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分科会での意見と検討結果 

第１分科会 

基本施策 質疑 検討結果 

眼鏡のチタ

ン加工技術

を活かした

新産業の創

造 

※「地場産業

の技術を活

かした新産

業の創造」に

変更済み 

 

基本施策「眼鏡のチタン加工技

術を活かした新産業の創造」は

チタン加工技術に特化しなく

てもよい。 

【商工政策課】 

基本施策「地場産業の技術を活かした

新産業の創造」に変更。 

既存産業の

高度化につ

いて 

ＡＩ・Ｉｏｔ導入支援だけでな

く、もっと基礎的なＩＴ導入に

よる生産性向上の支援に目を

向けるべき。調査レベル程度の

会社も含めて１０社とか２０

社とか目標に掲げても良い。 

 

【商工政策課】 

主要な事業に「ＩＴ活用による業務改

善推進事業」を追加。 

事務管理において優秀な人材

を企業間でシェアする、あるい

はグループ化できないか。 

【商工政策課】 

（講じるべき施策の方向性）に「有識

者等必要な人材の企業間シェアなど

の支援策を検討」を追記。 

 

若者に魅力

ある働く場

の確保 

全国に向けて事業承継の募集

をしてみてもいいのではない

か。 

【商工政策課】 

実施施策①「企業立地の推進」の説明

に「後継者のいない企業への事業承継

支援」を追記。 

主要な事業に、「福井県事業承継ネッ

トワークの活用推進」を追加。 

 

資料３ 
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女性が輝く

まちの創造 

ＫＰＩ「女性就業率」と「共働

き世帯率」の２つについて向上

を目指していくとなっている

が、多様な生き方を否定するも

ので、適切ではない。 

【めがねのまちさばえ戦略課】 

ＫＰＩから「女性就業率」と「共働き

世帯率」を削除し、「女性が輝くまち

の創造に満足している人の割合」、「市

役所男性職員の子の養育休暇取得日

数」、「市役所男性職員の育児休業取得

率」を追加。 

 

楽しくても

うかる農業

経営の確立 

世界に向けて自らが売ってい

く・自販していくことが必要。 

【農林政策課】 

実施施策②「６次産業化の支援」の説

明に「農家自身または非農家による市

内農産物を用いた加工品の開発、販路

拡大を支援」の記載有。 

主要な事業に、「福井県６次産業化推

進事業」を追記。（本事業内で販売促

進の勉強会等も実施している） 
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分科会での意見と検討状況 

第２分科会 

基本施策 意見 検討結果 

若者の夢を

応援するま

ち 

ＫＰＩ「ＪＫ課参加者数」を掲

げることで、活動の自主性を損

ねていないか。 

【にぎわい推進室】 

ＫＰＩ「ＪＫ課参加者数」を削除。 

主要な事業「鯖江市役所ＪＫ

課」だけでなく、ＪＫ課の取組

みに加えて、様々な高校生の取

組み全体を組み入れていくべ

き。 

【にぎわい推進室】 

主要な事業に、「鯖江高等学校「地域

との協働による高等学校教育改革推

進事業」」を追加。 

さばえファ

ン（関係人

口）の獲得 

「おせっ会」への感謝はＳＮＳ

でもたくさん上がっており、最

高の鯖江ファン獲得。この取組

みはぜひ組み入れるべき。 

【市民まちづくり課、めがねのまちさ

ばえ戦略課】 

市として民間の優れた取組みをＰＲ

するとともに、要請に応じて支援を行

うことも検討したい。 

参加と協働

による市民

主役 

市民主役は鯖江の最強ツール、

一番すごいところだと思うの

で、市にはもっと全面に押し出

していっていただきたい。 

【めがねのまちさばえ戦略課】 

総合戦略の重要施策に「市民主役のま

ち」を掲げ、基本施策にも「参加と協

働による市民主役」を掲げており、引

き続き、重要な施策として推進してい

く。ＫＰＩを追加する。 

西山公園などをもっと使いや

すくして、民間による活用を促

すべき。 

【市民まちづくり課】 

実施施策①「市民主役の推進」の説明

に「必要に応じて利用しやすい公共施

設のあり方を検討する」を追記。 

地場産業の

技術を活か

した新産業

の創造 

鯖江起業家ミートアップを開

催してはどうか。 

【商工政策課】 

主要な事業に「創業塾（起業家ミート

アップ）事業」（既存事業）を追加。 

若者に魅力

ある働く場

の確保 

鯖江で起業すると３年間法人

税、市民税を減税したらどうか 

【商工政策課】 

法人税減税は、市で実施できるもので

はなく、市民税や固定資産税は、これ

らを減税すると国からの交付税が減

額される可能性が高く難しい。よっ

て、現在も行っている創業支援の補助

対象経費を充実させる方が現実的。 
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若者に魅力

ある働く場

の確保 

ＪＫ課含む、高校生、高専生の

インターンシップを実施して

はどうか。 

【商工政策課】 

既に民間で取り組んでおり、市も協働

で取り組んでいくことは問題ない。 

主要な事業「大学連携によるインター

ンシップ事業」を「大学連携等による

インターンシップ事業」に修正。 

デジタルフ

ァーストの

推進 

世界のどこにもないサービス

を創造・享受できるまちを目指

すべき。 

【情報統計政策課】 

具体的な事業を検討中。今後追記する

予定。 

その他 水道代にプラス１００円／月

上乗を原資に毎年３０名に１

００万円が当たる宝くじを実

施してはどうか。 

【めがねのまちさばえ戦略課】 

公的機関では公平性の観点等から難

しい。民間が寄付を募るなどして法的

に問題ない形で実施する方が現実的。 
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分科会での意見と検討状況 

第３分科会 

基本施策 意見 検討結果 

安心して結

婚・出産・子

育てができ

るまち 

保育士が、頑張って働いていけ

る職場づくり、内容の充実を図

る施策が必要ではないか。 

【保育・幼児教育室】 

処遇改善加算や給与体系の充実を図

っているほか、事務的な仕事を行う職

員を雇うための費用補助や、若い保育

士の定着を図るためにＯＢ保育士に

よる巡回指導など、仕事面での負担軽

減にも努めており、今後も充実を図っ

ていく。 

地域の方たちを活用すること

で保育士の労働緩和につなが

るのではないか。 

 

民間も一緒になって取り組ん

でいくことが大事だと思う。ど

んどん地域や企業を巻き込ん

で進めていくことが大事 

【保育・幼児教育室】 

実施施策③「子育て環境の整備」の説

明に「地域ぐるみの子育て支援」の記

載有。 

主要な事業に「シェアリングエコノミ

ー推進事業」の記載有。 

主要な事業に「子育てサポーターによ

る保育補助事業」（既存事業）、「地域

人材活用事業」（既存事業）を追記。 

企業内保育について、商工会議所で検

討を始めており（年度内に市に施策提

言がある予定）、必要に応じて支援し

たい（戦略への反映を検討） 

子ども・子育て支援事業計画策

定時のアンケート結果を踏ま

えたものを総合戦略にも反映

させるのもいい 

【子育て支援課】 

最終答申案には、子ども・子育て支援

事業計画との整合を図った結果を反

映する。 

保育士の地位向上、イメージア

ップを図っていく必要がある。 

【保育・幼児教育室】 

主要な事業「保育士確保・質向上事業」

において、「福井県保育人材センター

（R1.10 月設立）」との連携、インタ

ーンシップ・職場体験事業の拡充、保

育士の処遇改善等を通してイメージ

アップを図る。 
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子育て中の方々だけではなく、

それを引き受ける側の方々に

向けた施策も必要との意見が

非常に多かった。既にいくつか

施策を展開しているという説

明もあったが、よりバランスの

とれた施策展開が必要 

【子育て支援課、保育・幼児教育室】 

最終答申案には、子ども・子育て支援

事業計画との整合を図った結果を反

映する。 

主要な事業に「シェアリングエコノミ

ー）推進事業」の記載有。 

企業主導型保育事業について、商工会

議所で検討を始めており（年度内に市

に施策提言がある予定）、必要に応じ

て支援したい（戦略への反映を検討） 

基本施策「学力・体力日本一の

まち」は、人間形成、心の問題

といった教育を組み入れるべ

きではないか。 

【学校教育課】 

ＫＰＩにある学校が楽しいと思える

学校集団を形成していくことが、人間

形成にも関わるものであり、県の方針

にも掲げて各教員は取り組んでいる。 

ＫＰＩ「学校が楽しいと思う児

童・生徒の割合」は年によって

ばらつかないよう、５年平均値

としてはどうか。 

【学校教育課】 

ＫＰＩ「学校が楽しいと思う児童・生

徒の割合」を５年平均値に変更。 

基本施策「学力・体力日本一の

まち」は、ＫＰＩ「学校が楽し

いと思う児童・生徒の割合」と

つながらないのではないか。 

【学校教育課】 

基本施策を「子どもがいきいきと過ご

すまち」に変更。 

教員、保育士がやりがいを感じ

ているかを指標にしてはどう

か。 

【めがねのまちさばえ戦略課】 

現在、どちらの数値も把握していない

ため設定が困難。把握する必要性はあ

るが公表することには疑問が残る。 

生涯現役で

生涯青春の

まち 

実年齢ではなく、自分はまだ何

歳だ宣言といったことを取り

組んでみたらどうか。生き生き

と過ごしていけると思う。 

【長寿福祉課】 

既存事業の高齢者向けセミナー等で

実施する。 
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分科会での意見と検討状況 

第４分科会 

基本施策 意見 検討結果 

Ｓｏｃｉｅ

ｔｙ５．０ 

※「デジタル

ファースト

の推進」に変

更済み 

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０に関して

は、スピード感を持って取り組

まなければ一瞬で置いてきぼ

りにされてしまう。 

【めがねのまちさばえ戦略課】 

４本の基本目標それぞれについて、主

要な事業のうち関連するものについ

て【ｓｏｃｉｅｔｙ5.0】や【ｓｏｃ

ｉｅｔｙ5.0化】を追記。 

来年度予算編成作業の中で、主要な事

業を追記する可能性あり。 

公共サービスアプリなども良

いものがあると思うが、実際ど

れくらいの人が知っているの

か。増やすためにどう周知して

いくのか。そこまでイメージし

ているのかが大事ではないか。 

【情報統計政策課】 

民間や団体などと協働で、ＩＴに気軽

に楽しく触れ合ってもらう工夫をし

ながら周知に努め、様々な方に恩恵が

行き渡る社会の実現を目指していき

たい。 

魅力あふれ

るまちなか

の創造 

街中に魅力ある居住環境を作

るための誘導策に関する項目

があってもいいのではないか。 

【建築営繕課】 

主要な事業に「子育て世帯・移住者住

まい支援事業」を追加。 

まちなかだけでなく、市全体と

しても駐車場が少ない。 

【めがねのまちさばえ戦略課、にぎわ

い推進室、都市計画課】 

実施施策②「中心市街地の活性化」の

説明に「シェアリングエコノミーの活

用による駐車場の確保等」を追加。 

主要な事業に「シェアリングエコノミ

ー（駐車場等）推進事業」を追加。 

古い家でもリノベーションし

て住みたくなるような居住環

境を整備して誘導していくこ

とが必要。魅力ある居住空間に

住みたいと思っている人が集

まり、さらに人を呼ぶ好循環が

生まれる。 

【にぎわい推進室、都市計画課、建築

営繕課】 

主要な事業に「空き家再生等推進事

業」、「サテライトオフィス誘致事業」

を追加。 

「アジア建築学生国際サマ―ワーク

ショップ支援事業」での中心市街地物

件のリノベーションを検討したい。 
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コンパクト

シティ 

※「魅力あふ

れるまちな

かの創造」に

変更済み 

ＫＰＩに「道の駅西山公園の年

間来場者数」や「西山動物園の

年間来場者数」の数値が掲げら

れているが、コンパクトシティ

とどうつながってくるのかが

分からない。 

【めがねのまちさばえ戦略課】 

基本施策を「魅力あふれるまちなかの

創造」に修正。 

幹線交通網

の変化を見

据えた二次

交通網の整

備 

コミバスについて高校生まで

は無料にし、オンデマンドマイ

クロバス、いずれは自動運転化

を目指してはどうか。 

【総合交通課】 

今度中に策定する鯖江市交通ビジョ

ンの中でコミュニティバスの運行の

あり方を検討。 

 


