
市民生活部 マネジメント方針 
 

市民生活部では市長との政策協議のもと、次のとおり基本方針・組織目標・行動目標を定めま

した。この方針に基づき目標の達成に向け着実に取り組みます。 

 

 平成 27 年 4 月 1 日 

市民生活部長  木 村 郁 夫  

 

【基本方針】 

 

地域住民、市民活動団体、ボランティアなど、それぞれの特性に応じた支援を行うことで、市

民活動に対する理解や活動への参加促進に努め、ともに責任を担う協働のまちづくりを進めま

す。 

国際化や女性が輝く社会づくりを推進し、国籍・性別を問わず誰もが住みよいまちづくりを進め

るとともに、安全で安心な暮らしをおくることができるよう消費者保護や交通安全対策を推進しま

す。 

地球環境を意識し自らの考えを持って行動する人材を育成するとともに、再生可能エネルギ

ーの導入、廃棄物の減量等を推進し、持続可能な社会づくりを進めます。 

 

 

 

【組織目標】 

 

Ⅰ．地域の特色と知恵を活かした住民主体の地域づくりを推進します 

Ⅱ．多様な文化との交流を進めるとともに、多文化共生の地域づくりに取り組み、市民が主体とな

った地域の国際化を推進します 

Ⅲ．安全で安心な消費生活を送ることができるように、消費者行政の充実を図ります 

Ⅳ．交通事故の少ない安全で安心なまちをつくるため、交通安全対策を推進します 

Ⅴ．市民生活に必要な手続き等の事務事業を効率的に運営し、市民の利便性を向上させます 

Ⅵ．ボランティアや市民活動団体の特性に応じた支援を行い、市民、市民組織、行政が持てる力

を発揮し合い、みんなで担う市民協働のまちづくりを推進します 

Ⅶ．女性が職場や家庭、地域で個性と能力を発揮できる「女性が輝く社会」づくりを推進するととも

に、若者の結婚意識の向上と出会いの機会を提供します 

Ⅷ．地球環境を意識する人材を育成するとともに、地球温暖化防止や廃棄物減量等の環境負荷

低減の取組を推進します 

  



【行動目標】    

 

Ⅰ．地域の特色と知恵を活かした住民主体の地域づくりを推進します 

 

１ 地域の特色と知恵を活かしたまちづくり 

個性豊かな地域をつくるとともに、地域の課題解決や活性化に繋げる力「住民自治力」の向上を図る

ため、各地区が主体的に取り組むまちづくり事業を支援し、さらに地区間の交流を活発にする広域的な

まちづくりを進めます。 

今年は、3年に1度の制度見直しの年にあたるため、まちづくり研究会議（※1）やまちづくり座談会（※

2）を通じて、地域の課題を的確に把握し、新しい支援体制を構築します。 

 

地域の誇り推進事業の実施 

地区基本プランに取り組む地区数   ： 全地区（26 年度） → 全地区（27 年度） 

地区連携プランに取り組む組織数   ： 5 組織（26 年度） → 7組織（27年度） 

  まちづくりお助け隊（※3）の派遣回数 ： 4回（26年度）  →  5回（27年度） 

○新E Aまちづくり研究会議の実施回数    ： 4 回 

 

※1 まちづくり研究会議 

まちづくり組織の代表者が一堂に会して、新制度策定に向け検討を重ねるワークショップ 

※2 まちづくり座談会 

   地区ブロックごとに、「地域の誇り推進事業」に対して地区住民が率直な意見を交わす場 

※3 まちづくりお助け隊 

   有識者やまちづくり関係者を「お助け隊（アドバイザー）」として登録し、地域の要望に応じて地域に

派遣する。「お助け隊｣は、知識や経験をもとに、地域に助言･アドバイスを行う 

 

  



Ⅱ．多様な文化との交流を進めるとともに、多文化共生の地域づくりに取り組み、市民が主体と

なった地域の国際化を推進します 

 

２ 国際交流の活用と多文化共生のまちづくり 

姉妹友好都市との周年事業の実施、及び福井市国際文化交流大使（FCA）を増員し小学校派遣等の

活用事業を強化するなど、姉妹友好都市との人材交流事業や市民主体の相互交流事業を通して、多

様な文化との交流や地域の国際化を推進します。 

また、昨年度改定した「福井市多文化共生推進プラン」に基づき、市民・関係団体・企業・教育機関等

と協働しながら、外国人市民に対しての防災対策に重点を置いた事業を実施します。 

 

市及びふくい市民国際交流協会が実施する国際交流事業等への市民の参加者数 

  ： 3,692人（26 年度）→ 3,730 人（27年度） 

    〈内訳〉 

     交流型日本語教室の参加者数 

         ： 1,224 人（26年度）→ 1,230人（27年度） 

     国際交流・多文化共生事業の参加者数 

         ： 2,017 人（26年度）→ 2,030人（27年度） 

     ジュニア大使派遣・受入事業の参加者数 

         ：  451 人（26年度）→   470人（27年度） 

A○新E A福井市国際文化交流大使（FCA）の小学校等派遣回数     ： 830回 

A○新E A災害時多言語支援センター設置に向けた研修会等の参加者数 ：  50人 

 

 

 

Ⅲ．安全で安心な消費生活を送ることができるように、消費者行政の充実を図ります 

 

３ 消費者保護の充実 

複雑化する消費生活相談に適切に対応するため、弁護士等の専門家同席による特別相談を充実して

いくとともに、消費者が自ら進んで知識を習得することができるよう、消費者教育の推進を図ります。 

また、近年、多発する振込め詐欺などから高齢者を守るため、悪質な電話勧誘による被害防止対策の

ための事業を実施します。 

 

消費者教室・講座の参加者数       ： 4,918人（26年度）→ 4,940人（27年度） 

（内訳） 

出前講座・寸劇（悪質商法等被害防止） ： 3,740人（26 年度）→ 3,755人（27年度） 

くらしの講座（賢い消費者づくり）   ：  269人（26 年度）→  275人（27年度） 

子ども消費者教室（小学生）         ：  909人（26 年度）→   910人（27年度） 

  弁護士等による特別相談の開催       ： 24 回（26年度）→   26回（27年度） 

A○新E A高齢者被害防止のための通話録音装置設置 ： 30世帯 



Ⅳ．交通事故の少ない安全で安心なまちをつくるため、交通安全対策を推進します 

 

４ 交通安全対策の推進 

交通事故を防止するため、交通安全推進団体や関係機関と連携して、四季の交通安全運動をはじめ

とする指導・啓発を実施することにより、市民一人ひとりの交通安全意識の向上を図ります。 

また、各地域の高齢者や幼児・児童等を対象にした交通安全教室を開催し、交通ルールの遵守と交

通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故の減少を図ります。 

交通事故の少ない安全で安心なまちをつくるための取組を推進するため、近年の交通環境や社会状

況を整理し、第 10 次交通安全計画を策定します。 

 

市内における交通事故死傷者数 ： 1,155人（26年） → 1,150人以下（27年） 

  交通安全教室の開催回数    ：  246回 

A○新E A第 10 次福井市交通安全計画の策定 

 

 

 

５ ○新 高齢者の交通事故縮減 

安全で安心な交通環境を確保して交通事故の減少を図るため、福井市交通安全事業基金を財源と

する各種交通安全対策事業が適正に実施されるよう基金の有効活用に努めます。 

また、近年増加傾向にある高齢者ドライバーによる交通事故に歯止めをかけるため、高齢者運転免許

自主返納事業を推進します。 

 

高齢者が第 1当事者（※）となる交通事故件数 ： 216人（26年）→ 200人以下（27 年） 

高齢者運転免許証自主返納者数         ： 256人（26年）→ 300人以上（27 年） 

 

※ 第 1 当事者 

交通事故の当事者のうち、過失（違反）がより大きい者 

  



Ⅴ．市民生活に必要な手続き等の事務事業を効率的に運営し、市民の利便性を向上させます 

 

６ 窓口サービスの向上 

証明書コンビニ交付サービス（※1）の利便性を広報し、サービス利用者数の拡大を図ります。 

また、市民課接客方針（※2）に従い、窓口を利用されるお客様に積極的な声かけと、きめ細やかな 

サービスを提供するため、現在配置しているフロアマネージャーの体制を強化します。 

 

コンビニでの証明書発行枚数（※3） ： 3,215枚（26年度）→ 4,000 枚（27 年度） 

 

※1 証明書コンビニ交付サービス 

   住民基本台帳カードや個人番号カードを利用して、コンビニに設置されているマルチコピー機から、 

住民票などの交付が受けられるサービス。 

※2 市民課接客方針 

   １．目を見て笑顔で挨拶し、私たちからお伺いします！ 

   ２．身なりと環境を整え、清潔感のある職場でお迎えします！ 

   ３．常にお客様の立場になって考え、親切・丁寧・スムーズな応対をいたします！ 

    

     {実践目標} 

      １．あいさつは音階の「ソ」の音から 

      ２．身だしなみ、身のまわりを整えて 

      ３．迷っている人にはこちらから 

※3 26年度の発行枚数は自動交付機による発行分（1,362 枚）を含む 

 



Ⅵ．ボランティアや市民活動団体の特性に応じた支援を行い、市民、市民組織、行政が持てる力

を発揮し合い、みんなで担う市民協働のまちづくりを推進します 

 

７ 市民と行政との協働の推進   

市民、市民活動団体及び行政が互いの特性を生かし、役割と責任を分かち合う協働のまちづくりを進

めるため、協働に向けたミーティング事業（※）を実施し、より効果の高い協働事業の実現を図っていきま

す。 

また、市民活動の促進や協働の理解を深めるため、行政職員や市民向けの啓発セミナーを開催しま

す。 

 

市民協働事業に取り組んでいる所属の割合  ： 38.2％（26 年度）→ 40.0％（27年度） 

協働に向けたミーティング事業の応募事業数 ： 11事業（26 年度）→ 12 事業（27年度） 

 

※ 協働に向けたミーティング事業 

  市民活動団体と行政が同じテーブルで協議し、相互が事業の企画やプレゼンテーションを行いながら、

協働事業の実現をめざす 

 

 

 

８ ボランティア活動の支援 

平成 28 年度の福井市総合ボランティアセンター開設に向け、ボランティア活動を通じた市民と行政と

の協働を進めるため、市が行うイベントや事業にボランティアが参加できるよう庁内に働きかけ、ボランテ

ィアの活動の場を広げていきます。また先行してボランティア相談窓口を開設し、ボランティアコーディネ

ーターを養成、配置します。 

昨年運用を開始したボランティア情報提供システム（福井市ボランティアネット）では、市社協や市民

団体などの協力を得ながら内容の充実を図り、市民のボランティア活動を支援します。 

 

ボランティアが参加する市事業数 ： 40 事業（26年度）→ 43事業（27年度） 

○新E Aボランティアコーディネーター専門職員の養成、配置 ：  2名 

A○新E Aボランティア情報提供システムを通した情報提供数  ： 100件 

 

 

  



９ NPO 活動の支援 

NPO 等市民活動団体の立ち上げや基盤強化を支援するために、NPO 支援センターにおいて、各種

セミナーや相談等を実施します。また、市民活動団体訪問による情報収集を行い、活動内容を PR する

ことで市民活動や協働に対する市民の理解を深めていきます。 

福井市非営利公益市民活動促進基金の理解を図り、寄附を通じた社会貢献を広めるとともに、その

基金を財源とした非営利公益市民活動促進助成制度(※)により市民活動を支援します。 

 

NPO支援センター来所者数 ： 1,961 名（26年度） → 2,000 名（27年度） 

  NPO支援センター市民活動促進セミナー等の参加者数 

                          ： 延べ 181 人（26年度）→ 延べ 190人（27年度） 

A○新E AＰＲした市民団体活動数  ： 40 件 

 

 ※ 非営利公益市民活動促進助成制度 

  「福井市非営利公益市民活動促進基金（ふくい市民活動基金）」を財源とし、市民活動団体が実施する公

益的な事業に対し助成を行う制度 

 

 

  



Ⅶ．女性が職場や家庭、地域で個性と能力を発揮できる「女性が輝く社会」づくりを推進するとと

もに、若者の結婚意識の向上と出会いの機会を提供します 

 

１０ 女性が輝く社会づくりの推進 

高校生から新社会人までの若年女性を対象として、輝く女性の未来予想図事業（※1）を実施し、本市

での女性の活躍を推進します。 

併せて、家庭や地域での男女共同参画を推進するため、各種講座や広報誌、男女共同参画推進員

と連携した啓発事業を実施します。 

また、企業に対しては、子育てファミリー応援企業（※2）の登録を進め、講座等を通じワーク・ライフ・バ

ランスへの理解を図ります。 

 

A○新E A輝く女性の未来予想図事業の実施 

高校生、大学生、新社会人を対象とした講座、講演会 ： 10 回 

輝く女性の未来予想図事業に参加し、自身の将来設計について関心を持った 

若年女性の割合                   ： 60％以上 

A○新E A男女共同参画推進講座開催       ：  25回 

子育てファミリー応援企業の登録企業数 ： 122社（26年度）→ 142社（27年度） 

 

※1 輝く女性の未来予想図事業 

   高校生、大学生、新社会人の若年女性を対象に、ライフ・プランニング講座や福井の女性を取り巻く事

情（就職・結婚・出産・子育て）の講演会、ワークショップを開催 

 福井の特徴：合計特殊出生率  1.65 (H20～24 年厚労省人口動態調査 県庁所在地中全国 1位) 

女性の就業率  51.4％ (H22年国勢調査 全国平均 47.1％) 

※2 子育てファミリー応援企業 

子育てと仕事が両立できる環境を推進するため、子育て支援に積極的に取り組んでいる企業 

 

 

 

１１ 若者の結婚に対する意識の向上 

未婚化、晩婚化に歯止めをかけるため、独身者向け講座を開催します。また、身近なボランティア活

動と地域の特色を生かした「縁活（えんかつ）」イベントを開催し、地域活動などを通じた交流や出会いの

場を提供し、若者の結婚に対する意識を高めます。 

 

A○新E A「縁活」イベント開催地区         ： 3地区 

A○新E A「縁活」イベントにおけるカップルの成立数 ：  15 組 

 

 

 



Ⅷ．地球環境を意識する人材を育成するとともに、地球温暖化防止や廃棄物減量等の環境負荷

低減の取組を推進します 

 

１２ ○新 第３次環境基本計画の策定 

本市の良好な環境を守り育てるための施策を総合的かつ計画的に推進するため、近年の社会情勢、

環境の現状や既存施策の課題を整理し、第３次福井市環境基本計画を策定します。 

 

第３次福井市環境基本計画の策定 

 

 

 

１３ 環境教育の推進と自然環境の保護 

地球環境を意識し自らの考えを持って行動する人材を育成するため、全小中学校（併設幼稚園を含

む）においてＥＳＤの視点を取り入れた「福井市環境学習プログラム（※）」を推進し、持続可能な社会を

担う人づくりに取り組みます。 

また、環境に対する意識を高め、豊かな自然環境を後世に守り伝えていくため、環境アドバイザーの

派遣や環境講座の開催などを実施するとともに、自然を活用した環境活動を行う団体への支援を行いま

す。 

更に、里山の整備活動など自然保護・活用に協力するボランティア会員制度を立ち上げます。 

 

福井市環境学習プログラム取組校 ： 全小中学校（26 年度）→ 全小中学校（27 年度） 

環境講座やアドバイザーなどによる環境学習会の参加者数 

                  ： 2,747 人（26 年度）→ 2,800人（27年度） 

○新E A自然保護ボランティア制度の設置 ： 8月 

 

※ 福井市環境学習プログラム 

  従来の、「福井市学校版環境 ISO」の取組に、一人ひとりが自然環境や資源の有限性、地域の将来性など、

様々な分野とのつながりを認識することなどＥＳＤ（持続可能な社会の実現に向けて行動できる人材を育

成する教育）の視点を取り入れた環境学習プログラムであり、県内では類をみない取組 

 

 

  



１４ 地球温暖化防止に向けた意識向上 

市民の地球温暖化防止に向けた意識向上を図り、新エネ・省エネの取組を推進するため、住宅用太

陽光発電設備や HEMS（※）などの設置を支援します。 

 

太陽光発電設備設置補助件数（累計） ： 2,268件（26年度）→ 2,400 件（27 年度） 

  屋上等緑化等補助件数（累計）     ：    6 件（26 年度）→   11件（27年度） 

A○新E AＨＥＭＳ設置補助件数         ：   15件 

 

※ ＨＥＭＳ（ホーム エネルギー マネジメント システム） 

  家庭で使う電力量などのエネルギーを「見える化」し、それに対応するエアコンなどの家電機器を自動

制御する設備 

 

 

 

１５ ごみの発生抑制、資源として活用 

市民の衛生的な生活環境を確保するため、焼却施設の適正な維持管理に努めるとともに、「福井市資

源物及び廃棄物（ごみ）処理基本計画」に基づき、廃棄物減少への取組を推進します。 

家庭系ごみについては、分別説明会や環境展等イベントなどを通して、特に雑紙の分別資源化の必

要性を啓発します。また、資源物の回収拠点を増設し、市民がごみを資源物として排出できる機会を増

やします。 

一方、事業系ごみについては、マル優エコ事業所認定制度（※）を小売店舗等が参加しやすいように

改善し、登録数の増加を目指すとともに、その中の優秀な取組事例を紹介することで、事業系廃棄物の

発生抑制やリサイクルなど事業者の取組を促進します。 

 

一人 1日当りのごみ排出量       ：  913g （26年度見込み） → 910g（27 年度） 

搬入された可燃ごみに対する処理の割合 ：  100% 

可燃ごみ混入資源物の割合       ： 29.4% （26年度） →    28%（27 年度） 

使用済み小型家電等回収拠点数     ： 6カ所 （26年度）→ 9カ所（27年度） 

A○新E Aマル優エコ事業所登録数          ：  12 社 （26年度）→  20社（27年度）   

 

※ マル優エコ事業所認定制度 

  事業系一般廃棄物の削減等に積極的に取り組む事業所を認定し、ごみ削減を推進する制度 

 

 


