
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 28 年 4 月 1 日 

市民生活部長  野 阪 常 夫  

 

【基本方針】 

 

安全で安心な市民生活の基盤づくりのため、市民の利便性の向上とともに消費者行政の

充実を図ります。 

ボランティア、市民活動団体など、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。 

一人ひとりが地球温暖化防止を始めとする環境問題を意識し、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。 

特に、市民の安全・安心について、危機管理局は、災害に備え、市民、市民組織、事業

者、行政が連携し、市民の生命・身体・財産を守り、被害の軽減と支援体制の充実に努め

ます。 

 

 

【組織目標】 

 

Ⅰ．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 

Ⅱ．市民が主体となるまちづくりを推進するため、広く市民の提言等を市政に反映します

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．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 

Ⅴ．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 

  ＜危機管理局担当＞ 

Ⅵ．(Ⅰ)地震や津波などの災害に対して市民、市民組織、事業者、行政が連携し、市民の

生命・身体・財産を守り、被害の軽減と支援体制の充実に努めます 

 



【行動目標】    

 

Ⅰ．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 

 

１ 窓口サービスの向上 

マイナンバー（個人番号）カード(※1)の円滑な交付を行うため、現在行っているカード交付の

ための臨時窓口の開設期間を延長し、休日にも交付のための窓口を開設します。  

また、コンビニ交付サービス利用者数の拡大を図るため、マイナンバーカードの交付時や証明書

交付時での案内のほか、出前講座等を利用した PR に取り組みます。 

市民課接客方針に従い来庁されたお客様が気持ちよく窓口での手続きが進められるよう、窓口ア

ンケートを通してお客様のニーズを把握し、職員の接遇力の向上を図ります。  

 

○新  マイナンバーカード交付窓口の休日開設日数 

： 4 日(※2)（27 年度）  → 10 日以上（28 年度） 

   コンビニでの証明書発行枚数    ： 3,170 枚  （27 年度）  →  4,000 枚（28 年度） 

  

※1 マイナンバー（個人番号）カード 

マイナンバーを証明するカードとして、また、本人確認の際の公的身分証明書として、本人の申請によ

り交付される 12 桁の番号が記載された顔写真付きＩＣカード。 

※2 休日開設日（27 年度） 

  2 月 14 日（日）、2月 28 日（日）、3月１3日（日）、3月 27 日（日） 

 

 

 

Ⅱ．市民が主体となるまちづくりを推進するため、広く市民の提言等を市政に反映します 

 

２ 「あじさいトーク」と「市政出前講座」の開催 

市長が各地域や各種団体等の活動場所へ出向き、市政の重要課題について語り合う「あじさい

トーク」を開催します。 

また、市民に市政への理解と関心を深めてもらうため、市職員が公民館や集会場等に出向き、

市を取り巻く状況や施策等について直接市民に説明する「市政出前講座」を開催します。更なる

講座の充実を図るため、受講者へのアンケート調査を実施します。 

 

あじさいトークの開催数 ： 17 回 

市政出前講座の開催数  ： 91 回（27 年度）→ 95 回（28 年度） 

○新  市政出前講座受講者へのアンケート調査の実施 

 

 



３ 市民意見募集の推進 

市の政策等に市民のニーズを反映させより良いものとするため、広く意見や情報を募集するパ

ブリックコメントを実施するとともに、市民意識調査を行い意見を分析することで、今後の市政

運営の参考とし施策に反映します。市民意識調査の実施にあたっては、回収率の向上や回答者の

記入負担の軽減を図る観点から、紙だけでなく、パソコンやスマートフォンなどを活用した回答

方式も新たに導入します。 

また、市民から、市民ポスト・電話・電子メール等で市政に関する意見・提案を受け、適切か

つ迅速に回答、対応する相談業務（フェニックス通信）を引き続き行います。 

 

市民意識調査の公表 ： 10 月 

 

 

 

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 

 

４ 消費者保護の充実  

消費生活相談が複雑化していることから、専門的知識を要するトラブルに対応できる弁護士等

が同席した特別相談とともに、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

対策の事業を実施します。 

 

消費者教室・講座の参加者数     ： 4,987 人（27 年度）→ 5,000 人（28 年度） 

（内訳） 

出前講座・寸劇（悪質商法等被害防止） ： 3,848 人（27 年度）→ 3,850 人（28 年度）

くらしの講座（賢い消費者づくり）   ：  267 人 

子ども消費者教室(小学生)          ：  872 人（27 年度）→   883 人（28 年度）

弁護士等による特別相談の開催         ：   26 回 

高齢者被害防止のための通話録音装置設置世帯数（累計） 

  ：  85 世帯（27 年度）→ 115 世帯（28 年度）

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ．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 

 

５ ボランティア活動の支援 

総合ボランティアセンターを拠点に、ボランティアネットでの情報提供やコーディネーターに

よる活動相談のほか、ボランティアアカデミーなどのセミナーや体験講座等を実施し、市民のボ

ランティアへの関心や意欲を高め、その思いを実際の活動に結び付けていきます。また市事業に

ボランティアとして参加できる機会を増やし、ボランティア活動を通じた市民と行政の協働を進

めます。 

 

ボランティアが参加する市事業数 ： 45 事業（27 年度）→ 50 事業（28 年度） 

   福井市ボランティアネットを通じたボランティア情報提供数 

：   128 件（27 年度）→  200 件（28 年度） 

○新  ボランティア活動相談件数    ：  300 件 

 

 

 

６ ○新 ふくい市民活動基金による市民活動の支援 

福井市非営利公益市民活動促進基金（通称：ふくい市民活動基金）に対する理解を図り、寄附

を通じた社会貢献の意識を広めるとともに、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、社会全体で市民活動を支えていきます。 

 

ふくい市民活動基金への寄附件数       ：  70 件 

ふくい市民活動基金の寄附依頼を行う事業者数 ： 500 社 

 

※ 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 

 

 

 

７ 市民と行政との協働によるまちづくりの推進 

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、情報提供の拡充を図るとともに、行政職員と市民活動団体との交流会や市民協

働推進職員研修を行うなど、多方面から働きかけを実施し、効果の高い協働事業の実現を図って

いきます。 

 

市民協働事業に取り組んでいる所属の割合 ： 40.3％（27 年度）→ 42.0％（28 年度） 



Ⅴ．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 

 

８ 環境教育の推進と自然環境の保護 

一人ひとりが環境問題を学習し、環境にやさしい持続可能な社会を構築するため、自ら考え、

行動できる人材を育成します。 

また、豊かな自然環境を守り育てるため、福井市自然ファンクラブ登録者（自然保護ボランテ

ィア）を対象に里山保全への取組や研修（足羽山を活用した雑木林の整備等）を実施します。 

 

  福井市環境学習プログラム(※)の取組  ： 全幼小中学校 

○新  環境保全人材育成講座修了者数（累計） ： 193 人（27 年度）→  215 人（28 年度） 

○新  福井市自然ファンクラブ登録者数    ：  69 人（27 年度）→   80 人（28 年度） 

 

※ 福井市環境学習プログラム 

平成 25 年度まで実施していた「学校版環境 ISO 事業」に加え、ESD（Education for Sustainable 

Development 持続可能な開発のための教育）の視点を取り入れた学習プログラム 

 

 

 

９ 地球温暖化防止に向けた取組 

低炭素社会への転換のために、住宅等における省エネ・省資源の取組を推進するとともに、太

陽光や木質バイオマスエネルギーなど再生可能エネルギーの導入促進を図ります。 

また、夏場の効果的な節電を促すために、小中学生が同居する世帯を対象に「夏の節電コンテ

スト」を実施するとともに、まちなかでのグリーンカーテンの取組などにより「生活スタイルの

低炭素化」を推進します。 

 

太陽光発電設備設置補助件数（累計） ： 2,455 件（27 年度）→ 2,615 件（28 年度） 

ＨＥＭＳ(※)設置補助件数（累計）  ：    35 件（27 年度）→    70 件（28 年度） 

○新  伊自良館木質バイオマスボイラー設置 

○新  節電コンテスト参加世帯数      ：  500 世帯 

 

※ ＨＥＭＳ（Home Energy Management System） 

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 

 

 

 

 

 



１０ ごみの発生抑制、資源としての活用 

環境にやさしい持続可能な社会をつくるため、ごみの発生抑制と資源としての活用に引き続き

取り組みます。 

家庭系ごみについては、食品廃棄物の削減とリサイクル可能な古紙類の資源化を進めるため、

市民に対して、生ごみ 3 きり運動（※1）や古紙業者、スーパー等の民間回収場所の周知など、

広報・啓発活動を行うとともに、資源物の回収拠点を増設します。 

事業系ごみについては、マル優エコ事業所認定制度（※2）への登録促進を図り、より多くの

事業者に対してごみの削減（リデュース（※3）、リユース（※4））とリサイクル（※5）意識の

高揚を図っていきます。 

 

一人 1日当りのごみ排出量 ：  910g（27 年度見込み）→   905g（28 年度） 

可燃ごみ混入資源物の割合 ： 28.2%（27 年度）      →  27.8%（28 年度） 

マル優エコ事業所登録数  ：  25 社（27 年度）      →  30 社（28 年度） 

○新  古紙回収拠点数      ： 3 カ所（27 年度）     →  6 カ所（28 年度） 

 

※1 生ごみ 3きり運動 

   食材を使い切る「使いきり」、食べ残しをしない「食べきり」、ごみとして出す前に水を切る「水きり」、

これら 3つの「きり」を合言葉に生ごみを減量する運動 

※2 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 

※3 リデュース：ごみの量を減らすこと。（発生抑制） 

※4 リユース ：くり返し使うこと。（再使用） 

※5 リサイクル：資源や製品として再び利用すること。（再生利用） 

 

 

 

１１ ○新 新ごみ処理施設整備計画の策定 

現クリーンセンターは稼働から 25 年が経過し、これまでに大規模改修工事を行うなど施設の

延命化を図っています。しかし、平成 37 年度には耐用年数を迎え、更新が必要となるため、新

たなクリーンセンターの整備に向けて、施設の基本的な考え方や整備方針である、新ごみ処理

施設整備計画を策定します。 

 

新ごみ処理施設整備計画の策定 

 

 

 

 



危機管理局長  山 西 弘 行 

 

Ⅵ．(Ⅰ)地震や津波などの災害に対して市民、市民組織、事業者、行政が連携し、市民の生命・身

体・財産を守り、被害の軽減と支援体制の充実に努めます 

 

１２ ○新 危機管理計画の見直し 

市民に重大な影響を及ぼすすべての危機に対し、市が取り組む危機管理体制の基本的な事項を

定めた危機管理計画について法令等の改正により見直しを実施し、安全・安心を確保します。 

   

危機管理計画の見直し ： 10 月 

 

 

 

１３ 実践的な地域防災計画の策定 

国の防災基本計画の修正や県の地域防災計画の見直しが行われ、新たな知見や対策が示された

段階で、本市の地域防災計画が実情に即した実践的な計画となるよう見直しを行います。 

 

地域防災計画の見直し ： 10 月 

 

 

 

１４ 実践的な防災訓練等の実施 

各種災害を想定した防災訓練等を実施し、職員の災害対応能力の向上、防災関係機関との連携

強化を図ります。また、原子力発電所の事故を想定した訓練（図上訓練を含む。）を実施します。 

地域の防災力を高めるため、防災リーダーの育成や女性の参加を推進するとともに、実践的

で効果的な災害図上訓練（DIG）（HUG）等を実施します。 

 

職員防災訓練の実施（総合防災訓練、土砂災害対応訓練、地震対応訓練、職員初動対応訓練） 

：     3 回（27 年度） →  15 回（28 年度） 

原子力防災訓練（図上訓練を含む。）の実施  ： 2 回 

地域の防災指導者を対象とした研修会の開催 ： 3 回 

自主防災教室（出前講座を含む）、各種防災研修会等の参加者数 

：  3,213 人（27 年度）→   3,300 人（28 年度） 

避難所運営訓練等の実施 ：  3 ブロック 

防災センター入館者数   ： 16,979 人（27 年度）→ 17,500 人（28 年度）  

 

 



１５ 災害時の支援体制の充実                        

食物アレルギーの避難者にも配慮した非常食や粉ミルクなどの備蓄品の更新を行います。 

避難所となる小学校に、非常用貯水装置の整備を行い、飲料水を確保します。また、断水時

にも下水管に直接し尿を流すことができるマンホールトイレを整備します。 

避難行動要支援者の避難支援について個別支援計画の作成を推進し、支援体制の充実を図り

ます。 

 

備蓄品の更新          ： 賞味期限切れの備蓄品入替 

非常用貯水装置の整備（累計）  ： 41 カ所（27 年度）→ 42 カ所（28 年度） 

※計画数 100％達成

マンホールトイレの整備（累計） ： 8 カ所（27 年度）→   9 カ所（28 年度） 

個別支援計画新規作成者数    ：  96 人（27 年度）→  300 人（28 年度） 

 

 

 

１６ 防犯活動の支援                               

   福井市防犯隊は、戦後の混乱期や福井地震直後の治安維持のため、地区住民による自衛組織と

して設立された、他都道府県にはない福井県独自の防犯ボランティア組織です。この防犯隊の更

なる充実を図るため、条例定数 929 人に対する充足率向上を目指すとともに、防犯パトロールや

住民の意識啓発などの各種地域活動を支援します。 

 

防犯隊員数 ： 929 人（条例定数） 

定員充足率 98.8％（27 年度 918 人）→ 100％（28 年度 929 人） 

 


