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１　福井県長期ビジョンが策定されました。

　北陸新幹線福井・敦賀開業に向けたまちづくりが進むなど、福井県は 100 年に
一度の大きなチャンスを迎えています。これからの福井県を大きく発展させるた
め、将来像を県民の皆さんと共有し、長期的視点に立って行動していくことが大
切です。このため、県では、令和元年６月より、20 年後のふくいの目指す姿を描
く「福井県長期ビジョン」の策定を進めてきました。「みんなで描こう『福井の未
来地図』」をコンセプトに、県民の皆さんが参加するワークショップや出前講座な
どが多数開催され、令和２年７月、「福井県長期ビジョン」が策定されました。
　ここでは、長期ビジョンが目指す 2040 年の福井の将来像や実現に向けた主な取
組みについて紹介します。

（１）目指す将来像
　長期ビジョンは、県民の皆さんで共有できるふくいの将来の姿“共通の道しるべ”となるものです。
①目指す将来像
　長い歴史の中で培われてきた「安心と信頼」のふくいを守り、次世代に引き継ぐことが重要です。この社会
基盤をもとに、誰もが夢や希望をもって自分らしくチャレンジできる福井県をつくるため、基本理念を『「安
心のふくい」を未来につなぎ、もっと挑戦！もっとおもしろく！』にしました。また、ＳＤＧｓの理念に沿い
ながら、「自信と誇りのふくい」、「誰もが主役のふくい」、「飛躍するふくい」を目指します。

未来を考える出前ワークショップや“ＦＵＫＵＩ未来トーク”

福井県長期ビジョン

基本理念と 2040 年の目指す姿
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豊かな歴史と自然環境、洗練された美しい町並みに惹かれ、国内外から多くの人が移り住み、未来技術
を活用した新しい働き方と質の高い生活を両立する「くらしの先進地」を全県に広めます。

・�関西からの移住者が増え、関西に通勤・通学しながら
嶺南に暮らし、サイクリングやマリンスポーツ、寺社
仏閣巡りなど健康で文化的な生活を満喫しています。
・�美しい自然や悠久の歴史を体感しながら、古民家オ
フィスでテレワークするなど、地方暮らしのモデルと
して憧れる新しい働き方が実現しています。
・�嶺北に住む人も嶺南の古民家シェアハウス等に滞在
し、豊かな自然や食を日常的に楽しむなど、県民同士
の新たな結びつきが生まれています。
・�CO2 フリーエネルギーの先進県として、エネルギー循
環型ハウスや自動運転車、遠隔医療など最新技術が集
積するスマートタウンが県内各地につくられ、多くの
若者や移住者が快適に暮らしています。

②ふくいの将来イメージ
　福井県が 2040 年にどのような社会になっているか、県民共通のイメージを持つことが実現に向けての推進
力を高めることになります。長期ビジョンで県民の皆さんと共有している６つの「ふくいの将来イメージ」の
うち、特に豊かな自然と文化の残る嶺南地域で、環境を重視した多様なエネルギーの活用に取り組む「上質な
くらしの先駆け　ＷＡＫＡＳＡリフレッシュエリア」を紹介します。

③長期プロジェクト
　福井県には、伝統工芸など千年を超える歴史と文化、地域の絆の強さ
や助け合いの精神、日本一の人材力や技術力などがあり、これらは福井
県が誇る大きな強みです。2040 年に向けて、福井県の強みを最大化し、
目指す将来像を実現するため、４つの長期プロジェクトを推進します。
　このうち、「くらしの新デザインプロジェクト」は、ふくいに残る地域
の絆と支え合いの精神を大切にしながら、新たなつながりと最新技術を
活かし、日本一質の高いくらしの実現を目指すものです。その中で、福
井県が 2050 年二酸化炭素排出実質ゼロを目指すこと（ゼロカーボン宣言）
が発表されました。
　＜スマートエリアの形成＞
　・�太陽光発電・蓄電池等を搭載したスマートハウスや自動運転車、遠隔医療など、最新技術が集積する「未
来型スマートエリア」を各地に形成します。

　・�2050 年の二酸化炭素排出実質ゼロ「ゼロカーボン」を目指し、風力や水素などのＣＯ２フリーエネルギー
の導入を推進します。

杉本知事によるゼロカーボン宣言

新しい働き方と質の高い生活が両立する
「くらしの先進地」

＜令和２年度の取組み＞
　県内初となる商用水素ステーション
が、令和３年４月に福井市に開所され
ます。CO2 を排出しないＦＣＶ（燃料
電池自動車）の普及を促進していきま
す。

水素ステーション © Iwatani Corporation
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（２）2024 年までに実行する政策・施策
　長期ビジョンでは、「実行プラン」として、最初の５年間で実行する政策・施策を示しています。このうち、「ふ
るさとの暮らしと風景の維持」（政策 15）では、豊かな自然環境を保全し、自然と共に生きるふくいを引き継
ぐため多くのことに取り組んでいます。その中からいくつかの項目を紹介します。

○クリーンアップふくいの推進
　美しい海岸や河川、まちなみなどを守るため地域住民や企業、団体、行政が協働して清掃活動を行う「クリー
ンアップふくい大作戦」を実施し、環境美化活動とともに海洋プラスチックごみの流出防止を進めます。

○年縞博物館の魅力充実
　年縞博物館において、里山里海湖研究所と立命館大学による世界トップレベルの共同研究を進めるとともに、
特別企画展の開催や若狭三方縄文博物館と連携したＰＲなど誘客を促進します。

＜令和２年度の取組み＞
　福井市と大野市で「スポＧＯＭＩ大
会」、美浜町で「クリーンウォーキング」
を実施しました。
　市長や町長を始め、多くの参加者が
楽しみながら環境保全活動に汗を流し
ました。

スポＧＯＭＩ大会

＜令和２年度の取組み＞
９月 19 日（土）〜 11 月 23 日（月・祝）
に若狭三方縄文博物館と合同で、特別
企画展「シマシマが語る 46 億年の歴史」
を開催しました。多くの来館者があり、
好評を博しました。

特別企画展（年縞博物館）

○循環型社会の推進
　環境への負荷をできるだけ低減し、限りある資源の有効活用を進めるため、プラスチックごみの削減や、お
いしいふくい食べきり運動、雑がみの分別回収強化などにより、ごみの減量化とリサイクルを推進します。

＜令和２年度の取組み＞
　10 月１日（木）〜２月 28 日（日）に
食べきり実践キャンペーンを実施しま
した。協力店舗で適量注文・食べ残し
ゼロを促しました。多くの応募があり、
食品ロスを減らす意識を高めることが
できました。

キャンペーンパンフレット（抜粋）
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２　わくわくもったいないランド 2020
　環境ふくい推進協議会では、修理ボランティアの人材育成やリユー
スに関するイベントを実施する団体への補助活動を通じて、ものを
長く使う社会づくりを推進しています。その一環として、福井駅前
西口のハピテラスで、修理やリユースに関する活動を行っている団
体等が一堂に会するイベント「わくわくもったいないランド 2020」
を開催しました。開催にあたっては、検温・消毒等の新型コロナウ
イルス感染症対策を講じました。

（１）イベント内容
　会場には、各団体や県職員が修理や３Ｒに関する
様々なブースを設けました。福井古書籍商組合と県職
員が共同で開催する大古本市や、ボランティアグルー
プ「ふくいおもちゃ病院」の皆様が壊れたおもちゃを
修理する「おもちゃ病院」の出張開催、家庭で余って
いる食品を集めて福祉施設等に寄付する「フードドラ
イブ」、そして修理のプロが靴や洋服のお手入れのコ
ツを教えてくれる「まちの修理屋さんのお手入れ講座」
など、県民の皆様が楽しみながらリユースに触れてい
ただけるイベントを目指しました。

（２）当日の様子
　当日は、約 1200 人と多くの方に会場を訪れていた
だきましたが、中でも１番盛況だったのが大古本市で
した。販売した古本は合計で約 500 冊に上り、その内
111 冊は不要な本を寄付できる「本のリサイクルボッ
クス」に寄付していただいた古本です。また、おもちゃ
病院には壊れたおもちゃを持った親子連れが訪れ、子
どもたちが直ったおもちゃで早速遊んでいる様子も見
られました。その他にも、余っている食品をフードド
ライブへ持ち込んだり、靴や服の悩みを修理屋さんに
相談したりと、老若男女が様々な形でイベントに参加
していました。

　ブース以外にも、イベントを一層盛り上げるため、
食品ロスを減らすための活動「おいしいふくい食べき
り運動」を県と共同して推進している福井県連合婦人
会の皆様と、マスコットキャラクターの「はぴりゅう」
が一緒にダンスを披露するステージを設けました。各
ブースの活動と併せて、多くの方に「ものを大切にす
る」ことの大切さを改めて感じていただく機会になっ
たと考えています。

会場の様子

大古本市

おもちゃ病院

婦人会とはぴりゅうによるステージ
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県内で２例目の野外での巣立ち
　令和２年４月 16 日、越前市安養寺町の人工巣塔で、「たからくん」
と「みやびちゃん」ペアからヒナ４羽が孵化しました。昨年は経験不
足からか３羽のヒナは育ちませんでしたが、今年は親鳥が仲良く協力
して子育てを行い、６月下旬から４羽が次々と巣立ちました。
　８月上旬には徐々に親離れし、それぞれ自立して全国各地へ移動し
ています。野外での巣立ちは、昭和 46 年の野生絶滅以降、昨年の坂
井市での別のペアの成功事例に続き、県内では２例目となりました。

坂井市でペアの雄が感電死
　令和元年に坂井市春江町で４羽のヒナを育てたペアのうちの雄が、令和２年４月に電線に触れ感電死しまし
た。とても残念ですが、福井県嶺北地方に飛来する個体は年々増えていることから、残された雌が、繁殖可能
となる３歳以上の雄と再びペアになることが期待されています。

コウノトリが舞う自然豊かな環境を目指して
　県では、これからもコウノトリが舞う自然豊かな環境づくりのために、環境に配慮した農業やビオトープ等
の設置、自然観察会などの環境教育を地域の方々とともに進めていきたいと考えています。

　県では、特別天然記念物であり里地里山の生態系の頂点に立つコウノトリを自然再生のシンボルと位置付け、
平成 23 年に兵庫県立コウノトリの郷公園から借受けたコウノトリペアの飼育を越前市で開始し、平成 27 年〜
平成 30 年にかけて福井生まれのコウノトリを９羽放鳥しました。

　放鳥したコウノトリは、全国 43 都府県（栃木県、鹿児島県、沖縄県を除く）へ飛来しています（１羽死亡）。
また、平成 27 年に放鳥した「ゆめちゃん（雌）」と平成 28 年に放鳥した「たからくん（雄）」は、越前市白山
地区に戻りそれぞれペアとなったほか、県内へ飛来する野外コウノトリは、年々増加しています。

３　コウノトリが舞う自然豊かな環境を目指して

ヒナへの足環装着（越前市安養寺町）
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福井県内のコウノトリ飛来数の推移
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越前市坂⼝地区

「たからくん」「みやびちゃん」ペア
（2020年６⽉〜7⽉にヒナ4⽻巣⽴ち）


