
総務部 マネジメント方針 
 

総務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 28 年 4 月 1 日 

総務部長  山 本 み ど り 

 

【基本方針】 

少子高齢化や地方分権の進展、北陸新幹線福井開業に向けた対応など、社会経済情勢が

変化する中、すべての市民が、安全・安心な環境のもと、誇りをもち、将来に希望をもて

るまちづくりの指針を定めます。 

また、時代の変化に対応した効果的・効率的な行政運営を行なうため、行財政改革を推

進するとともに、行政情報の積極的な広報を行います。 

さらに、東京事務所を開設し、各省庁との関係強化を図るとともに、Ｕ・Ｉターンやふ

るさと納税の推進、観光情報や企業誘致に関する情報提供などにも積極的に取り組みま

す。 

特に、未来づくり推進局は、福井市まち・ひと・しごと人口ビジョン・総合戦略に基づ

く人口減少対策や地域づくりに取り組み、女性や若者をはじめ誰もが、いきいきと輝くま

ちづくりを推進します。 

 

 

【組織目標】 

Ⅰ．計画的な行政運営を推進するため各種計画を策定します 

また、地域の自主性を発揮し活性化を図るため地方分権の推進に取り組みます 

Ⅱ．情報公開制度を適正に運用し、市政の透明性や公正性を高めます 

また、市政の主要施策や、地域・市民活動に関する情報、「ふくい」の魅力を積極的に

広報します 

Ⅲ．東京事務所を拠点に、市政に関する情報収集、首都圏での情報発信による本市への観光

誘客やＵ・Ｉターン等を積極的に推進します 

Ⅳ．行財政改革を推進し、時代の変化に対応した公共サービスの見直しに取り組みます 

Ⅴ．一人ひとりの人権が尊重される地域社会の実現に向け、各種啓発事業を実施します 

＜未来づくり推進局担当＞ 

Ⅵ.（Ⅰ）総合戦略に掲げた数値目標の達成に向けて、各種施策を着実に進めます  

Ⅶ．（Ⅱ）地域の課題解決に向けて、地域づくりを強力に進めます 

Ⅷ.（Ⅲ）平成 31 年 4 月の中核市移行に向けて、準備を着実に進めます 

Ⅸ.（Ⅳ）女性の活躍及び若者の結婚に対する意識向上に向けて、取組を進めます 



【行動目標】 

 

Ⅰ．計画的な行政運営を推進するため各種計画を策定します 

また、地域の自主性を発揮し活性化を図るため地方分権の推進に取り組みます 

 

１ 第七次福井市総合計画の策定 

総合的かつ計画的な市政運営を進めるため、総合計画審議会からの答申を踏まえ、平成 29 年

度から 5 年間のまちづくりの指針となる第七次福井市総合計画を策定します。 

 

第七次福井市総合計画の策定 

 

 

２ ○新 福井市国土強靭化地域計画の策定 

大規模自然災害が起こっても機能不全に陥らず、地域を継続し、速やかに復興する「強靭な地

域」をつくり上げるために、県と連携した上で、本市の強靭化に関する指針となる「福井市国土

強靭化地域計画」の素案を作成します。 

 

福井市国土強靭化地域計画（素案）の作成 

 

 

３ ○新 北陸新幹線福井開業アクションプランの策定 

新幹線福井開業に向け、その開業効果を最大限に引き出すことができるよう、各種施策を連携

し、より効率的・効果的な準備を進めるため、アクションプランを策定します。 

 

北陸新幹線福井開業アクションプランの策定 

 

 

４ ○新 福井市教育に関する大綱の改定 

福井市総合教育会議(※)における協議を踏まえて、本市の教育の振興に関する基本的な方針で

ある福井市教育に関する大綱を改定します。 

 

福井市教育に関する大綱の改定 

 

※ 福井市総合教育会議 

平成 27 年 4月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、地方教育行政におけ

る責任の明確化、首長と教育委員会の連携の強化を図るため、首長と教育委員が協議する場として規定

されたもので、福井市では平成 27 年 4月 6日に設置している。 

 



５ 地方分権の推進 

個性を活かし自立したまちづくりを行なうため、権限移譲や規制緩和について国に提案を行う

提案募集制度や規制の特例措置を行う特区制度を活用し、積極的に地方分権の推進を図るととも

に地域の活性化を実現します。 

 

提案募集方式による提案 ： 2 件 

 

 

 

Ⅱ．情報公開制度を適正に運用し、市政の透明性や公正性を高めます 

また、市政の主要施策や、地域・市民活動に関する情報、「ふくい」の魅力を積極的に広報し

ます 

 

６ 透明でオープンな市政の推進 

情報公開制度や個人情報保護制度を適正に運用するため、職員に対する制度の研修を、昨年度

に引き続き所属長、文書取扱責任者等、主査昇任時の計 3 回開催し、職員の実務能力向上を図り

ます。 

また、改正された行政不服審査法制度や個人番号法制度について充実させるなど、時代の変化

に対応した研修内容としていきます。 

 

情報公開・個人情報保護制度職員研修会の開催 ： 3 回 

 

 

 

７ 情報化社会に対応した広報の推進 

広報紙・テレビ・インターネット・ソーシャルメディアなどの多様な広報媒体を適切に選択し

複合的に利用することによって、市政の主要施策や地域・市民活動に関する情報、「ふくい」の

魅力をより広く効果的に発信し、情報化社会に対応した広報を推進します。あわせて、報道機関

に積極的に情報提供し、市民ニーズに即した的確で分かりやすい広報に努めます。 

 

○新  クロスメディア(※)件数（広報媒体間の連動件数） ：  135 件 

○新  ふくいの魅力発信広報番組数               ：   6 本 

報道機関情報提供数 ： 1,257 件（27 年度）→ 1,270 件（28 年度） 

 

※ クロスメディア 

一つの情報を複数の広報媒体を使い発信することで、媒体間の相乗効果を高め相互に補完しあいなが

ら、広く情報を提供する広報手法 

  



Ⅲ．東京事務所を拠点に、市政に関する情報収集、首都圏での情報発信による本市への観光誘客や

Ｕ・Ｉターン等を積極的に推進します 

 

８ ○新 ふくいの魅力を首都圏へ発信 

今年度から福井市東京事務所を開設し、中央からの情報を福井市につなぎ、各省庁及びその他

関係機関との関係強化を図っていきます。 

さらに、福井国体や北陸新幹線福井開業を控える中、首都圏において本市のシティプロモーシ

ョン活動を強力に展開し、観光誘客や企業誘致、地場産品の販路拡大、Ｕ・Ｉターンやふるさと

納税の推進などに積極的に取り組んでいきます。 

 

市政に関する情報の収集や各省庁との連絡調整 

福井国体や北陸新幹線開業に向けたシティプロモーション活動 

首都圏における観光誘客 

首都圏における企業誘致 

首都圏における地場産品の販路拡大 

本市への就職や移住の促進 

ふるさと納税の推進 

 

 

 

Ⅳ．行財政改革を推進し、時代の変化に対応した公共サービスの見直しに取り組みます 

 

９ 行財政改革のさらなる推進 

「福井市行財政改革指針（改訂版）（27～28 年度）」は、今年度が取組の最終年度となることか

ら、すべての取組が達成できるよう適切な進行管理を行います。 

第七次福井市総合計画を着実に推進するため、「福井市行財政改革指針（29～33 年度）」を策定

し、さらなる効率的、効果的な行財政改革に取り組みます。 

 

「福井市行財政改革指針（改訂版）（27～28 年度）」に掲げたすべての取組(※)の達成 

○新 「福井市行財政改革指針（29～33 年度）」の策定 

   

※すべての取組 

     事務事業点検の実施や、収入確保策の推進等 19 項目の取組 

 

 

  



１０ 職員の意識改革と人材育成 

服務規律や接遇など、市職員として必要な基本をあらためて徹底し、全体の奉仕者としての自

覚を高めるため、職員研修等を実施します。 

人材育成については、福井市人材育成基本方針に掲げる「求められる職員像」の実現に向けて、

職員の能力・意欲の向上を図るため、本市独自の研修、県自治研修所への委託研修、自治大学校

や民間企業等への派遣研修などを目的別、階層別に実施します。 

また、「おもてなし向上運動」については、来庁者に対するあいさつや案内の声かけをあらた

めて徹底するよう、所属長及び人材育成リーダーによる職場内研修や庁舎内での実践を重点的に

進めます。また、セルフチェックリストを活用して、定期的なセルフチェックや所属の相互評価

等を行い、更なるレベルアップを図るとともに、おもてなしの心を醸成する職員研修をより実践

的な内容として引き続き実施します。 

職員の自主的な資格取得や通信教育等受講への支援については、職員の自己啓発を市民サービ

スの向上により一層つなげるため、窓口対応の向上に役立つ資格を対象に加えるなど、制度の充

実を図ります。 

 

○新  人材育成リーダーによる接遇研修            ： 2 回以上 

○新  窓口サービスアンケートでの「おもてなし」に関する評価 ： 「よい」が 90％以上 

資格取得・通信教育支援修了者数            ： 35 人 

 

 

 

Ⅴ．一人ひとりの人権が尊重される地域社会の実現に向け、各種啓発事業を実施します 

 

１１ 人権尊重意識の啓発 

人権に対する理解を深めるため、関係所属や国、県と連携してイベント、会議での啓発活動や、

人権週間(※)に合わせ、図書館において子供向けに人権図書紹介コーナーを設置するなど、人権

尊重意識の涵養や知識の向上を図ります。 

 

市民意識調査における人権問題に関心がある人の割合 ： 93.7％（27 年度）→ 96.0％（28 年度）

人権週間に合わせた人権図書紹介コーナーの設置   ：  3 館（27 年度）→   5 館（28 年度）

 

※ 人権週間 ： 毎年 12 月 4 日～10 日 

  



未来づくり推進局長 山 田 幾 雄 

 

Ⅵ．（Ⅰ）総合戦略に掲げた数値目標の達成に向けて、各種施策を着実に進めます 

 

１２ 総合戦略の推進 

人口減少を克服するため、福井市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略に基づく施

策について、国等の支援制度を積極的に活用し、外部の機関との連携も深めながら、積極的に推

進します。 

 

○新  総合戦略の推進のための、産・学・金・労など外部機関との連携 

○新  地方創生関連交付金の活用 

 

 

 

１３ ○新 ふくいの魅力を活かした移住・定住の促進 

毎年全国の上位にランキングされる住みよさや、子育て・教育環境の充実など本市が持つ良さ

や強みを、ふくい「魅える化」プロジェクトを通し、若い世代や外からの視点により新たな価値

をもつ「魅力」として創造・可視化し、全国に向けて分かりやすく発信するとともに、県外、特

に都市圏在住の若者、女性を中心とした人材を全国から呼び込むための、活躍の場づくりを進め

ます。また、東京事務所と連携し、Ｕ・Ｉターンの促進に努めます。 

 

移住者数(※) ： 142 人（27 年度）→ 170 人（28 年度） 

 

※ 移住者数 

ふるさと福井移住定住促進機構（福井Ｕターンセンター）への移住相談並びに県または市のＵ・Ｉター

ン施策を活用して福井市に移住した人数 

 

 

 

Ⅶ．（Ⅱ）地域の課題解決に向けて、地域づくりを強力に進めます 

 

１４ ○新 地域担当職員制度の導入 

地域の実情に応じた助言などを行う地域担当職員制度を導入し、地域の方々と連携しながら地

域課題の解決に当たります。本年度は、「地域の魅力発信事業」などに対する助言・支援を行う

とともに、地域担当職員が把握した地域の課題を整理し、情報の共有を図ります。 

 

地域担当職員の全地区への配置 

地域担当職員による地域課題の把握 



１５ 地域の特色と知恵を活かした地域づくりの推進 

地域の住民が主体的に取り組む個性と魅力あふれる地域づくり事業を支援します。特に各地区

がこれまで磨いてきた地域の魅力を発信していく事業や、他地区と連携協働して取り組む広域的

なまちづくり事業、若者が主体となった事業の支援も行います。 

 

地域の魅力発信事業の実施 

「地域づくりコース」(※1)に取り組む地区数        ： 全地区 

○新  「地域づくりコース」の取組の連携・地域連携(※2)の事業数  ： 10 事業 

○新  未来創造・ふるさと発信コース(※3)の事業数         ：   5 事業 

 

※1  地域づくりコース 

地域の課題を住民が主体となって考え、問題解決や魅力発信のため、自主的に企画し取り組むソフ

ト事業 

※2  地域連携 

地区間で連携し、広域的に取り組むことで効果や継続性が見込まれるまちづくり事業 

※3  未来創造・ふるさと発信コース 

まちづくりの新たな担い手である若者（概ね 16 歳～40 歳代）が事業主体となり地域を活性化させ

る取組や、地域資源を活用し、ふくいの魅力を市外へ発信する事業を対象としたコース 

 

 

 

１６ 地域コミュニティ機能の保持、活性化 

地域コミュニティにおける活動主体である自治会の機能保持や活性化を図るため、自治会未加

入世帯への啓発強化や自治会の合併（グループ化）の促進など、地域コミュニティ機能保持・活

性化のための支援策について取り組みます。 

 

自治会加入率    ： 77.2％（27 年度）→ 80.0％（28 年度） 

自治会加入勧奨活動 ：   37 回（27 年度）→  50 回（28 年度） 

 

 

 

１７ 地域おこし協力隊の配置 

中山間地域で高齢化率の高い美山地区に集落支援員の配置を継続するとともに、地域おこし協

力隊については、越廼、殿下地区に加え、新たに国見地区に 1名配置し、地域活性化と定住促進

に努めます。 

 

地域おこし協力隊の配置（累計）  ： 2 地区（27 年度）→ 3地区（28 年度） 

 



１８ ○新 ふるさと納税の推進 

各種施策の財源としてふるさと納税による寄附金を活用する仕組みを構築します。特に福井出

身者のふるさと福井への思いを活かせるよう、本市の地域づくり事業への寄附など使途を明確に

し、返礼品目的の一時的な寄附ではない継続的な寄附を目指します。 

また、東京事務所とともに、福井関連の県外イベントにおけるＰＲ等を通して、ふるさと納税

の増額に努めていきます。 

 

ふるさと納税寄付者数 ：  136 名（27 年度）→    300 名（28 年度） 

ふるさと納税寄附額  ： 606 万円（27 年度）→  2,000 万円（28 年度） 

 

 

 

Ⅷ．（Ⅲ）平成 31 年 4 月の中核市移行に向けて、準備を着実に進めます 

 

１９ ○新 中核市移行と広域連携の推進 

さらなる市民サービスの向上と活力ある地域づくりが実現できるよう、目標とする平成 31 年 4

月の円滑な中核市移行に向けた県との協議を進めます。 

また、連携中枢都市圏(※1)の形成について、近隣市町とともに、広域エリアにおける公共交

通、医療、観光振興や防災といった共通課題等を把握するとともに、先行都市の事例も参考にし

ながら、連携のあり方について検討を行います。 

 

連携中枢都市圏の形成に向けた周辺市町との勉強会の開催 ： 3 回 

法定移譲事務(※2)に係る財政影響額及び必要人員の確定 

 

※1  連携中枢都市圏 

人口減少社会にあっても、住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるよう、中核市等が近隣の市

町村と連携し、「経済成長のけん引」、「高次都市機能の集積・強化」及び「生活関連機能サービスの向

上」に取り組み、一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための広域連携制度の 1つ。 

※2  法定移譲事務 

中核市に移行した際に、法令に基づき県から市に移譲される事務権限。 

  



Ⅸ．（Ⅳ）女性の活躍及び若者の結婚に対する意識向上に向けて、取組を進めます 

 

２０ 女性が輝く社会づくりの推進 

共働き率や女性の就業率が全国トップクラスである福井においては、就業に対して前向きな女

性たちが今後も輝き続けられる環境の整備が重要視されています。 

そこで、本市では高校生から新社会人の若年女性を対象に、セミナーの開催や、女性が社会や

企業で活躍できるよう福井で輝く女性たちの生き方や考え方を発信する「輝く女性の未来予想図

事業」を展開します。その中で、今年度より新たに「育メン」養成セミナーなどを実施し、女性

を取り巻く男性の意識改革も図り、女性の活躍の促進を図ります。 

また、市民を対象に各種講座、男女共同参画推進員と連携して地域での啓発事業を実施するほ

か、子育てファミリー応援企業の登録を進め、男女が共に個性と能力を発揮できるよう男女共同

参画意識を高めます。 

 

 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女性の割合 

           ： 90％以上（27 年度） → 90％以上（28 年度）

○新  「輝く女性の未来予想図事業」で紹介する福井で輝く女性の数  ： 28 人 

                        （冊子やＷｅｂ等 20 人、セミナー等 8人） 

子育てファミリー応援企業の登録企業数 ： 143 社（27 年度） → 163 社（28 年度） 

 

 

 

２１ 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、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）」イベント等を開催し、男女が気軽に出会える場を提供していきます。 

また、イベント前の男性向けコミュニケーション講座やイベント後のカップルを対象としたス

テップアップ講座、独身の子を持つ親世代を対象とするセミナー等を連動して開催し、若者の結

婚に対する意識を高めます。 

 

「縁活」イベントにおけるカップルの成立数 ： 19 組（27 年度）→ 25 組（28 年度） 

 


