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新型コロナウィルス感染症の拡大により、福井県議会もコロナウィルス対応補正予算（約 10 億円）を可決しました。とうと
う福井で感染者が判明し、関係機関の対応は一層引き締められる中（３ 月 24 日現在）休校による様々な影響、イベント自粛な
ど、連日非日常生活を余儀なくされ、子供達や保護者、そして対応に追われている皆様のストレスや疲労が蓄積されることが
心配です。一刻も早い終息を願いますが、日常生活や仕事、子供達のPTSDなど、早めに対策しておけば…という事にならな
いようやれるべき事は全てやる、これは危機管理時の原則だと思います。皆様も大変辛い時期ではありますが、このような有
事の時こそ、前を向いて助け合いの気持ちで乗り切っていただくことをお願い申し上げます。

コロナウィルス対応に関するご連絡、ご相談がありましたらぜひお声をお寄せください。⇒ メール：tkannoda@gmail.com

の
観光客 かむ
心をつ

観 光

福井県 の 新年度予算 （令和２）
２月定例会

★恐竜博物館の機能強化
R2 10.3 億円
※基本・実施設計・土地造成工事
R4 までに 93.9 億円

人口減少

移住・定住

にて

可決

予算

★恐竜博物館来館者ワクワク回遊プロジェクト
R2 1.2 億円
※恐竜列車、恐竜バス、恐竜ランドマーク設置・支援
恐竜ホテル改修補助
増築部分

対策

★県外学生 U・I ターン推進 R2 8.7 千万円
※ U・I ターン者への奨学金返済を支援（最大 100 万円）
★京都事務所開設 R2 1.9 千万円
※京都を拠点に U・I ターン移住施策を実行
★ U・I ターン移住就職等支援 R2 5.3 千万円
※移住者・創業者への支援金（最大 240 万円）

文化・スポーツ
★一乗谷ミュージアム化推進 R2 13.3 億円
※建築工事、現資料館の改修設計

★周遊・滞在型観光推進事業 R2 5.2 億円
※市内観光拠点への整備補助（3/10）
★北陸新幹線開業アイデアコンテスト実行支援 R2 ８千万円
※行政・民間を支援（500 万円上限）
★北陸新幹線開業に向けたインバウンド対策 R2 9.8 千万円
※外国人観光客への受入整備（免税・Wi-Fi 環境）

★スポーツコミッション推進 R2 4.0 千万円
※スポーツイベント、フルマラソン検討、
スポーツ情報サイトの構築
★芸術文化を感じる街ふくい創出 R2 4.6 千万円
※文化活動を行う若者グループへの支援（1/2）
★福井城址を活用したまちなか賑わいづくり
R2 3.0 千万円
支援
※県庁広場・県庁ホールでのイベント支援（1/2）

★おもてなし産業魅力向上支援 R2 ８千万円
※店舗改装、見学施設整備、土産品の開発への補助（2/3）
★民宿リニューアル支援 R2 ５千万円 ※民宿の改修補助（1/3）

一乗谷ミュージアム 完成イメージ

2月議会 一般質問
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恐竜モニュメントを

観光
ビジョン

県内各地 に誘発する予算は

各市町の特色や観光地に

影響 ないの？

〈新しい計画〉

ふくい
観光ビジョン

FIRST
291

（５ヶ年計画）

本当に

と

問い

は

県民主役 の

計画になっている ??

勝山には本物の恐竜王国が存在するにもかかわ
らず、県内各地に恐竜ランドマークを誘発する支援事業が
計上されている。恐竜は県の目玉事業ではあるが各市町の
特色や観光地に影響を与えないか危惧してしまう。恐竜モ
ニュメントの県内各地への設置は各市町との協議や合意形
成は図られているのか、また南条サービスエリアに恐竜モ
ニュメントを設置する目的と効果は。

答弁

問い

ふくい観光ビジョンは「県民 ONE アクショ
ン」として具体的行動が示され、FIRST291 では、「県
民一人ひとりの積極的な行動を推進していく」として
いるが、具体的な予算となれば県主導の首都圏でのイ
ベント、マスメディアや旅行会社への PR 予算の計上
が目立つ。県民からすれば、観光客は県が誘致してく
れるという意識になってしまう。観光誘客のふくいファ
ンを県外に増やすために、県民一人ひとりが他人事で
なく積極的に参加してもらうために、新年度予算やこ
れらのプランの中でどんな戦略を立てているのか。

中京・関西からの玄関口である南条ＳＡの恐竜
モニュメントの設置は、地元からも大変好評を得ている。
恐竜博物館のゲートウェイと位置付け、来館者を迎えるモ
ニュメントを設置したい。恐竜モニュメントの設置に当
たっては各市町とも設置場所を十分協議しながら、恐竜博
物館が監修するリアルさにこだわり恐竜博物館へ向かう途
中から、非日常的な太古の世界への期待感を醸成し、「福
井といえば恐竜」というイメージづくりを更に進めていき
たい。

答弁

いかに刺さるかという広報をしていくのかが
重要。一つはキャッチフレーズを作り使ってもらえるロ
ゴを策定し、いろんなパッケージに刷り込んで県民から
発信してもらう。そして、福井の良さや食べ物などをイ
ンスタやユーチューブで発信してもらう。感動し行きた
い人を呼んでほしい。更に経済団体や学生の皆さんにも
ＳＮＳで発信をしてもらえるような仕掛けを考えていき
たい。
また、県民の皆さんがこのチャンスに自分で投資をし
て儲けていただく。ぜひ新幹線開業に向け自分事として
携わってもらえるような環境を作っていきたい。
（知事）

恐竜博物館だけでなく
県内 に 滞在 してもらう
パッケージ戦略

とは？

駅前の次は南条サービスエリアに設置？
県内の主要な場所に恐竜を置く目的が分からない…。

問い

恐竜博物館の機能強化の機をとらえ、県内に少なくとも
２日間は滞在するパッケージ戦略が必要だと思うが、県内への宿泊
誘致も含め、どのように「稼ぐ観光」を推進していくのか。

答弁

恐竜博物館を訪れるファミリー層へは池田町ツリーピク
ニックアドベンチャー、スキージャム勝山や芝政ワールドなどを組
み合わせ夕方まで県内で楽しみたいと思っていただくような日中の
周遊ルートを充実して宿泊を促したい。また、恐竜が好きな方には、
恐竜ホテルや恐竜列車、恐竜バスと恐竜博物館をセットで販売する
ことで宿泊を促していけるよう事業を展開していきたい。重要なコ
ンテンツである食の磨き上げも行い「稼ぐ観光」を進めていきたい。

2月議会 一般質問
背景に女性の高学歴化！ ４年生大学進学率 1975 年 12.7％⇒ 2018 年 50.1％

女性の 就職先で 福井を 選んでもらうために

問い

まだまだ

なぜ福井に帰ってこないのか？

首都圏一極集中
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女性
活躍企業

企業誘致や起業促進で、女性が希望する業種の企業を増やす取組みを進めていくべき。
厚生労働省には、女性の活躍推進に関して優良な企業を認定する「えるぼし」認定制度がある。女
性が能力を発揮しやすい職場環境かという観点から 5 つの項目を評価認定することで、学生が企
業を選択する際のひとつの目安になる。２つ星以上の認定企業が全国で 1003 社ある中で、福井
県の企業は７社のみ。県外大学へ進学した女性が企業を選択する場合、この認定の有無は学生の選
択にも影響する。この認定制度の取得を県内企業に働きかけていくべきと考えるが。

答弁

企業誘致は女性に人気の高い本社機能や管理部門の誘致を進めている。近年は、都市部
と同じ環境で働けるサテライトオフィスの立地を促進している。さらに、創業は女性専用の相談窓
口の設置、先輩起業家の体験談を聞くセミナーやマーケティングを学ぶワークショップを開催して
女性の働く場の創出と女性自らの創業を積極的に推進している。
また、昨年６月に福井労働局と申し合わせ「ふくい女性活躍推進企業」「えるぼし」認定を連携
して一緒に登録を呼びかけ県内企業が集まる県のイベント等を通してＰＲしている。女性活躍推進
企業は１８社登録が増えたが「えるぼし」認定は７社と依然少ない現状。県としても「えるぼし」
認定を増やしていくために今後も積極的にＰＲをしていきたい。

認定マーク「えるぼし」
えるぼしのマークのある企業は good!!

2月議会 代表質問
知事の政治姿勢
（１）事業のスクラップ＆ビルド
月議会で民主・みらい会派で辻幹事長が質問しました。

２

（２）SDGs 未来都市
（３）多文化共生
行財政改革

（１）自動車関係諸税の改正

（２）大型プロジェクト事業費の増額
福祉行政
（１）保育士不足への対応

問い

北陸新幹線・足羽川ダム・中部縦貫自動車道の増額
は、約 2,500 億円、そのうち県負担の増額分は約 500 億円以上
にもなる。これらは県債（県の借金）で対応するわけで、公債費（返
していく費用）の見込みについて、今回示された財政収支見通し
で、大型プロジェクトの県債残高をどのように見込んでいるか。

答弁

中部縦貫自動車道、足羽川ダムの県負担金増額によ
る県債残高の増は約 290 億円、その上で、国の財源確保や、事
業の選択と集中を図って行財政改革アクションプランに掲げた、
令和 5 年度の財政指標の目標を堅持していく。

（２）老老介護や多重介護

（３）海外からの介護人材確保
産業・雇用行政
（１）しあわせな働き方とは

（２）敦賀港のポートセールス・機能強化
観光行政
恐竜博物館増設の戦略
教育行政
部活動の地域スポーツクラブへの移
行に伴う課題

問い

慢性的な保育士不足の状況をどう捉えどういった戦略
で保育士確保に取り組むのか、保育士の負担軽減を図るための業
務改善を進める園への支援の動きを県内に広げていくべきでは。

答弁

保育士養成施設の学生への就学資金貸付、昨年１０月
に開設した保育人材センターでの潜在保育士の就労支援、業務負担
軽減のための保育補助者の人件費補助などを実施。来年度は、人材
確保の新たな手段として人材派遣会社に登録されている保育士を採
用する施設への補助を行う。また、保育人材センターで、直接保育
士や園での悩みを現場に出向いて伺い、個々の状況に応じた解決を
図っており離職防止にもつながっているという事例もある。これを広
く保育現場にフィードバックし保育士の職場環境の改善を進めたい。

もっとイイ !
視察
Inspection

福井県を ! !

東京アンテナショップ（ふくい南青山 291 食の國福井館［銀座］）
今回の議会にアンテナショップの今後の方向性案が出され、南青山は物販を取りやめ、食体験としてレス
トラン形式で転貸しする方針、銀座の方は店舗面積が狭いため、日本橋か銀座で新たな場所への立地を模索
していくようです。私は、この大切な公共空間を県民に対し公共施設としての役割を明示し、県の「アンテ
ナショップ」として費用対効果がしっかり見えるように示すべき、と２月議会で一般質問しました。

奥にのれんのある店がアンテナ
ショップ（南青山 291）

現在は東急ハンズ（写真手前２人） 銀座店は人影も少なくアンテナ
が経営受託者
ショップの活気はない

ショップの中は普通の物産館です

活動

ReLIFE いよいよ春からの体験に向け準備中！

Activities

耐火レンガをいただき搬入
ピザ窯も作りますよ～

ビニールハウス上棟式
美味しい野菜が採れますように

野菜だけで作ったスープ
さすがイタリアンのシェフ

整地に向け根を掘り上げ

要望
Request

ヘルプマーク

ヘルプマークの普及推進と県民認識に向け県健康福祉
部へ陳情しました（立会議員 兼井、野田）

のだ哲生事務所

新型コロナウイルス感染症影響による旅行業に関する緊急要望
県内 72 社で旅行キャンセル 10,400 人（2 月28日現在）
５億円の損害（立会議員 野田）

〒918-8031
E-mail：tkannoda@gmail.com
福井市種池町 3-36

