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県都デザイン戦略
平成 26年 10 月 発行

プロジェクト  レポート
vol.3

※平成25年3月、福井県と福井市は共同で県都デザイン戦略を策定しました。本プロジェクトレポートは、県都デザイン戦
略の各プロジェクトの進捗や関連する事業、イベント等についての各種情報を掲載し、県民、市民の皆様へお伝えするこ
とを目的として、随時発行していきます。

県都デザイン戦略プロジェクトレポート第3号では、県都デザイン戦略に基づいて実施している、平成26年度
の主な事業の進捗についてレポートします。

低未利用地活用実験を実施
新栄商店街で福井大学との共同研究を実施

商業機能が集積する福井市中央 1 丁目の新栄
商店街地区において、コインパーキングに木製デ
ッキやベンチを設置し、緑化することで屋外広場
として整備するとともに、隣接した空き店舗を、
周辺店舗などの情報発信拠点として活用します。
実験の実施期間は、季節別の効果を測るため、
夏は 7月 31 日から 8 月 11 日までの 12 日間実施
し、秋は、10 月 23 日から 11 月 3日までの 12 日
間実施する予定です。
夏の取組みでは、期間後半の台風による悪天候
の影響などもあり、期間中の歩行者交通量に大き
な変化は見られなかったものの、緑化による景観
の向上、広場での民間事業者による出店、地元関
係者の積極的な活用が見られるなど、一定の効果
を得ることができました。また、来場者への聞き
取りの結果、周辺の店舗で購入した商品を持ち込
み、飲食しながら休憩する空間として活用したい
といった意見を多くいただきました。
今後、秋の取組みに向け、夏の実験結果を十分
に検証し、地元関係者と協力しながら、より効果
的な実験に取り組んでいきます。

福井のまちなかには青空駐車場や空き店舗が広がり、増加傾向にあります。これらを活用することによる、まち
なかの魅力の向上、賑わい創出、回遊性向上の可能性を検証するため、福井大学との共同研究を実施しています。

コインパーキングを屋外広場として活用する実験の様子

空き店舗を情報発信拠点等として活用する実験の様子

【before】

【after】
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福井城山里口御門の復元整備

平成 26 年 9 月中旬から、御門建築工事、石垣修復工事の作業スペースを造成するために、お堀をせき止める
工事に取り掛かっています。現在はお堀内に大型土のうを積んでいるところです。お堀内の作業スペースの造成
後、石垣の解体工事に着手していく予定です。ご迷惑をおかしますが、ご協力よろしくお願いします。
10 月 5日（日）には、福井城山里口御門復元フォーラムを開催し、約 200 名の皆さまに参加いただきました。

福井工業大学  吉田純一教授による「ありし日の福井城と城下」と題した講演の後、山里口御門復元整備事業に
ついて報告しました。
山里口御門の整備は、整備に参加しているという実感や、御門への愛着を感じていただくため、皆さまからの

ご寄付をいただきながら進めていきます。ご寄付いただいた方には記念品の進呈や、瓦や壁板への記名会への参
加等の特典をご用意しております。皆さまのご支援をよろしくお願いします。

復元整備工事に着手、復元に向けた寄付募集の開始

福井市長特別賞表彰式・記念シンポジウムの開催
第16回「まちの活性化・都市デザイン競技」

7 月 19 日（土）に、第 16 回「まちの活性化・都市デザイン競技」の福井市長特別賞表彰式・記念シンポジ
ウムを開催しました。昨年、この競技の対象地区として、福井城址を中心としたエリアが選定され、全国から
都市のデザインやまちづくりについて、31 もの様々な提案を頂きました。
当日は、福井市長特別賞の表彰式に加え、審査委員長であった東京大学の西村幸夫教授の基調講演、各賞授
賞者によるパネルディスカッションを通して、福井のまちづくり、顔づくりを考える上でのヒント、アイデア
について、活発な議論が交わされました。
各賞の提案については、http://www.udc.or.jp/activities/design/design16_kekka.html をご覧ください。

～新しい福井へ！都市デザインからのアプローチ～

福井市長特別賞表彰式 西村幸夫教授による基調講演 パネルディスカッション

詳しくは 山里口御門 検索

山里口御門復元フォーラムの様子お堀への土のう設置（10月 8日現在） ワンコイン募金の記念品
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サイクルシェア社会実験「ふくチャリ」実施中

「ふくチャリ」は車に依存しすぎない社会を目指した、
誰でも気軽に借りることができる自転車共同利用サー
ビスです。平成 25、26 年度の 2年間、社会実験を実施し、
その後の本格導入を目指しています。
貸し出している自転車は全て電動アシスト自転車の
ため、坂道でも楽にこぎだすことができます。中心市街
地 11 箇所のポートではどこでも借りることができ、ど
こでも返すことができます。
今年度は、各種イベントでふくチャリの試乗会、臨時
貸出ポートの設置なども行い、市民の皆様に電動アシス
ト自転車の良さ、サイクルシェアの便利さを体験してい
ただいています。中心市街地に来られた際には、是非一
度、サイクルシェア「ふくチャリ」をご利用ください。

電動アシスト自転車を貸出中！県都を走れば魅力がみえる!?

足羽川の利活用

福井市の中心部を流れる足羽川では、年間を通じて市民団体や企業、公民館や幼稚園等が主催している様々
なイベントや行事が行われ、利活用されています。
平成 26 年 5 月には九十九橋上流に新しく船着場を整備しました。その船着場を活用したイベントとして、
10 月には繰舟体験やボート川下り体験教室、カヌー体験教室を開催します。
今後もイベントや行事で船着場を活用し、足羽川の利活用を推進していきます。

船着場を活用したイベントの開催

貸出ポート（⑩ふく＋） 貸出中の電動アシスト自転車

イベントの情報は
まちなか足羽川会議 検索

整備した船着場（上：右岸側     下：左岸側） ボート川下り体験教室の様子繰舟体験の様子

　京福バスチケットセンター
①ユアーズホテルフクイ
②ホテルリバージュアケボノ
③エースイン福井
④福井パレスホテル
⑤福井パレスイン

⑥アパホテル福井片町
⑦ホテルフジタ福井
⑧ホテルフクイキャッスル
⑨福井フェニックスホテル
⑩福井市まちづくりセンター
　(ふく＋)

0

【貸出ポート】

詳しくは ふくチャリ 検索
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福井県総合政策部交通まちづくり課　TEL : 0776-20-0724　E-mail : kotsuka@pref.fukui.lg.jp
福井市都市戦略部都市整備室　　　　TEL : 0776-20-5454　E-mail : tosiseibi@city.fukui.lg.jp

発行

関連行事・イベント情報

福井市まちづくりセンター『ふく＋』     多彩な事業を展開

福井市まちづくセンター「ふく＋」は、まちづくりの活動拠点として、
平成 25 年 7 月、福井駅前電車通り沿いに開設しました。平成 26 年 9
月末時点で、約 1 万 6 千人の方がイベントやまちづくり活動の打ち合
わせなどでセンターを利用しています。
センターでは、市民活動団体同士が連携を深めるワークショップ（Ｗ
Ｓ）や、子どもたちがまちなかへの関心を高めることを目的としたＷ
Ｓなどを開催しています。その他、平成２８年春の福井駅西口完成に
向けて、まちなかを盛り上げるため、プレイベントなどを考えるＷＳ
も行っています。今後のイベントやＷＳに関する情報については、ホ
ームページなどで掲載しておりますので、是非ご参加ください。

ワークショップなどのイベントを開催

平成 28 年春、ＪＲ福井駅西口に誕生する再開発
ビルの愛称を募集しています。
【応募資格】　どなたでも応募可能
【応募方法】　官製はがき又はメール
【期           限】　10月 31日 (金 )まで　
　　　　　     ※当日消印有効

はがきに「再開発ビルの愛称（ふりがな）」1 点と
愛称の説明（理由）、住所、氏名、年齢、電話番号を
記入のうえ、次の宛先まで送付ください。
〒910-0006　
福井市中央１丁目３番３号 KI ビル 3階
福井駅西口中央地区市街地再開発組合事務局
「再開発ビルの愛称募集」係
メールアドレス　nisiguchi@iaa.itkeeper.ne.jp

福井駅西口再開発ビルの愛称募集中央公園     一部撤去工事に着手
中央公園は、再整備工事に向け

て 11 月から公園の一部を撤去する
工事に着手します。平成 26 年度末
までに公園の東側の土塁や樹木、野
外ステージ、公園東側・北側の路上
駐車場等を撤去します。これに伴い
路上駐車場は廃止され 11 月 1 日か
ら利用できなくなります。また撤去
工事区域を仮囲いで囲むため期間中
は東側の市道を含め利用できなくな
りますが、遊具広場や円形芝生広場、
トイレ、北側の市道などはこれまで
通り利用できます。

関連情報

【まちづくりWS】
福井駅西口完成に向
けて、市民が主体と
なって、楽しみなが
ら、まちなかを盛り上
げるためにできるこ
とを考えました。

【子ども向けWS】
段ボールを材料に椅
子を作り、作成した椅
子に将来のまちなか
の絵を書きました。

上旬 中旬 下旬

10
月

11
月

一般参加可能

フクイ夢アート2014（10/5～ 10/26）

えきまえ感謝Day （10/18.19)

2014ふくい冬のイルミネーション
(11/7～ 1/12)

福井市景観賞2014表彰作品パネル展示
＠ふく＋（10/15～ 10/23 ）

ふくいアートフェスタ2014【特別講演会】
＠響のホール (11/15)

足羽川 繰舟体験（10/4）

足羽川 魚釣り教室
（10/25）

足羽川 ボート川下り体験教室
（10/11〈延期日10/18〉）

足羽川 カヌー体験教室（10/19〈延期日10/26〉）

福井城山里口御門復元フォーラム
＠ホテルフジタ福井（10/5）

仮囲い
H=2.0m

円形芝生広場

遊具広場

順化公民館
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