福井の食や暮らしを支える 農林水産業の未来を切り拓く 

②「楽しい」「面白い」 福井で買い物・食事 
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・就業イベントへの出展や産地見学会、作業体験などを通じて、農林水産業に取り組

む意欲のある担い手づくりを進めます 

・森林整備や人材確保、県産材の利用促進など、森林環境譲与税を有効に活用します 

・有害鳥獣による農業被害を生じさせないよう、侵入防止柵の設置や、集落ぐるみで

の対策への支援等に取り組みます 

・防波堤の整備や漁港施設の長寿命化工事など、漁業振興に取り組みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去４年間の実績 

 ・中小企業へのものづくり、販路開拓、人材育成、設備投資への支援 

 ・「ふくいの恵み」認定商品の PR 

 ・Ｕ・Ｉターン就職促進      

・「ビジネスプランコンテスト」開催  

 ・企業立地支援  

 ・「福井市農林水産業ブランド化戦略」策定 

 ・６次産業化拡大支援         

・未来へつなぐ福井の農業活性化プロジェクト 

  ・「清水きららの森～おばやま自然公園」整備 

・木質バイオマスボイラー設置 
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４４  人人がが輝輝くく教教育育・・文文化化  
 

 

・子どもの教育環境の充実の観点から、適正規模を含めた学校のあり方について、学校・

地域とともに検討していきます 

・ＡＬＴ（外国語指導助手）の増員などにより、グローバル人材の育成、国際理解教育

を推進します 

・ＩＣＴ活用などによる情報教育や、キャリア教育を充実します 

・スクールカウンセラーやいきいきサポーター、部活動指導員などの専門的知識を有す

る人材を活用し、子ども達にきめ細かな相談、指導を行います 

・地域と連携して、ふるさとを愛し、誇りに思い、ふるさとの未来を託せる人財の育成

に努めます 

・学校施設の改修など、良好な学習環境の整備を進めます 

・ドライシステムによる衛生面での向上や、食物アレルギーにも対応できるよう、学校

給食センターを整備します 

・一斉点検による危険箇所の把握・対応、防犯カメラの設置支援など、通学路の安全対

策に取り組みます 

 

 

・県や他市町と連携し、スポーツを通じて観光客を呼び込む「スポーツツーリズム」を

推進します 

・東京オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツの振興に取り組みます 

・福井国体・障スポの成果を活かし、大会の誘致やスポーツ環境の整備に取り組みます 

・「するスポーツ」、「みるスポーツ」、「ささえるスポーツ」といったスポーツへの多様な

関わりを通じて、子どもから大人まで、市民の豊かなスポーツライフを推進します 

・交流人口の拡大と地域の活性化を図るため、市内で合宿を行う県外の学生団体の宿泊

や地域交流活動に対して支援します 

 

 

・市民の文化芸術活動を支援するとともに、福井の文化や歴史、自然を観光誘客などに

活用します 

・市民が安心して集い、快適に学べるよう、図書館のリニューアルに取り組みます 

・｢人生１００年時代」を見据えて、全国的にも高く評価されている本市の公民館におけ

る生涯教育のさらなる充実を図ります 

・「不死鳥のまち福井」の誇りと精神を市民の精神的支柱とし、後世にもしっかりと伝え

ていきます 

①全国トップクラス 福井の教育環境のさらなる充実 

②生涯スポーツの推進 

③市民の文化・学習活動推進 
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ビジョン実現のために 
 

○みんなで連携する 

・県と連携し、北陸新幹線開業後までを見据えたまちづくりに取り組みます 

・連携中枢都市圏の市町と連携し、活力ある豊かな圏域づくりを進めます 

・北陸新幹線沿線都市と連携し、開業キャンペーンやイベントなど、開業に向けた機運

の醸成をはかります 

・市民ファーストの考えのもと、地域、民間、団体と連携して、力強く市政を進めます 

 

○仕事の質を高める 

・ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について、市政の様々な計画や施策に反映します 

・中核市として、さらなる市民サービスの向上に努めます 

・「伝える」広報から「伝わる」広報へ。市民にとって理解しやすく、共感をいただける

ような広報に取り組みます 

 

○健全な行財政を運営する 

・財政再建計画を着実に実行します 

・ふるさと納税やクラウドファンディングなどを活用して、収入の確保に努めます 

・財政調整基金をしっかりと積み立て、健全な行財政運営を行います 

過去４年間の実績 

・森田小学校校舎、体育館改修 

 ・順化小学校・順化公民館複合化事業 

 ・学校体育館バリアフリー化、窓ガラス飛散防止対策 

 ・音楽室エアコン設置、トイレ洋式化 

 ・地場産食材を使った学校給食提供 

 ・キャリア教育プログラム事業の実施 

 ・就学援助費の小学校入学前の支給（令和２年度入学から） 

・プログラミング教育に関する授業実施 

・「福井国体・しあわせ元気大会」の開催 

 ・スロベニア共和国とのホストタウン登録 

・日本遺産認定（一乗谷朝倉氏遺跡、福井城址、養浩館庭園など） 


