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１　計画策定にあたって ３　これからの観光戦略

（１）計画策定の背景 （１）基本理念

（２）福井市観光振興計画の策定

（２）施策の方向性について

２　現状と課題

（１）福井市の現状

（２）旧ビジョンの総括

（３）福井市の課題

「３―（２）施策の方向性について」に記載。

　人口減少社会が到来による経済活動の縮小が予想される中､観光の振興には､交流人口を拡大し、地域経済に潤

いと活気を与えるなどの効果が期待されており、国や県も、観光振興に向けた取り組みを積極的に進めていま

す。

　そのような中、その土地ならではの食、風景、名所旧跡などを求めて旅行に出る個人旅行者や訪日外国人が増

加しており、今後の観光誘客においては、地域ならではの魅力に磨きをかける必要性がますます高まっていま

す。

　福井市では、平成28年春に県都の顔である福井駅西口中央地区再開発ビル（ハピリン）のオープン、平成30年

の福井国体・障害者スポーツ大会開催、平成32年の東京オリンピック・パラリンピック開催、その後の北陸新幹

線福井開業など、観光誘客拡大の好機が集中する、大きな転換期を迎えています。

　この好機を最大限に活かし、来る北陸新幹線福井開業を万全の体制で迎えるためには、現状に即した計画を早

期に策定する必要があると考え、平成20年2月に10か年計画で策定した「福井市観光ビジョン（以下、旧ビジョ

ン）」を2年前倒しで改訂し、具体的な行動計画も含めた「福井市観光振興計画」として策定することとしまし

た。

　観光客入込数は、平成23年に一乗谷を舞台とした携帯電話のCMと大河ドラマ「江」による全国的な露出の影

響で、320万人に増加しました。その後3年間は減少傾向が続いていましたが、H27年は北陸新幹線金沢開業の効

果により、過去最高の入込数となりました。

　平成27年の北陸新幹線金沢開業の効果

により、旧ビジョンの効果目標「平成29

年には観光消費額の30％アップ（平成18

年比）」を2年早く達成しました。

　今後も観光消費額を維持・向上させて

いくためには、通過型観光から交流滞在

型観光への転換による消費総額の増加

や、消費購買意欲の高い外国人観光客の

誘客に積極的に取り組み、観光消費額全

体の底上げを図る必要があります。

　人口減少社会の進展をはじめ、観光を取り巻く状況が大きく変化する中、裾野の広い総合産業である

観光産業には、地域への生産波及効果や雇用創出効果などが期待されており、地域経済の活性化に確実

につながる、戦略的な観光客誘致が求められています。

　福井市の魅力を広く知っていただき、訪れた方に「また来たい」と思っていただくためには、市民一

人ひとりが福井の魅力を再発見し、磨き上げを行うとともに、福井を知らない方や訪問客に積極的に伝

えていく取組みが必要です。そのような取組みにより、市民の郷土への誇りと自信が育まれ、内外の交

流や地域全体の活性化につながっていくことこそ、観光振興の目的であると言えます。

　私たちの郷土福井に対する“つるつるいっぱい”の思いが世界中に伝わり、沢山の人が福井を訪れてく

れるようになるとともに、訪れた方々との心温まる交流を通じて、訪れた方に「また来たい」と思って

いただけるような、「また来たくなるまち ふくい」を目指していきます。

　福井市の課題を解決し、「また来たくなるまち ふくい」を実現するために、様々な施策を、以下の方

向性に沿って進めていきます。

福 井 市 観 光 振 興 計 画 概 要 版 

観光地としての認知度が低い 効果的な情報発信

広域観光とインバウンド観光が急務 広域観光とインバウンド観光の推進

福井市民が福井のことを知らない、自信がない
人材の育成と組織づくり

オール福井で観光に取り組む体制ができていない

観光客増加に対応するための環境整備が不十分 観光基盤の整備と活用

福井を楽しむ仕掛けが不足している 五感に響く観光メニューの提供

福井市の課題 課題解決に向けた施策の方向性
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（３）数値目標

○インターネットによる観光動態調査の実施 ○首都圏でのニーズ把握や情報発信の強化

○観光地でのアンケートによる調査の実施

●市内外の人が作成した福井の魅力が詰まった良いとこ動画の発信 ●福井の「食」情報のきめ細やかな発信

○ホームページの充実と各種端末やアプリにも対応した情報発信 ○市内観光拠点を活用した観光情報の発信

○四季折々の観光ポスターの戦略的な掲出 ○観光グッズ等によるイメージアップの促進

●観光大使による福井のイメージアップ ○福井ゆかりの偉人を活用したプロモーション活動

○福井市宣伝隊長「朝倉ゆめまる」によるプロモーション活動の充実

○映画、テレビ、CM製作、撮影誘致など福井フィルムコミッション事業の実施

（４）計画期間 平成28年度から平成32年度までの5年間 ○一乗谷DISCOVERY PROJECTの充実

14 ●ふくいの「食」のブランド化 ●魅力ある土産品の開発 ●越前海岸のブランド化 ○ふくいブランドの確立

（５）計画の施策体系及び行動計画

15 ●交通結節点としてのハブ的機能の強化 ○周辺観光地と連携した広域観光ルート開発

1 ●観光案内所の運営と観光ガイド等の育成 ○市民総ぐるみで取り組むおもてなし運動の推進 16 ○熊本市、結城市、長野市などとの都市間交流の推進 ○幕末を契機とした関係都市との交流促進

2 ○福井学など郷土学習の推進 ○小中学生に対する郷土教育の推進 ●インバウンド向け観光ルートの構築 ○外国人旅行者の受入環境整備に対する支援

●官民一体となった観光推進のための新たな組織づくりに関する研究 ●地域の観光まちづくりへの支援 ○商店街免税手続支援事業 ○外国人目線でのふくいの魅力発信

○福井観光コンベンションビューローなど観光関連団体への支援 ○アジア、欧米におけるインバウンドの推進

4 ●観光を担う人材の掘り起こしと育成 ●若者の観光まちづくりへの参画促進

 (「●」は新規事業。以下の表も同じ。)

４　リーディングプロジェクト

●市民の憩いの空間としての足羽山の整備 ●既存公共施設のリノベーションの推進

●大安禅寺建造物修理補修事業 ○まちなか観光の周遊性向上のための道路等の整備

○観光施設の状況把握と必要に応じた整備・修繕 ○中央公園、養浩館庭園、北の庄城址公園の整備充実

○一乗谷朝倉氏遺跡の整備 ○ガラガラ山キャンプ場の再整備

○越前海岸の視点場整備

●まちなかにおける観光バス駐車場の整備 ●観光周遊バスの運行など交通アクセスの充実

○観光地をつなぐアクセス道路の整備 ○レンタサイクルの実施

●福井の美観を楽しめる視点場の整備 ○県都の顔にふさわしい風格あるまちづくりの推進

○ライトアップ等によるまちなか夜間景観の創出 ○花や緑を活かした景観づくり

【歴史】 ●歴史的なエピソードを活用したまちなかエリアの魅力向上 ○名勝養浩館庭園の魅力向上

○さくらの小径周辺を拠点とした足羽川・足羽山周辺の魅力向上 ○旧北陸道周辺の魅力向上

○一乗谷朝倉氏遺跡の魅力向上 ○地域の歴史文化財を活用した魅力向上

【食】 ●「まちなか」からの『食』の魅力向上 ○ふくいの台所「中央卸売市場」からの『食』の魅力向上

○里地・里山からの『食』の魅力向上 ○里海からの『食』の魅力向上

○歴史文化からの『食』の魅力向上

【自然、その他】 ●ハピリンを活用した賑わい・交流の創出 ●映像を活用した夜の賑わいの創出

○魅力あるまち歩きコースの開発と、まち歩きイベントの開催

○越前海岸エリアの観光拠点を活用した賑わい・交流の創出 ○美術館、博物館など文化施設の連携 ５　観光振興計画における役割分担と推進体制・進行管理

○産業を活かした観光誘客 ○自然を活かした体験の魅力向上 ○農山漁村での体験活動の推進

●福井国体を活用したスポーツツーリズムの推進 ●東京オリンピック、パラリンピックのキャンプ誘致による観光誘客

●大規模イベントを活用した観光誘客 ○桜、アジサイ、コスモス、水仙など「花」をテーマとした観光誘客

○アートを活用した観光誘客

○主催者ニーズを踏まえた積極的なMICE誘致 ○アフターコンベンションの充実

○出向宣伝、商談会、ファムツアーなどを通じた情報収集と誘客活動

○リピーターにつながる学生合宿、教育旅行の誘致促進

方向性５ 広域観光とインバウンド観光の推進

基本施策 行動計画

　行動計画に挙げた様々な取り組みを効果的に組み合わせ、二次交通の充実や市内観光地の魅力向上、

周辺市町の観光地から市内への誘導を図ることで、点在する観光地をつなげ、通過型観光から交流滞在

型観光への転換を強力に推進していくのが「リーディングプロジェクト」です。

インバウンド誘致の強化

　本計画は、市民、各種団体、事業者、福井観光コンベンションビューロー、行政など

が、それぞれの立場を活かせる役割分担のもと、オール福井の体制で進めていきます。

　また、新たな委員会を組織し、福井市観光振興計画の進行管理を行います。

行動計画

行動計画

観光を担う人材の育成

基本施策

おもてなしの向上

3

行動計画

6

方向性３

交通利便性の向上

景観の保全と活用

基本施策

5

観光基盤の整備と活用

10

9 まつりやイベントの活用

体験・交流型観光の

推進
8

MICE誘致など戦略的

分野における観光振興

五感に響く観光メニューの提供

方向性４ 効果的な情報発信

基本施策 行動計画

地域ブランドの確立

11 観光ニーズの把握

ターゲットに合わせた

情報発信

キャラクターや著名人等

によるプロモーション

活動

12

13

人材の育成と組織づくり

周辺地域との連携強化

都市間交流の推進

17

7

基本施策

観光地の環境整備

方向性１

方向性２

ふるさと教育の推進

オール福井で取り組む

観光推進体制の構築

遺跡の魅力向上とインバウンド観光を推進します。 

悠久の一乗谷を“感じる”プロジェクト １ 

宿泊につなげる滞在型観光を推進します。 

まちなかで“楽しむ”プロジェクト ２ 

福井駅を旅の出発点とした広域観光を推進します。 

のんびりと駅から“始まる”プロジェクト ３ 

若者の力による越前海岸への観光誘客を推進します。 

若者が海に“集う”プロジェクト ４ 

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

項　目 H26年実績 H27年実績 H32年目標

市内観光客入込数 309 万人 388 万人 400 万人

一乗谷朝倉氏遺跡観光客入込数 69 万人 108 万人 110 万人

万人

越前海岸観光客入込数 45 万人 47 万人 50 万人

まちなか観光客入込数 114 万人 129 万人 140

人

市内観光消費額 198 億円 231 億円 255 億円

観光案内所の案内人数 38,400 人 42,300 人 50,000

人

福井市を訪れた方の好意的な意見の割合 85 ％ 95 ％

外国人宿泊数（市独自調査） 5,200 人 16,000

85 ％

10,500 人




