共創会議での議論に向けた検討の視点
（地域共通の課題を踏まえた議論のたたき台）①

資料５

１．地域共通の「将来像」の具体化に向けて～嶺南地域の強みを活かし・伸ばす

・原子力をはじめとするエネルギー関連産業・ものづくり、一次産業、地域観光
資源等の「嶺南地域の資源・強み」を核としながら、
・「関連する新たな柱」や「外部の活力」を開拓し・呼び込み、
・これらを組み合わせて、「イノベーションの循環」が生まれていく地域へ。
（例） ー水素・再エネ等の脱炭素関連技術や、廃炉産業等の技術シーズの呼び込み
ー域外の企業・サポーター、ワーケーション需要等の人的リソースの取り込み
ーこれらを活用した地元の中堅・若者への刺激、「チャレンジの場」の創設
（新規の産業創出・起業、域外への事業展開への支援）

・少子高齢化をチャンスに変え、ICT・スマート化等を先取りし、暮らし･子育て･
教育・防災の「先進地域」へ。
（例） ー遠隔医療・交通・教育等の先進事例を全国に先駆けて活用する「モデル地域」
ー地域大での協働的な取組による導入促進・コストの低減

共創会議での議論に向けた検討の視点
（地域共通の課題を踏まえた議論のたたき台）②
２．将来像実現への「工程表」策定に向けて～政策・事業を合目的的に統合する
・各自治体の判断・責任において策定・実行される各振興計画と、関係府省庁・
事業者の取組の「マッチング・目線合わせ」を継続して行う枠組みを設ける。
・各市町が単独では達成することが難しい課題にも取り組んでいけるよう、
「政策ツール・リソースの制約の克服」を重視した支援・事業展開を進める。
（例）－「共通フォーマット」の構築・協働による地域大での連携（嶺南大のVPP等）
－各地域資源の「連携」による相乗効果の実現
（嶺南大での動線を意識した観光・ワーケーション、一次産業の拡販等）
－企業・若者・需要など「プレイヤー」の地域外からの呼び込みに関する協働

・「嶺南発のイノベーション・先進モデル開発」を連携して重点的に支援する。
（例）－各府省庁における「先駆的な社会システム実装」に向けた支援ツールの適用
－政策支援・事業者PJ展開の判断基準における「イノベーション要素」の重点化

共創会議での議論に向けた検討の視点
（地域共通の課題を踏まえた議論のたたき台）③
【参考】自治体の各計画と国の政策検討枠組み等の時間軸
2021年度
嶺南Ｅコースト計画
（作成：2020年3月、期間：2029年度まで（10年間）

敦賀市：第7次敦賀市総合計画（敦賀市総合戦略）
（作成：2021年3月、期間：2025年度まで（5年間））

敦賀市：ハーモニアスポリス構想
（作成：2019年6月、期間：長期（2050年度以降も想定））

美浜町：第2期美浜創生総合戦略
（作成：2021年3月、期間：2025年度まで（5年間））

美浜町：美浜町エネルギービジョン
（作成：2017年3月、期間：2030年度まで）

おおい町：第2次おおい町未来創生戦略
（作成：2020年3月、期間：2024年度まで（5年間））

高浜町：第2次高浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略
（作成：2021年3月、期間：2025年度まで（5年間））

エネルギー基本計画（少なくとも3年ごとに検討し、必要があるときは更新）
（第1次：2003年10月、第5次：2018年7月、第6次：2021年夏頃）

2026年度

2030年度

資料５（参考資料①）
敦賀市
第7次敦賀市総合計画
（敦賀市総合戦略）

福井県
福井県長期ビジョン

美浜町
第2期美浜創生総合戦略

１ 県境フロンティアプロジェクト

１：世代をつなぎ 暮らしやすい環境づくり

１：若者・女性に魅力ある“しごと”の創出

○アジアへ最速「敦賀港」

（１）子育て環境日本一

（１）若者・女性の新たなチャレンジを応援

○新幹線で東京・大阪に直結

（２）地域共生社会の推進

○中京・関西につながる大動脈

（３）健康づくりの推進

しごとづくり

○誰もが等しく超高速通信

ひとづくり

（４）地域医療の充実

１：子育て家族を応援！地域の宝を育む戦略！

まちづくり

②経済的な支援のさらなる充実

②新規就農者の確保・育成

③不妊等の支援

ひとづくり

ひとづくり

②サテライトオフィス誘致とＤＸの推進

①結婚祝い金支給、地方創生ふるさと産品発信業務委託、
移住定住ポータルサイト発信業務委託、移住就職支援事業補助
②ふるさと納税返礼品
③地域おこし協力隊

まちづくり

④ＵＩターン奨学金返還サポート補助

④観光産業の振興と後継者支援
（２）企業誘致の促進による働く場所の確保と新しい働き方の推
進
①産業団地への企業誘致と雇用確保

まちづくり

高浜町
第2次高浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略
１：多様な関わりでつなぐ 移住・帰住促進プロジェクト

①みんなで子育てを支え合い・応援する環境づくり

①創業支援と若者・女性がチャレンジできる場を創出
③新規漁業就労者の確保・育成

まちづくり

おおい町
第2次おおい町未来創生戦略

⑤スマートタウン整備
⑥ワールドマスターズゲームズ開催
⑦コワーキングスペース運営、ワーケーション受入、
利用者と町民の交流イベント開催
⑧ブルーフラッグ推進業務委託

しごとづくり

⑨福井大学寄付講座設置、地域医療・健康のまちづくりの推進
⑩赤ふんバス運行支援、グリーンスローモビリティ実証・運行支援
２ 千年文化の継承発展プロジェクト

２：次世代につなげる 人づくり

○オンリーワンを伸ばす

（１）特色ある教育環境の整備

まちづくり

○「千年文化」の磨き上げ

（２）地域コミュニティの推進

ひとづくり
まちづくり

（３）文化財保存等
（４）高等教育の推進と若年層の定着

２：人との新たなつながりを築く、“交流”の拡大

まちづくり

（１）人との新たなつながりを構築
①応援人口（関係人口）の創出・拡大と新たな交流の場を創出

２：若者に“しごと”を創り出す！雇用創出戦略！

２：親子をくるむ

しあわせ子育て応援プロジェクト

①本町ならではの農林水産業の支援と活性化

①子育て相談支援運営、産後ケア・産婦検診事業

②ワンストップ企業支援とブランド力の向上

②子ども医療費助成

③本町の特性を生かした企業誘致

しごとづくり

（２）観光資源を活用した交流人口の拡大

ひとづくり

③子宝手当支給
④入学・新生活スタート応援給付金、教材費無償化補助金

①新たな観光施設整備と観光資源の魅力アップ

⑤相談員・スクールカウンセラー・町単講師・学習支援員配置
⑥生徒通学費助成
⑦学校給食費無償化
⑧高浜町立高浜認定こども園整備、高浜町立和田認定こども園整備
⑨高浜公園整備

３ くらしの新デザインプロジェクト

しごとづくり

○スマートエリアの形成
○くらし安心「住みやすさ改革」

しごとづくり

３：地域と人をつなぐ 厚みのある産業づくり

（１）産業構造の複軸化とエネルギーの多元化の推進
（２）敦賀港の活性化

まちづくり

３：希望を叶える“結婚・出産・子育て”を応援

３：「若さ」終結！みなぎる活力創生戦略！

（１）新たな出会いの場創出とライフデザインの意識向上
①広域的な出会いの場創出とライフデザイン支援
（２）子育て環境の充実

（３）農林水産業の活性化
（４）敦賀の特色を活かした商業活性化

まちづくり

（５）観光拠点整備と回遊性向上

ひとづくり

①多角的な若者視点による活力創生
②本町の特性を活かした体験・交流の充実

まちづくり
ひとづくり

③特色ある地域づくりの推進

①中小企業人材確保推進事業費補助
②創業促進支援補助金

しごとづくり

②仕事と子育てが両立できる社会づくり

企業・行政合同の人材育成研修業務委託、働き方改革推進事業補助
⑤観光型農園経営支援

①地域と連携した教育とICT教育の推進

⑥新規漁業者・後継者育成
⑦６次作業施設UMIKARA、高浜漁港漁業施設整備

４ 価値づくり産業創造プロジェクト

４：未来につなげる 都市づくり

○農林水産業を成長産業へ

（１）広域交通網の整備

○ものづくりから価値づくりへ

しごとづく

○先進技術ふくいの拠点形成
○未来のＡＩ技術者育成

ひとづくり

４：幸せを実感できる“くらし”の充実

まちづくり

（２）駅周辺整備

（１）若者・子育て世代に魅力ある住まいづくり

まちづくり

①新たな居住環境整備と空き家の利活用促進

（３）生活基盤の整備（生活道の改良）

①集落元気プランの策定と集落活動を促進

（５）生活基盤の整備（良質な住環境の維持）

②地域防災力の充実・強化

（６）生活基盤の整備（公共交通機関の充実）

③誰もが移動しやすい公共交通の整備

（７）生活基盤の整備（循環型社会の形成）

④町民と共に進める環境整備

４：活力あふれる暮らしの創造！生活向上戦略！
①移住・定住の促進に向けたおおいの住まい支援
②積極的な活動展開による「若さ」いきいき生活の実現

（２）安全・安心で快適な暮らしづくり

（４）生活基盤の整備（上下水道の整備・更新）

③情報通信基盤の整備充実

ひとづくり

④広域連合による取組

まちづくり

⑤情報通信網の整備と情報発信の充実
（３）地域で支え合う福祉と健康の社会づくり
①地域で支え合う体制づくりと高齢者の活躍の場を創出
②「げんげん歩楽寿（ぷらす）」の推進
５：絆でつなぐ安全安心なまちづくり

ひとづくり

５：おおいの魅力と情報発信強化戦略！

まちづくり

（１）防災拠点施設の整備

①戦略プロモーションの推進と基盤整備

（２）災害に強いまちづくり

②つながりや来訪者の創造に向けた“しかけづくり”

（３）消防力の充実強化
（４）原子力安全・防災体制の強化

ひとづくり

戦略の推進に向けて 市民とともに進めるまちづくりの深化
（１）移住定住の促進
（２）市民とともに進めるまちづくりの深化

ひとづくり

ひとづくり

④人材育成コーディネーター業務委託

（３）教育環境の充実

（６）マーケティング戦略とプロモーション

３：まちかがやく 人と仕事の好循環プロジェクト

③地域農業担い手支援

①子ども・子育ての包括的・総合的支援

まちづくり

⑩和田公園整備

資料５（参考資料②）
敦賀市

美浜町

ハーモニアスポリス構想

美浜町エネルギービジョン

（１）地政学上の課題
平野部の狭小さや隔絶した地勢は、臨海工業地帯の形
成を阻害

（１）廃炉に伴うエネルギー・産業構造の転換
①電源三法交付金の縮減等に伴う財政インパクトの回避
②原子力産業に加え新たな産業構造の実現

（２）政治上の課題
（２）人口減少、少子高齢化対策、既存施設・空き家等の有効利用・
戦後の対岸諸国の政情変化や地政学上の課題もあり、 減築等
課 敦賀港及び敦賀市の発展は戦前の隆盛期と比較して伸
（３）地理特性を踏まえた地域間連携
題 び悩み
（３）エネルギー政策上の課題
現行のエネルギー基本計画では原子力の位置づけは明
確になっているものの、それを実現する再稼働・新増設に
ついて明記されておらず、この状態が継続し、何の方策も
講じなければ地域経済に悪影響を及ぼすことは確実
目 （１）産業構造の複軸化
標 （２）エネルギー多元化
（１）産業間連携推進計画
・既存産業高度化、
しごとづくり
①高機能性界面活性剤製品開発プロジェクト
②バイオプラスチック製品開発プロジェクト
・新規産業創出
①蓄電池等リサイクル技術開発プロジェクト
②次世代ディスプレイ開発プロジェクト
・エネルギー関連の新産業創出
①再生可能エネルギー由来水素ステーションプロジェクト
②リサイクル水素製造プロジェクト
③高効率水素エンジン利用ドローン研究開発プロジェクト
（２）調和型水素社会形成計画
・水素利用
しごとづくり
①水素ステーション導入事業
②モビリティ導入事業
③自立型水素エネルギー供給システム導入事業
④普及に向けた啓発・環境観光活性化事業
施
策 ・研究開発
①産業間連携推進事業
②水素エネルギーに係る研究開発拠点化事業
・水素供給
①水素受入・貯蔵・供給、水素発電促進事業

ビジョンの方向性
（１）外貨をかせぐ、人・企業を呼び込む
（２）取り組みを町内外へ情報発信・双方向のやりとり実現へ
（３）地域資源を活用した域内経済循環の活性化
（１）グリーンで強靱なインフラ整備推進
～再エネ等を効果的に活用しマチ、ヒト、企業の活力創出～
①太陽光発電や蓄電池、ＥＶ等を導入、活用した低炭素、非常用対
策、プロモーション推進プロジェクト
まちづくり
②風力発電、中小水力発電等による新産業創出プロジェクト
③太陽光発電によるエネルギーの地産地消プロジェクト
④美浜版MaaS構築プロジェクト
⑤美浜町内エネルギー平準化プロジェクト
しごとづくり
（２）地域のにぎわい創出
～再エネ等を効果的に活用したヒトを呼び込む仕掛けづくり～
⑥再エネ等を活用した既存観光スポット、新たな集客施設の魅力づ
くり推進プロジェクト
まちづくり
⑦美浜版エネルギーツーリズム推進プロジェクト
しごとづくり
（３）地域コミュニティ再興
～再エネ等を活用した住民主役の地域づくり～
しごとづくり
⑧『Made by 美浜』による美浜スマートアグリプロジェクト
⑨スマートコミュニティ拠点整備プロジェクト まちづくり

（４）まちづくり推進母体による地域メリット見える化
～地域の地域による地域のための多彩なサービスの展開～
⑩みはまエネルギー基金創出プロジェクト
まちづくり
⑪地域づくりアドバイザ派遣プロジェクト
⑫「地域共助サービス事業体」による地域のための多彩な
（３）道路網整備計画
・北陸圏と近畿圏・中部圏等との物流・人流の活性化・円 サービスの展開プロジェクト
しごとづくり
滑化
・敦賀港における対岸諸国との貿易拡大への支援
（５）１０年後を見据えたチャレンジ
～先進的エネルギー関連技術の積極的実証、誘致等による長期的
・港湾リダンダンシーの強化
まちづくり
地域メリットの創出～
しごとづくり
⑬町の資源を活用した新燃料等製造・新技術開発研究プロジェクト
まちづくり

（６）３０年後を見据えた人材育成～エネルギー関連の技術習得等
による将来の美浜を支える人材の育成～
ひとづくり
⑭未来のエネルギー・環境分野を担う人材育成プロジェクト

資料５（参考資料③）
福井県
嶺南Ｅコースト計画
基本
理念

嶺南地域を中心に、原子力をはじめ再エネを含む様々なエネルギーを活用した地域経済の活性化やまちづくりを目指すことにより、
人・企業・技術・資金（投資）が集まるエリアの形成を図る

施策

基本戦略Ⅰ 原子力関連研究の推進および人材の育成
プロジェクト１ 国内外の研究者等が集まる研究・人材育成拠点の形成
（１）グローバルな原子力人材育成の推進
（２）我が国における原子力研究や人材育成の中核的拠点として、「もんじゅ」サイトに新たな試験研究炉を整備
（３ ）県内大学における原子力研究・人材育成の強化
ひとづくり
（４）原子力ライブラリの整備
（５）廃炉への対応を含め、原子力の安全を支える県内原子力関連企業の人材確保・育成を支援
（６）安全・安心の確保に向け、高経年化対策や、小型モジュール炉を含む原子力関連技術のイノベーションに資する研究を推進
プロジェクト２ 新たな試験研究炉を活用したイノベーションの創出、利活用の促進
（１）「もんじゅ」サイトに新たな試験研究炉を整備
（２）県内外の企業が参画する、新たな試験研究炉に係る利用推進協議会を設立
（３）既存の県外の試験研究炉を活用して研究開発を行う県内企業を支援
（４）新たな試験研究炉の利活用を進める県内外の大学等のネットワークを形成
（５）新たな試験研究炉の設計から運転開始までの各段階で学生等の人材育成への活用を検討
（６）新たな試験研究炉の運営に関する、大学や企業のコンソーシアム設置を検討
（７）研究開発型企業や大学・研究機関等を誘致

しごとづくり

ひとづくり

基本戦略Ⅱ デコミッショニングビジネスの育成
プロジェクト１ 廃止措置工事等への地元企業の参入促進、製品・技術の供給拡大
（１）県内企業による元請や一次下請業務の受注拡大に向けて、企業連合体の結成を支援
（２）原子力関連業務従事者に対する技術研修を充実
（３）廃止措置関連技術の高度化に繋がる研究開発を促進
（４）研究開発した製品・技術について、他分野での活用も含めた県内外への販路開拓を支援
（５）県内企業への工事情報の提供

しごとづくり

プロジェクト２ 解体廃棄物の再利用を進めてビジネス化を推進
（１）クリアランス制度の社会への定着に向けた理解促進活動を推進
（２）県内の原子力発電所から発生する解体廃棄物の再利用
（３）クリアランスレベル以下の廃棄物を再利用する企業の県内進出への支援

しごとづくり

基本戦略Ⅲ 様々なエネルギーを活用した地域振興
プロジェクト１ 嶺南の市町と連携し、スマートエネルギーエリア形成を推進
（１）自治体と電力事業者、県内企業が一体となってスマートエリアの整備を促進
（２）ＥＶ等の蓄電池を活用して電力需給を調整するＶＰＰシステムの実証実験を実施
（３）再エネ由来の水素ステーションや、水素を燃料とするドローン等の研究開発・実証実験を実施
（４）地域の実情に応じた再生可能エネルギーの導入を促進
プロジェクト２ 原子力や再生可能エネルギーを幅広く学ぶ機会を提供し、人の交流を促進
（１）国の「次世代エネルギーパーク」の認定に向けた周遊ルートづくり
（２）観光施設とエネルギー関連施設を組み合わせてＰＲ
（３）小中学生・高校生への原子力・エネルギー教育を推進
（４）一般県民を対象に、エネルギーをテーマとした普及啓発活動を実施

まちづくり

基本戦略Ⅳ 多様な地域産業の育成
プロジェクト１ 技術の高度化、 地元企業等への技術移転による次世代の農林水産業を実現
（１）ヒートポンプを活用した植物工場や大規模園芸施設の整備を促進
（２）農業のスマート化や高付加価値品目の生産に向けた研究を推進
（３）県立大学において水産関係の新学科を開設
（４）ＩＣＴにより省電力化した陸上養殖技術を開発（閉鎖循環式陸上養殖 施設を整備）
（５）水産養殖の成長産業化に向けて、産学官連携によるＩｏＴ、ＡＩ等の先端技術導入や人工種苗技術を研究
プロジェクト２ 地元企業支援や企業誘致により、多様な産業を育成
（１）若狭湾エネルギー研究センターの研究開発、産業支援機能を強化
（２）県内企業への原子力・エネルギー関連技術の移転を促進、経営等の支援を充実
（３）多様な企業誘致の展開

まちづくり

ひとづくり

しごとづくり

しごとづくり

