
商工労働部 マネジメント方針 
 

商工労働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 

商工労働部長  浅 野 信 也  

 

【基本方針】 

 

企業立地戦略に基づき、企業の立地を推進し雇用と就業機会の創出に努めるとともに、商業

の振興、特に中心市街地における商機能等の充実を図りながら、活力ある商工業のまちづくり

を推進します。併せて、中小企業・小規模事業者や創業者に対しては、ニーズに即した支援を

行いながら、地域産業の競争力向上を図ります。 

また、北陸新幹線金沢開業後、北陸に注目が集まり、多くの人が訪れるこの機に、福井の知

名度・イメージアップを図るため、観光地の磨き上げ、絶え間ない情報発信、おもてなしの心の醸

成を３つの柱として誘客の施策に取り組みます。また、観光施策を加速化するため新・観光ビジョ

ンを策定します。 

さらに、市民が安心して働けるよう市内企業におけるワーク・ライフ・バランスの改善に取り組

み、労働環境の向上を図ります。 

 

 

 

【組織目標】 

 

Ⅰ．中小企業者や創業者への支援及び企業立地の推進を図り、地域の商工業を振興します 

Ⅱ．中心市街地における商機能等を充実し、賑わいの創出を図ります 

Ⅲ．就労情報の提供や若者のＵ・Ｉ・Ｊターン就職の促進に努め、また労働環境の向上など市民が

働くことを応援します 

Ⅳ．食や自然・歴史など福井らしさで観光客を増やします 

Ⅴ．福井の魅力を磨き、市民や観光客が福井の魅力に触れる機会を増やします 

Ⅵ．様々なツールによる情報発信を行い、福井の知名度やイメージの向上に努めます 

Ⅶ．公営競技事業において新たなお客様の獲得と収益確保に努めます 

 

 

 



【行動目標】 

 

Ⅰ．中小企業者や創業者への支援及び企業立地の推進を図り、地域の商工業を振興します 

 

１ 商業の振興 

店主の高齢化や後継者不足、また設備の老朽化など商店街が抱える課題等の現状把握に努め、今

後の商店街活性化施策に反映していきます。さらに、魅力向上に取り組む商店街等をサポートし、一層

の賑わいづくりを支援します。 

また、経済団体との連携により商品券を発行し、市内の消費喚起や地域経済の活性化を図ります。 

 

市商店街連合会に加盟する商店街数     ： 30商店街 

商店街等新ビジネスモデル事業支援数    ：  1件 

○新E Aプレミアム付商品券による消費喚起効果   ： 23億円 

 

 

 

２ 企業立地の推進 

平成 26 年度に策定した「福井市企業立地戦略」に基づき、市外企業の誘致ばかりでなく市内企業の

増設などを含む企業立地の推進に取り組みます。 

「福井市企業立地推進会議」や「企業立地アドバイザー」の設置による推進体制の整備、効果的な立

地支援制度の構築、産業用地についての検討などを進めます。 

また、企業の状況把握のため積極的に企業訪問を行い、支援の強化に努めます。 

 

企業立地助成金制度活用企業に係る雇用奨励助成金対象雇用者数（累計） 

： 271人（26 年度）→  329人（27 年度） 

企業立地支援指定申請数        ：   2 件（26 年度）→    4 件（27年度）  

A○新E A立地支援制度の構築 

企業の状況把握のための訪問数     ： 250 社 

 

 

  



３ 高付加価値のものづくり・販路開拓の支援 

「研究開発」や「販路開拓」といった、市内の中小企業者等が求める支援を行い、さらなる事業の拡大

を図ります。今年度は、特に市内企業の大部分を占める小規模企業、及び今後の本市産業を牽引して

いくような事業に対して重点的な支援を行います。 

さらにインターネットを活用した市内企業の製品を紹介できるサイトを構築し、市内企業の販路開拓を

後押しします。 

 

ものづくり・販路開拓・人材育成設備投資等への支援件数  

                                   :  73件（26年度）→ 75 件（27年度） 

県外企業とのビジネスマッチング会による商談成立件数 

                                    :   4件 

A○新E A新事業創出支援事業による支援件数   :   2件 

A○新E Aものづくり企業縁活サイト登録企業数 : 400件 

 

 

 

４ 起業家創出の促進 

人口当たりの社長輩出数が 33 年連続日本一である福井県の進取の気風を生かし、「福井市創業支

援事業計画」(計画期間：平成 26 年度から平成 29 年度)に基づき、福井商工会議所や市内金融機関等

との連携を強化し、市内での創業者の増加を図ります。 

また、ビジネスプランコンテストについては、応募プランを起業、事業化につなげていくための取組を

進めていきます。 

 

起業家支援セットメニュー利用者数 ： 44件（26年度）→ 45件（27年度） 

起業家交流会開催数              ： 10回 

ビジネスプランコンテストの開催   ：  2月  

A○新E A創業拠点の整備数          ： 1 カ所 

市内での創業者数          ： 88件 

 

 

  



５ 農商工連携の推進 

「ふくいの恵み」認定商品のブランド力強化及び認知度向上を図るため、市内百貨店において物産展

を開催します。また、県外での販路拡大を図るため、各地の物産展に積極的に出展します。 

さらに、ホームページやパンフレット等の利用により、市民や観光客に対して、認定商品の情報を広く

発信していきます。 

 

市内百貨店での物産展の開催 ： 6月 

県外物産展への出展回数   ： 8回（26年度）→ 10回（27 年度） 

認定商品販売額       ： 176,397千円（26年度）→ 200,000 千円（27 年度） 

 

 

 

６ 金融・経営支援の充実 

中小企業者の経営環境等を把握しながら、平成 26 年度に拡充した制度融資の活用を推進します。 

また、関係機関と連携した再生支援事業や経営専門指導員による経営及び創業に関するアドバイス

などのフォローアップに継続して取り組むことで、中小企業者の経営改善を支援します。 

 

市内企業倒産件数          ：  33件（26 年度） → 30件以下（27 年度） 

制度融資を利用した設備投資件数   ：  93件（26 年度） →   100件（27 年度） 

中小企業者へのフォローアップ数   ： 110件（26 年度） →   120件（27 年度） 

 

 

 

Ⅱ．中心市街地における商機能等を充実し、賑わいの創出を図ります 

 

７ まちなかの様々な賑わいづくりによる魅力向上 

行政、住民、商業者が一体となって賑わいにつながる取組を行い、まちなかの魅力向上を目指します。 

また、2 カ所のアクティブスペースについて、文化・スポーツ・音楽・ボランティア等の活動拠点として利

用促進を図ります。 

 

「フクイ夢アート」参加企画数    ：  41企画 

「まちなかスカイテラス」来場者数 ： 14,055 人（26 年度）→  15,000 人（27 年度） 

アクティブスペースの利用件数    ：   326 件（26 年度）→    330 件（27 年度） 

 

 

 

 



８ 空き店舗の活用による来街者の増加 

中心市街地への来街者を増やすため、まちづくり福井㈱と連携し、まちなかの空き店舗を活用した福

井の食や美容関連など魅力ある店舗の開業を支援します。 

また、持続可能な都市再生の新たな手法として注目されているリノベーションスクールの開催を支援し

ます。 

 

空き店舗率 ： 16.9％（26 年度）→ 14.0％（27年度） 

○新E Aリノベーションスクール参加者及び見学者数 ： 120 名 

 

 

 

Ⅲ．就労情報の提供や若者のＵ・I・Ｊターン就職の促進に努め、また労働環境の向上など市民

が働くことを応援します 

 

９ 若年者に対する地元企業への就労機会の創出 

学生等の若年者に対し、地元企業の情報を紹介する「ふくいおしごとネット」やツイッターによって就労

情報を提供し、地元企業への就労機会の創出に取り組みます。 

また、今年度から学生向けに企業見学や企業経営者との座談会を組み合わせたイベントを開催し、

本市の企業や雇用環境を知り、福井で働くことについて考えるような機会を設けるとともに、保護者を対

象に企業見学を組み入れたセミナーを実施することにより、さらなるＵ・Ｉ・Ｊターン就職の促進を図ります。 

さらに、国のトライアル雇用から引き続き正規雇用へ移行させた中小企業に対し奨励金を支給し、正

規雇用化を促進します。 

 

合同就職説明会等への参加者数      ： 1,392 人(26年度)→ 2,000人(27 年度) 

A○新E A学生向けＵ・Ｉターンイベントの参加人数 ： 30人 

A○新E A保護者向けセミナーの開催        ：  2回 

若年者正規雇用奨励金件数        ： 36件（26年度）→ 50 件（27年度） 

 

 

 

  



１０ 求職者のキャリア形成支援 

ハローワークなど他の機関が年間を通じセミナー等を実施している中、本市では、労働力人口の減少

に対応していくため、今年度は重点的に、離職率が高く、また非正規雇用者も増加傾向にある若年者、

結婚・出産・育児を期に離職や非正規雇用者となった女性、一般企業への就労が進んでいない障がい

者を対象としたセミナーを開催します。 

これらの対象者は個々に状況が異なることから、就職活動に役立つ知識や情報の提供、模擬面接、

個別カウンセリング、継続的なフォローアップなどの内容を盛り込み、きめ細やかな支援を行っていきま

す。 

 

セミナーの受講者数 ： 40 人 

 

 

１１ 労働環境改善の推進 

福井県女性の有業率は全国 1位、男性は 4位、さらに共働き率全国 1位と働く人の割合が高い

中、誰もが安心して働くことができる環境づくりを推進します。 

中小企業労働相談員を配置し、中小企業の労働問題全般について労使双方の相談に応じるほか、

企業に出向き、本市や国・県が実施している各種助成制度の周知を行い、誰もが安心して働くことので

きる環境づくりを推進します。今年度は 1 社あたりの訪問時間を十分にとり、各企業が抱える労使関係や

労働環境上の個別課題に対応するための適切な相談や情報提供に努めます。 

また、市内企業における仕事と育児や介護を両立できる職場環境の実現に向けた取組を支援し、ワ

ーク・ライフ・バランスの推進を図ります。 

 

A○新E A労働環境改善のための施策啓発件数            ： 1,000社 

A○新E Aワーク・ライフ・バランス推進に取り組む企業への支援件数 ：   21社 

 

 

Ⅳ．食や自然・歴史など福井らしさで観光客を増やします。 

 

１２ ○新 新・観光ビジョンの策定 

現行の観光ビジョンは、平成 29年度までを対象としているが、平成 30年の福井国体、さらには北陸新

幹線県内延伸など策定した時点とは観光を取り巻く状況は大きく変化していることから、観光施策を加速

化するため、2 年前倒しし、新・観光ビジョンを策定します。 

なお、観光は旅行業を中心に非常に裾野の広い総合産業であることから、ビジョン策定に当っては、

広く市民の意見を反映させた計画とします。 

 

新・観光ビジョンの策定 



１３ 観光産業の振興 

観光産業の振興に関係部局が連携して取り組みます。 

また、学生合宿、コンベンション開催や教育旅行誘致を目的とした支援事業を継続的に実施するとと

もに、10 月から始まる北陸デスティネーションキャンペーンにあわせ、各種事業を積極的に展開すること

により、市内での宿泊、飲食やお土産品の購入など観光消費の拡大を促進します。 

さらに、訪日旅行客を本市に呼び込むため、親日家の多い台湾の旅行社等へのトップセールスを実

施し、海外誘客に努めます。 

 

市内宿泊者数         ：   53万人（26年）  →    55万人（27年） 

市内コンベンション開催件数  ：    126 件（26年度）→     200 件（27年度） 

県外観光客観光消費額     ： 120.5億円（26年）  → 123.0億円（27年） 

○新E Aトップセールス訪問都市数   ：    2都市 

 

 

 

１４ 「一乗谷」への観光誘客   

一乗谷朝倉氏遺跡は「特別史跡」「特別名勝」｢重要文化財｣の三重指定を受けた全国 6 カ所（※）し

かない世界文化遺産級の地域資源であり、本市の別格の観光拠点として位置づけております。 

観光おもてなしとしては、時代衣装を身に着けたパフォーマーによるガイドや着付体験、戦国あさくら

市、弓道体験やお茶会などおもてなしイベントを開催し観光客をもてなすとともに、｢越前朝倉戦国まつ

り｣や｢越前朝倉万灯夜｣を支援します。 

   また、｢一乗谷 ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ ＰＲＯＪＥＣＴ｣の取り組みによりイメージアップ・情報発信を行うとともに、

隣接する東郷エリアやあさくら水の駅と連携した「一乗谷・東郷魅力体感プロジェクト」を地元住民ととも

に推進し、レストランカフェの整備や観光案内システムの構築などにより「見る」「食べる」「遊ぶ」機能をハ

ード・ソフト両面から磨き上げていき、観光誘客に努めてまいります。 

  

時代衣装着付体験サービス利用者数    ：   956人（26年度） →  980人（27 年度） 

一乗谷観光客入込数                 ： 70.7万人（26年）  → 80 万人（27 年） 

 

※ 他の 5カ所：京都の金閣寺、銀閣寺、醐醍寺三宝院、奈良の平城京、広島の厳島神社 

 

  



１５ 「まちなか」への観光誘客   

一年を通してまちなかの観光誘客を図るため、春には「日本さくらの名所 100 選」にも選ばれている足

羽川・山の桜を核とした「ふくい春まつり」、夏には「福井フェニックスまつり」、春と秋には「愛宕坂灯の回

廊」、冬には「樹木イルミネーション」を開催して、まちなかの賑わいを創出するとともに、まち歩きガイドツ

アーを実施して回遊を促します。 

また、浜町界隈の新たな観光ポイントとして整備するグリフィス記念館を活用して、養浩館庭園から愛

宕坂までの歴史資源をつなぐ回廊を形成し、歴史散策の回遊性を高めます。 

さらに、西口再開発ビルの観光関連施設については、観光案内所・観光物産館の工事を進め、28 年

春の完成を目指します。 

 

夜間景観ウォークの開催   ：   10 月 

愛宕坂歴史拠点施設利用者数 ： 18,156 人（26年度） → 18,500人（27年度） 

まちなか観光客入込数    ：  104万人（26年）    →  105 万人（27年） 

西口再開発ビル観光関連施設完成 

 

 

 

１６ 「越前海岸」への観光誘客 

越前海岸が全国に誇る「越前がに」や透明度抜群の海での「海水浴」等のイメージポスターを駅や SA

に掲出するとともに、地元で観光のまちづくりに取り組む団体等に対し、支援・連携して、越前海岸一帯

を盛り上げていきます。 

また、海開きにあわせて海水浴場での集客事業を実施することで海水浴客を呼び込むととともに、26

年10月にリニューアルした国民宿舎鷹巣荘を核として、源泉かけ流し温泉の魅力を民宿と連携して発信

し、越前海岸全体での誘客につながるよう努めます。 

 

体験・体感メニュー利用者数   ： 1,138 人（26年度）  →  1,200 人（27 年度） 

越前海岸観光客入込数      ：  45万人（26 年）    →  53万人（27年） 

 

 

  



Ⅴ．福井の魅力を磨き、市民や観光客が福井の魅力に触れる機会を増やします。 

 

１７ おもてなしの心の醸成 

本市を訪れる多くの観光客が「再び訪れたい」と思うような観光のまちづくりを進めるため、ホスピタリテ

ィの醸成や観光関連事業者等の資質向上、きれいな観光地づくりなど、観光客を温かく親切に迎える

「観光まごころ市民運動」を、市民総ぐるみで進めます。今後も引き続き、「おもてなし講習会」を開催する

とともに、運動の核となる人材育成や更なるおもてなしのレベルアップに取り組みます。 

歴史ボランティアバンク「語り部」を支援し、公民館や各企業主催の講演会等での「語り部」の活用を

積極的に呼びかけるなど、市民や観光客が福井市の名所・旧跡に気軽にふれたり、歴史を学んだりする

機会を増やします。 

 

A○新E A観光おもてなし体験便りの数  ：  300 通 

「語り部」による案内人数   ： 8,042 人（26年度）→ 10,300 人（27年度） 

 

 

 

１８ 観光施設の整備 

足羽川桜並木などの観光地の美化や、観光トイレなどの施設を安全・快適に利用してもらうための維

持管理に努めます。併せて、観光トイレの洋式化を進めます。 

また、ガラガラ山総合公園の集客を増やすため、公園内キャンプ場を充実させるなど、ガラガラ山周辺

の再整備を行います。 

水仙寮は平成 28 年度に原状復旧できるよう、年度内に解体します。 

 

A○新E A観光トイレの整備     ： 1カ所 

A○新E Aガラガラ山周辺再整備事業 ： 6月着工 

A○新E A水仙寮解体完了 

 

  



Ⅵ．様々なツールによる情報発信を行い、福井の知名度やイメージの向上に努めます 

 

１９ 観光情報の発信 

観光パンフレット、ホームページ、テレビや新聞など従来の情報発信に加え、首都圏や北陸新幹線沿

線都市などの駅構内でのポスターやパネル集中掲出を継続するほか、「折織のポスター魅力発信事業」

では高速道路サービスエリアへのポスター等の通年設置を実施します。またフェイスブックでの情報発

信、フィルムコミッション事業などを通してふくいの魅力発信を行います。 

また、長野や北関東、姉妹都市熊本市や小松市などでの出向宣伝を継続するほか、旅行会社や出

版社など情報発信力の高い方の協力を得て、本市の旬の情報を全国に発信します。 

さらに、既存のパンフレットを集約、整理し、福井を知らない人向けのイメージアップ総合パンフレットと、

福井を知っている人向けの情報パンフレットを製作し、戦略的に情報発信するとともに、福井市宣伝隊

長「朝倉ゆめまる」を積極的に活用しながら、福井市のイメージアップを図ります。 

 

観光関連新聞記事の掲載面積         ： 45,281㎠（26年度）→ 47,000㎠（27 年度） 

出向宣伝や旅行会社への営業、商談会への参加 ：  28回 

「朝倉ゆめまる」の出動日数         ：    93日（26 年度）→      95日（27 年度） 

 
 

 

 

Ⅶ．公営競技事業において新たなお客様の獲得と収益確保に努めます 

 

２０ 競輪事業の継続的運営                    

全国の競輪施行者との連携をより一層密にして、場外発売の相互協力関係の充実に取り組みます。 

また、「ガールズケイリン」開催を機に、新規ファンの獲得を目指し、広報活動やイベント等に工夫を凝

らしながら、入場者や車券売上の増加策を図ることで収益を確保します。 

 

ファン拡大イベント等参加者 ： 467 人(26 年度)  →  500人(27年度) 

 


