
ふくいの中心から発進する 

新しい参加型まちづくり 
 

 

ICTを活用した街づくりとグローバル展開に関する懇談会 北陸地域懇談会 
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資料３－１
（別添６ ） 



まちづくりに果たしてきたケーブルテレビの役割 
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福井市、池田町 
TV世帯カバー率 

 ７２％ 

（67,120世帯） 

地域情報の拠点（情報発信源） ＩＣＴ基盤整備（ＴＶ・インターネット・電話） 

地域住民との繋がり 

坂井市、あわら市 
TV世帯カバー率 

 ６６％ 

（25,190世帯） 

・行政チャンネル 
・ふくい散策（名所旧跡） 
・福井新聞おもしろ情報刊 
・エリアニュース 
・ライブカメラ 
          など 

・ケーブルＴＶフェスタ 
 （2万5,000人の来場） 

・お客様センター 

 （多岐に渡る質問や相談） 

・買物弱者対策 

 （福井県県民生協タイアップ） 

・公民館との情報提供の繋がり 

             など 

災害時の適確な情報発信 
・福井市との災害緊急放送に関する相互協定 
・福井県との災害時における放送要請に関する協定 
・国土交通省との災害状況告知放送訓練 
・ホームページの災害時緊急画面切替              

平成16年7月 

福井豪雨            

お客様のご家庭と１対１で繋がっている 

福井の地域に密着したラストワンマイルまでの基盤を保有している 

安心・安全 コミュニティ 

便利・快適 

P.01 
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創 
ICT 

理念 福井市 

クリエイター／情報人 

福井ケーブルテレビ 

情報発信 Pachon!! 
  行きたい！！ 
  食べたい！！ 
  触りたい！！ 

インフラ整備 
メッシュＷｉ-Ｆｉ 

＋ 
メディアＨＵＢ 

都市計画 

やりたいこと ＝ ＩＣＴを活用した協働のまちづくり 
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福井市の現状と街づくり計画 

中心市街地の世帯数の推移と対市シェア 

ドーナツ化現象 
中心市街地の弱体化 

第六次 福井市総合計画 

「福井市都市計画マスタープラン」 

「福井市情報化ビジョン」 

「福井市中心市街地活性化基本計画事業」 

P.03 
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福井市中心市街地から活性化 

•県都福井の玄関口であり交通の結束点である 

•歴史遺産などの既存資産の流用がきく 

•中心市街地弱体化が市民問題意識のトップ事案である 
                     （平成23年度 福井市民意識調査報告書より） 

P.04 
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ふくいのまちづくりにおけるＩＣＴ活用とは 

・スマートフォンによる動画音声配信環境の充実 

・ＧＰＳを使った利用者の位置情報によるサービス提供が可能 

ＩＣＴ環境の変化 

地域コミュニティを復活し、賑わいを取り戻すには 

スマートフォンへの情報発信力を強化 
情報を届けたい人に確実に届けられる基盤を用意 

• 情報活用に熱い気持ちをもつクリエイターの障壁を取り払う 
• 誰もが自由に街を盛りあげることができる環境を用意する 
• 点在するコンテンツの集積、整理をおこない再利用可能な状態にする 
• 利用基準を明確にしながら行政情報公開を行う 
• 広く公募を行い協働の精神で活性化を目指す 

・地域に協働の考えを広め、自分たちの問題として動ける環境を作る 
・情報人を育成し、活動する機会を与える 
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県都の玄関口を中心としたメッシュＷｉ-Ｆｉ整備 

 
 

メッシュWi-Fi 

商店街 
デパート ビジネス 

官公庁街 

繁華街 

P.07 



Copyright© 2012 Fukui City & fctv co.,ltd. All Rights Reserved. 福井市 ・ 福井ケーブルテレビ 

メッシュＷｉ-Ｆｉエリアの広がり 

P.08 
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メディアＨＵＢ 

• 地域に分散している紙、文字データ、映像を集約し、再利用可能な
状態にする。 

• 「必要な情報」を「必要なタイミング」で「必要としている人」に
配信する。 

• コンテンツの著作権保護に配慮し、制御可能な情報（ＸＭＬ形式、
メタデータ）として蓄積する。 

• メッシュＷｉ-Ｆｉ環境を使って、アクセス時の初期画面から、各種
コンテンツへの誘導を行う。 

• 多くの有益なコンテンツをＡＰＩ公開し、民間のアプリ開発者に開
放して、情報人の支援、育成を行う。民間アイデアで活性化を行う。 

P.09 
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地域に分散している紙、文字データ、映像を集約 

P.10 



Copyright© 2012 Fukui City & fctv co.,ltd. All Rights Reserved. 福井市 ・ 福井ケーブルテレビ 

地域に分散している紙、文字データ、映像を集約 

（例）環境放射線情報（福井県原子力環境監視センター） 

P.11 
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地域に分散している紙、文字データ、映像を集約 

メディアＨＵＢ 

福井市 
福井ケーブルテレビ 福井県 

まちづくり福井 

（例）環境放射線情報 

地域密着事業 

観光情報 地域情報 

（例）ごみの出し方早見表 
（例）行政チャンネル 

（例）歴史百景、おうちごはん （例）街なかMAP 

（例）東尋坊、丸岡城、永平寺、恐竜 （例）公民館催し、よさこい祭り 
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民間のアプリ開発者へ公開、情報人の育成と活性化 

メディアＨＵＢ 

アプリ開発者 

著作権管理 
ＸＭＬ形式、メタデータ 

「必要な情報」を「必要なタイミング」で 
「必要としている人」に配信する。 

民間アイデア 
で活性化 

情報人の 
支援・育成 

ＡＰＩ公開 
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コンテンツへの誘導（ビジネスモデル） 

各種サイトへ誘導 

P.14 
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参加型情報発信 Pachon!! 

コミュニティの活性化（賑わい） 

生活に不可欠な情報の発信 

ひとの繋がりが実感できる情報発信 

情熱と熱意 

情熱と熱意 

情熱と熱意 
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発展的な活用企画（例） 
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地域に眠る「財産」×クリエイティブの力 
＝ 全国・世界への発信力 

情熱と熱意 

P.17 
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国に期待すること 

屋外のメッシュＷｉ-Ｆｉは全国初 

モデル事業としてのご支援を！ 

全国レベルの素材提供を！ 

メディアＨＵＢのご利用を！ 

P.18 



最後に（目指すべき方向性を模索するうえでの一考察） 
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