
H16修正

都市再生整備計画（第１回変更）
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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 72.7 ha

平成 18 年度　～ 平成 22 年度 平成 18 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人 平成17年度 平成22年度

人/日 平成17年度 平成22年度

人/日 平成17年度 平成22年度

回／年 平成17年度 平成22年度

都道府県名 福井県 福井市 燈明寺地区

計画期間 交付期間 22

　本地区は、福井市の中心部より北方約4.0Kmに位置する既成市街地であり、地区北側が一級河川九頭竜川に隣接する他、地区内には歴史ある神社や寺院が存在するなど、豊かな自然環境と歴史・文化に包まれた閑静な住宅地である。また、福井市
都市計画マスタープランでは、既存集落を中心に「戸建て住宅を主体とした専用住居ゾーンとして良好な居住環境整備を進める地区」として位置づけられている。
　しかし、本地区においては、①その立地特性からスプロール化が進み無秩序な市街地が形成されつつある。②地区全体において公園等のオープンスペースが不足している。③既存集落内では生活道路のほとんどが狭隘である上、通学路として利用さ
れていることから安全や防災・環境面での問題が山積している。など、様々な問題を抱えており、一体的な市街地環境整備が必要となっていた。
　このような中、平成４年度には福井都市計画事業北部第七土地区画整理事業の認可を受け、計画的な都市基盤整備を進めており、都市交通の円滑化や計画的な住宅地の供給など既存集落を除く部分の課題は徐々に解決されつつある。しかし、既存
集落においては、依然として市街地環境の改善が進んでおらず、日常生活上の安全性や快適性が確保されていないばかりか、地域固有の資源である歴史、文化、自然環境をまちづくりに活かしきれていない状況にある。
　この様な状況の中、本地区と周辺地区からなる明新地区では、「明新地区うらがまちづくり事業委員会」が組織され、地域にまつわる伝統文化をまちづくりに活かすための活動や、これらを通じて新旧住民が融合する連帯感のある地域コミュニティの醸
成に向けた活動が展開されている。

・土地区画整理事業により既存集落周辺が良好な住宅地として整備される中、保育園や中学校などの文教厚生施設の他、寺院等の文化施設が集積する既存集落内においては、生活道路の整備・改善が遅れており交通安全上、防災上危険な状況と
なっている。このため、生活道路の整備・改善を図り周辺住宅地と一体となった良好な住環境を形成していくことが必要である。
・地域固有の資源である歴史・文化・自然環境をまちづくりに活かし、個性ある魅力的な住宅市街地を形成していくことが必要である。
・地域活動の拠点となるオープンスペースが少なく活動の制約となっている。真（心）の豊かさが求められ余暇ニーズが多様化する中、地域住民の要望に応じた個性と機能性のある公園整備を進め、地域住民の交流を促し、連帯感のある地域コミュニティ
を形成していくことが必要である。
・地域には、氏神である白山神社の春祭りや、昔から伝わるサケ漁（網戸漁法）などの伝統・文化が息づいている。これらの活動を活性化し、後世へ受け継いでいく中で地域コミュニティを醸成していくことが必要である。

・都市計画マスタ－プラン（平成12年度）において、本地区を含む市街地北部地域は「文化の薫り高いまち」として位置づけられている。まちづくりの方針としては、既存集落部が「専用住居ゾーン」、その周辺部及び（都）嶺北縦貫線沿線が「複合住宅ゾー
ン」、地区東側の一部が「周辺居住地と調和した工業地ゾーン」として位置づけられている。この内、既存集落部には地区名の由来となっている燈明寺や白山神社などの歴史文化が存在していることから、これらを活かした個性と魅力ある住宅市街地づく
りを進めていく。
・福井市第五次総合計画（平成14年度）では、基本的な施策として協働によるまちづくり、持続可能なまちづくり等が提唱されている。これらを受けて、本地区においても住民主体、住民との協働によるまちづくりを展開していく。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

2,200定住人口 本地区内に居住する定住人口
既存集落における生活環境の改善等による、魅力的な住宅地の
形成に向けて地区内定住人口を指標とする。経年的な変化と人口
推計を考慮し、４割程度の増加を見込む。

1,600

550

2ボランティア活動の回数 公園・河川等の維持管理を含めたボランティア活動の回数
まちづくり交付金事業の展開による地域住民のまちづくり意識の高
揚とコミュニティの向上に向けて、ボランティア活動回数の増加を目
指す。

1

祭りの参加者 地区で開催される祭りの参加人数
新旧住民の交流と伝統文化の継承に向けて、祭りの参加人数の４
割程度の増加(定住人口の増加と同様）を目指す。

400

目標３ 交流・憩いの空間としての公園づくりや伝統文化の継承等を通じて新旧住民の交流とコミュニティーの醸成を図る。

大目標：既存集落環境の改善と地域資源の活用による新旧市街地・新旧住民が融合した緑あふれる文化の薫り高いまちづくり

目標１ 既存集落環境の整備・改善と安全・快適で魅力的な居住環境の創造により、定住人口の増加を図る。
目標２ 九頭竜川や歴史のある寺院・神社などの地域資源を活用した自然・歴史・文化が息づく市街地環境づくり。　

200公園利用者 地区内にある公園の利用者数
地域住民の交流とコミュニティの向上に向けて、公園の利用者を指
標とし、大幅な増加を目指す。

10



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
整備方針１：既存集落における安全・快適な市街地環境づくり
・交通環境や防災上安全で快適な市街地環境を整備し、いつまでも住み続けられるまちを創造するため、既存集落内における生活道路の整備・改
善や安全性の向上、建築物の更新、一時避難所となる街区公園の整備、地域避難所・収容避難所となる灯明寺中学校の防災機能の強化等を行
う。
・また、既存集落も含めた区域全体において、良好な街並みを形成し定住の促進を図るため、公共空間における積極的な緑の演出等を実施する。

街区公園整備（基幹事業：公園）
灯明寺中学校防災拠点整備事業（基幹事業：地域生活基盤施設）
緑化スポット整備（基幹事業：高質空間形成施設）
北部第七土地区画整理事業（基幹事業：土地区画整理事業）
北部第七土地区画整理事業（関連事業：市）
都市基盤河川馬渡川改修事業（関連事業：市）

○事業終了後の継続的なまちづくり活動
・まちづくり交付金の事業期間中においては、公園整備ワークショップ等の住民主体のまちづくり活動を積極的に展開し、地域住民のまちづくりへの関心・意識を高めていく。事業期間後においては、醸成された地域住民のまちづくり意識を礎に、自治会や
既存のまちづくり組織（明新地区うらがまちづくり事業委員会）等が中心となって寺院・神社、公園、河川の清掃活動や公共空間での緑の演出など、様々なまちづくり活動を継続的に展開していく。
・地区の氏神である白山神社で行われる春祭りの継承・発展のために「実行委員会」の活動を強化する。またこの活動を通じて地域の新旧住民の交流を促進する。
・地区に隣接する九頭竜川では伝統的なサケ漁（網戸漁法）が行われている。これらの地域にまつわる伝統文化を小・中学校の総合学習の時間を利用して子供たちに伝えていく。

○交付期間中の計画の管理について
・交付期間中において各種事業を円滑に進め、目標達成に向けて確実な成果を上げるために、市と地元自治会、既存のまちづくり組織等が協働して、事業成果や事業の進め方等に関するモニタリングを実施する。あわせてモニタリングの結果や事業の
進捗状況等については、広報誌等により地域住民に公表する他、必要に応じて随時市民に公表する。

白山神社・燈明寺参道整備（基幹事業：道路）
街区公園整備（基幹事業：公園）
歩行者専用道路 歩-12号線修景整備（基幹事業：高質空間形成施設）

整備方針３：住民交流・コミュニティの醸成
・潤いのある市街地環境を創造する他、自治会単位での活動の場、個人的なふれあい・コミュニティ形成の場として、地域住民の活発な交流を促す
舞台となる街区公園を整備する。
・また、公園整備等に際しては地域住民によるワークショップを開催し、住民主導の計画づくりを進める。この活動を通じて地域住民の連携とまちづく
りへの関心をより一層高め、住民が主体的に関る公共施設の維持管理活動等へとつなげて行く。
・地域に伝わる伝統行事の活性化を促し、これらを後世に継承していく中で、新旧住民や多世代の交流、コミュニティの醸成を図ると共に土地区画整
理事業の円滑な推進を図る。

街区公園整備（基幹事業：公園）
緑化スポット整備（基幹事業：高質空間形成施設）
北部第七土地区画整理事業（提案事業：地域創造支援事業）
北部２号公園整備事業（関連事業：市）

整備方針２：地域の個性（自然、歴史、文化等）が息づく市街地環境づくり
・地域の個性を創出すると共に地域にまつわる伝統・文化を継承していくため、一部の公園において、地域の自然（九頭竜川）や歴史（燈明寺、白山
神社）、伝統文化（サケ漁）が息づく公園整備を進める。
・地域の名前の由来である燈明寺や氏神である白山神社の個性・歴史性を高めるため、燈明寺と白山神社を結ぶ道路を参道として整備する。
・長年の役割（九頭竜川を隔てた南北市街地の連絡）を終え、新たに歩行者専用橋として架替えられる中角橋の歴史や面影を伝える。



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 福井市 直 200ｍ 平成２２年度 平成２２年度 平成２２年度 平成２２年度 6 6 6 6

福井市 直 2,000㎡ 平成２０年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２２年度 40 40 40 40

福井市 直 1,500㎡ 平成２０年度 平成２１年度 平成２０年度 平成２１年度 27 27 27 27

福井市 直 1,650㎡ 平成２０年度 平成２１年度 平成２０年度 平成２１年度 25 25 25 25

福井市 直 1,200㎡ 平成２０年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２２年度 27 27 27 27

福井市 直 3,101㎡ 平成２０年度 平成２１年度 平成２０年度 平成２１年度 51 51 51 51

福井市 直 1,800㎡ 平成２０年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２２年度 35 35 35 35

河川

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 福井市 直 4,400㎡ 平成２０年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２２年度 300 300 300 300

高質空間形成施設 福井市 直 － 平成１９年度 平成１９年度 平成１９年度 平成１９年度 14 14 14 14

高次都市施設 －

既存建造物活用事業 －

土地区画整理事業 福井市 直 22.0ha 平成18年度 平成２２年度 平成18年度 平成２２年度 2,760 706 706 706

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 3,285 1,231 1,231 1,231 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
福井市 直 72.7ha 平成18年度 平成１９年度 平成18年度 平成１９年度 9 9 9 9

0

0

福井市 直 - 平成２２年度 平成２２年度 平成２２年度 平成２２年度 5 5 5 5

0

0

0

合計 14 14 14 14 …B
合計(A+B) 1,245

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
福井市 国土交通省 74.7ha ○ 平成４年度 平成１９年度 10,670

福井市 国土交通省 1.2ha ○ 平成８年度 平成１６年度 409

福井県 国土交通省 260m ○ 昭和６３年度 平成２０年度 10,500

合計 21,579

公園

３号公園

４号公園

５号公園

６号公園

７号公園

交付対象事業費 1,245 交付限度額 517 国費率 0.415

うち民負担分

0

0

うち民負担分
交付期間内事業期間

規模直／間

3.6.72北七２号線

－

灯明寺中学校

規模

－事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

事業

土地区画整理事業（特会）

事業期間（いずれかに○）

馬渡川

北部第七地区

事業主体

地域創造
支援事業

北部第七地区

事業
細項目

事業主体事業箇所名

－

（参考）事業期間

２号公園

北部第七地区

－

全体事業費

土地区画整理事業（市単独費）

北部２号公園整備事業

都市基盤河川馬渡川河川改修

事業効果分析

－

住宅市街地
総合整備
事業

交付期間内事業期間
規模事業主体 直／間事業箇所名事業

（参考）事業期間
細項目

所管省庁名

北部２号公園

事業箇所名



都市再生整備計画の区域

　燈明寺地区（福井県福井市） 面積 72.7 ha 区域
舟橋新町9,10,15,16,17,18字及び舟橋町1,3字及び灯明寺町9,23,24,25,26,27,31,40,41,42,43字の全部、
舟橋新町4,5,6,7,8,11,14字及び舟橋町2,4字及び高木町1,2,10字及び明寺町
3,5,6,7,8,10,12,21,22,38,39,44,45,51,52,53,54,63,64字の各字の一部、新田塚一丁目の一部

灯明寺中学校

燈明寺白山神社

諦聴寺

燈明寺地区

新田塚駅

 北部第七土地区画整理事業
　A＝74.7ha　H14～H19

 燈明寺地区（約７２.７ha）
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