福井市立地適正化計画【概要版】
[改訂]福井市都市計画マスタープラン

2019 年（平成 31 年）3 月

福井市

第１章 「福井市立地適正化計画」とは
１．「福井市立地適正化計画」の背景と目的
福井市の都市づくりは、戦災復興土地区画整理事業に始まり、計画的に市街地整備を進め、道路や公
園などの都市基盤は高い水準で整備されており、その結果、福井市の暮らしやすさは高い評価を得てい
ます。しかし、他の地方都市と同様に福井市においても、人口減少に歯止めがかからず、都市を取り巻
く環境は厳しい状況が続くと考えられます。
これを踏まえ、福井市では 2010 年（平成 22 年）3 月に都市計画マスタープランを改訂し、自動車に
よる移動を前提とした公共公益施設や住宅等の立地を見直し、公共交通機関との連携を見据えた環境負
荷の少ない集約型都市構造への転換を目指しています。
一方、国においては、2014 年（平成 26 年）8 月に都市再生特別措置法が改正され、人口減少の中で
もコンパクトなまちづくりと公共交通の確保を図り、持続可能な都市づくりを推進していく「立地適正
化計画」が制度化されました。
福井市では、
「福井市都市計画マスタープラン」の一部として「福井市立地適正化計画」を定め、
「福
井市都市計画マスタープラン」とともに、本格的な人口減少・超高齢社会に対応した持続可能な都市づ
くりの推進に取り組んでいきます。

立地適正化計画とは
・住宅及び都市機能増進施設（医療、福祉、商業その他の居住に関連する施設）の立地の適正化を
図るための計画です。
・誘導区域外で、一定の開発行為、建築行為等を行う場合は、原則として市長への届出が必要です。

(資料：国土交通省資料を基に作成)

２．「福井市立地適正化計画」の役割と位置づけなど
役割

福井都市計画区域
(「福井市立地適正化計画」対象区域)

・都市の将来像を実現するための方針・施策
を明らかにする（誘導方針等の事前明示）
・居住や都市機能の緩やかな誘導と関連分野
とが連携した施策の推進

位置づけ
・居住や医療、福祉、商業といった都市機能
の適正な誘導を図るための包括的な計画

目標年次
・
「福井市都市計画マスタープラン」と整合を
図り、2030 年（平成 42 年）

行政区域
(「福井市都市計画マスタープラン」対象区域)

第２章 都市の現状と将来の見通し
１．これまでの都市づくりと市民意識
1945 年（昭和 20 年）の戦災以後、戦災復興土地区画整理事業に着手し、都市計画の推進に努めてきま
した。1970 年（昭和 45 年）に、全国に先駆けて区域区分を設定しました。平成に入り、市街化区域の北
東部を中心に市街化区域の拡大、整備を行い、市街地が大きく拡大しています。
84.2％の市民が現在の暮らしやすさを評価※1 しています。
※1：（2014 年（平成 26 年）10 月 「福井市の今後の都市づくりに向けた市民アンケート調査」より）

２．課題の整理と解決の方向性

人口
土地利用

・総人口は、現状の推移が続くと、
2030 年（平成 42 年）には、2010 年
（平成 22 年）よりも約 3 万人減少※2
・市街化区域内の人口密度は、ほぼ全
域で低下が進み、
人口密度が 40 人/ha
を下回る地域が増加見込（中心市街
地やまちなか地区ほど顕著）
・市全域で高齢化率が 30％以上になる
地域が増加見込
・こうした状況に対応できる都市づく
りが求められる。
・都市基盤ストックの有効活用が必要
・効率的な土地利用の活用に向けた取
組が必要

交通

・公共交通を利用しやすい区域に住む
人口の割合の減少が見込まれ、公共
交通のサービス水準の低下や利用者
の減少に繋がるおそれ
・公共交通の利便性向上と利用圏域の
人口を維持、誘導するなど、公共交
通と一体となった取組が重要

都市機能

・医療、福祉、商業施設は市街化区域全
体や農山漁村地域の地域拠点に立地
・施設を利用しやすい区域の多くで人
口密度の低下が見込まれ、集客効率
や利用効率の低下により、施設の撤
退や生活利便性が低下するおそれ
・生活利便性の維持や地域拠点として
必要な都市機能の維持に向けた取組
が必要

中心市街地

■都市機能の集積状況等

・人口が減少するとともに、商店数、売場面積、年間小売販売額、地価が減少
・更なる空洞化や活力・魅力の低下が懸念
・定住人口の増加や魅力ある都市機能の維持、誘導の取組が必要

防災
財政状況

・市街化区域のほぼ全域が浸水想定区域内（市街地の浸水対策等の取組が必要）
・自主防災組織の活動やコミュニティの持続的な確保のためにも、全域にわたって一定程度の人口密度の
維持が必要
・市税などの自主財源が減少する一方、今後 30 年間に公共施設の施設更新時期が集中してくるとともに、
都市基盤ストックは増加し、維持管理費が増大する見込
・将来の財政や需要に対する見通し、平準化が重要

今後の人口減少、高齢化の進展
まちなか地区の空洞化、活力低下

公共交通利用者数の減少傾向

都市基盤ストックの維持管理費の増大

(中心市街地のにぎわい低下)

(サービス水準低下)

(既存ストックの効率的利用の必要性)

※2：国立社会保障・人口問題研究所中位推計（2013 年（平成 25 年推計））より

（2018 年（平成 30 年推計）では、約 1 万人減少）

第３章 立地適正化に関する基本的な考え方
１．都市づくりの基本方針
●

【改訂】福井市都市計画マスタープラン（２０１０年（平成２２年）３月）

都市づくりの理念

暮らしの豊かさを実感できる「歩きたくなる」まち
将来都市像
１ 自然環境との共生・調和を基本とした水と緑あふれる都市
● 市街地の拡散抑制と緑豊かな潤い空間の確保
● 農山漁村部の自然環境の保全と活用
２ 中心市街地と地域拠点が公共交通ネットワークにより
有機的に結ばれた都市
● にぎわい・観光・交流の拠点となる中心市街地の形成
● 日常生活に必要な機能を集約した地域拠点の形成
● 公共交通幹線軸の強化と幹線軸沿いへの都市機能の集積
●

福井市立地適正化計画

都市づくりの基本方針
身近な地域で歩いて暮らせることを基本とした
集約型都市構造への転換を目指す

（福井市都市計画マスタープランとの整合）

■目指す都市づくりのイメージ
（福井市都市計画マスタープラン再掲）

２．立地の適正化に関する基本的な方向性
①市街地における都市基盤ストックを活かした生活利便性の維持
②にぎわい交流拠点を中心とした魅力あるまちなか地区の形成
③日常生活に必要な機能を集約した地域拠点の形成と公共交通ネットワークの確保
■市街化区域内での機能分担のイメージ

機能種別

まちなか地区等で分担

行政サービス
機
能

公務(市役所・県庁・国出先機関)、
情報センター等
劇場、音楽ホール、コンベンショ
ンホール、中央美術館・博物館・
図書館・体育館、産業展示館、カ
ルチャーセンター、コミュニティ
カレッジ、生涯学習センター等
中央病院、保健センター等

文化・コミュ
ニティ機能
医療・福祉
機
能
教 育 機 能
そ

の

他

大学、専門学校等
中央公園、高次商業・業務集積

■まちなか地区の空間イメージ

日常生活圏、幾つかの
日常生活圏で分担
現サービスセンター等の一般窓口
等
地域図書館、地域スポーツセンタ
ー、地域交流センター等

一般病院やデイケアセンター等
中学校
公園(地区公園レベル)、近隣商業集
積又はショッピングセンター

■日常生活圏の空間イメージ

基礎生活単位で分担

地区公民館

医院・診療所等の日常的な医療サ
ービス機能、児童館
小学校
公園(近隣公園レベル)、日常的な
商業サービス機能(店舗・銀行等)

(上記イメージは福井市都市計画マスタープランを基に作成)

３．暮らしのイメージ
福井市全域について区域を分類し、各区域における土地利用の経緯や特性、暮らしのイメージを例示しました。
土地利用の経緯や特性、暮らしのイメージ

市街化区域

【まちなか地区】
・住宅と多様な都市機能施設が共存し、土地の
高度利用を図る地区
・中高層共同住宅や戸建て住宅で、徒歩や公共
交通を利用した生活
【中心市街地】
・広域的都市機能施設が集積する地区
・中高層共同住宅中心で、徒歩や公共交通
を利用した生活
【鉄道沿線地区】
・鉄道の駅周辺で、住宅と店舗や事務所などが
調和した地区
・戸建て住宅や低中層共同住宅で、徒歩等で鉄
道を利用した生活
【地域拠点】
・鉄道駅の交通結節機能を有し、住宅と店舗
や事務所などが集積する地区
・戸建て住宅や低中層共同住宅で、徒歩で
鉄道を利用した生活
【一般居住地区】
・都市基盤が整備され、住宅と店舗や事務所など
が調和した地区
・庭付きの戸建て住宅や低中層共同住宅で、
自動車やバスを利用した生活
【地域拠点】
・主要なバス路線が形成され、住宅と店舗や
事務所などが集積する地区
・戸建て住宅や低中層共同住宅で、主に
バスを利用した生活
【住工共生地区】
・事務所や工場と住宅が共に立地する地区
・戸建て住宅や事務所兼用住宅で、自動車や
自転車を利用した生活
【工業系市街地及び大規模工場等】
・工業の利便を増進する地区、大規模工場等が
立地した土地利用を維持する地区
・戸建て住宅や寄宿舎で、主に自動車を利用した
生活
【市街化調整区域】
・田園景観の維持、保全を図る地区
・庭付きの低層戸建て住宅で、自動車やパーク
アンドライドを利用した生活
【地域拠点】
・バス路線が形成され、日常生活に必要な
施設、都市との交流拠点などが集積する
地区
・庭付きの低層戸建て住宅で、日常生活に
必要な施設を、徒歩や自転車等で利用で
きる生活
【福井都市計画区域外】
・自然景観の維持、保全を図る地区
・庭付きの低層戸建て住宅で、主に自動車を
利用した生活
【地域拠点】
・バス路線が形成され、日常生活に必要な
施設、物産販売施設などが集積する地区
・庭付きの低層戸建て住宅で、日常生活に
必要な施設を、徒歩や自転車等で利用で
きる生活

区域図

■市街化区域

越廼総合支所周辺
すかっとらんど九頭竜周辺

農山漁村地域

美山駅周辺

清水保健センター周辺
■農山漁村地域

第４章 居住誘導区域
居住誘導区域の設定
■居住誘導区域（法定区域）
・まちなか地区、鉄道沿線地区、一般居住地区を、都市基盤ストックを活かした生活利便性の高い市街地に
おいて一定の人口密度を保つ区域として、居住誘導区域に設定します。
■居住環境再構築区域（市独自区域）
・まちなか地区、鉄道沿線地区を居住環境再構築区域に位置づけ、既存の都市基盤や鉄軌道などのストック
を有効に活用しながら、居住環境の再構築に取り組んでいきます。

（参考）
居住誘導区域 3,832ha
（市街化区域の 81.79％）

第５章 都市機能誘導区域及び誘導施設
都市機能誘導区域の設定
■福井県及び福井市の社会経済活動の中心的な役割を果たしてきたまちなか地区、及び地域拠点のうち教育文
化施設等の公共施設が集積し、まちなか地区と隣接する田原町駅周辺において、下図のように設定します。
■田原町駅周辺は、高齢者の徒歩圏に配慮して半径 500m 圏を区域として設定します。

（参考）
都市機能誘導区域 601ha
(市街化区域の 12.83％)

誘導施設の
設定

■既存の都市機能施設の維持を基本に、まちなかのにぎわいを生み出す機能で利用対象者が広域
に及ぶもの、高齢化の中でまちなか居住を支える機能を有する施設を誘導施設として定めます。
・行政サービス施設（市役所、県庁等）
・教育文化施設（国立大学、図書館、博物館、美術館、複合交流施設※3、体育館※4 等）
・商業施設（百貨店）
・福祉施設（通所介護施設※5、通所リハビリテーション施設※5）
■誘導施設については、公共公益施設の立地動向や、民間事業者等による市街地開発事業等の動
向、社会情勢等を踏まえ、適宜、設定の見直しを検討していきます。

※3：大規模ホールを有するもの ※4：学校体育館、地域体育館などを除く。 ※5：地域密着型サービスを提供する施設を除く。

第６章 届出制度
福井市立地適正化計画区域内において、居住誘導区域外又は都市機能誘導区域内外で、一定の開発行
為、建築行為等を行う場合は、行為に着手する日の３０日前までに、市長への届出が必要になります。

第７章 推進方策
居住を維持、誘導する取組、誘導施設の立地を促進する取組、公共交通を確保していく取組など、関
係機関と連携しながら、以下の取組を検討、推進していきます。

居住誘導における施策

都市機能誘導における施策

■住宅に関連する施策
・多世帯近居、同居に伴う住宅の取得、リフォ
ームへの支援 等
■サービス付き高齢者向け住宅に関連する施策
・空き家等既存ストックの活用など計画的、効
果的な整備促進 等
■住環境に関連する施策
・必要な都市基盤施設の計画的な維持管理 等

■誘導施設の整備に関連する施策
・誘導施設の整備についての施設の集約化、
複合化 等
■都市基盤、施設等の整備についての施策
（中心市街地活性化に関する施策を含む。
）
・福井駅や福井城址周辺、中央公園など、歩行者動
線を意識した案内サインの設置や安全で快適な歩
行空間の整備 等

公共交通における施策

公的不動産における施策

■地域鉄道
・駅へのアクセス向上
（パークアンドライド駐車場、自転車駐車場の
整備等） 等

■公共施設に関連する施策
・大規模改修や建替え時における公共施設の複合化
や集約化 等

■バス
・バス路線の定期的見直し
（循環運行に向けた試験運転等）

■土地に関連する施策
・民間提案制度の導入など民間との連携
■都市基盤ストックに関連する施策
・民間活力による多様な管理運営手法の活用

等

等

第８章 立地適正化計画の評価、見直しの方針
●

評価指標と目標値の設定
評価指標
居住誘導区域の人口密度
都市機能誘導区域に立地する
誘導施設の施設数
中心市街地の
歩行者、自転車通行者数
通勤、通学時の利用交通手段が
徒歩、自転車、公共交通である人
の割合（15 歳以上）
公共施設の延べ床面積

基準値
43.7 人/ha

2010 年
(平成 22 年)

43.7 人/ha

2040 年
(平成 52 年)

26 施設

2016 年
(平成 28 年)

26 施設

2030 年
(平成 42 年)

32,334 人/日

2017 年
(平成 29 年)

36,000 人/日

2030 年
(平成 42 年)

24.9％

2010 年
(平成 22 年)

25.0％

2030 年
(平成 42 年)

100％

2010 年
(平成 25 年)

83％

2050 年
(平成 62 年)

（市街化区域の人口密度）

（福井市の行政区域）
●

目標値

達成状況の評価・検証
計画の達成状況については、「福井市都市計画マスタープラン」で設定した指標とあわせて評価・検
証を実施することとします。

●

計画見直しの方針
設定した評価指標、目標値及び効果については、都市の状況、上位計画の変更、施策の実施状況など
を踏まえ、適切な評価・検証を行えるよう、適宜見直しを図っていきます。
庁内の関係各課の連携・調整のもと、「福井市都市計画マスタープラン」と一体となって、総合的な
評価・検証を行いながら、目指すべき将来都市像を実現していきます。

お問い合わせは…
福井市 都市戦略部 都市計画課
福井市大手３丁目１０番１号
TEL：0776-20-5450 FAX：0776-20-5453
e-mail：tosi@city.fukui.lg.jp
http://www.city.fukui.lg.jp/dept/d360/tosi/index.html

このパンフレットは、「福井市立地適正化計画」の概要を
取りまとめたものです。
計画書につきましては、市役所の都市計画課や公民館
に設置してあります。また、都市計画課のホームページにも
掲載してありますので、そちらをご覧下さい。

