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１章．序論（はじめに） 

１ 合併の必要性 

① 人口構造の変化と国・地方の財政悪化   

わが国の総人口は、平成１８年（２００６年）の１億２，７７４万人をピーク

に減少をし始め、平成３７年（２０２５年）には平成１２年（２０００年）に比

べ５％の減になることが予測 1されています。これを年齢別にみると、０歳から

１４歳までの年少人口が年々減少し、平成３７年には平成１２年に比べ２４％減

になると予測されています。逆に、６５歳以上の老年人口比率は年々高まり、平

成１２年には１７.４％であったものが、平成３７年には２８.７％になると予測

されています。 

この急激な少子高齢化は、特に福祉、保健サービス分野での大きな財政負担の

要因になることが見込まれます。 

『将来推計人口（全国）』 

 

（出典：総務省） 

                         
1 国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』（平成 14 年１月推計）による各年 10 月 1

日現在の推計人口（中位推計値）。 
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また、平成１６年度末（２００４年度末）の国・地方合わせた長期借入金残高

は７１９兆円（これは、国内総生産＜ＧＤＰ2＞の実に１．４倍に相当するもの

です）程度になると見込まれ、そのうち、地方の長期借入金残高は約２０４兆円

程度と、平成２年度（１９９０年）残高の３倍を超えるなど、極めて厳しい財政

状況にあります。 

こうした国・地方を通じた厳しい財政状況のもと、地域が自ら責任を持ってま

ちづくりに取り組んでいくことが必要です。また、市町村が現在の行政サービス

水準を将来にわたって維持していくためには、これまで以上に行財政基盤の充実

を図るとともに、より一層効率的な行財政運営に取り組むことが求められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

（出典：総務省） 

 

② 地方分権の進展      

平成１２年４月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法

律（地方分権一括法）」が施行され、国の機関委任事務 3が廃止されたことや、多

くの事務が、国から県へ、県から市町村へと移譲されました。また、平成 

１６年５月の地方自治法の改正により、市町村が県に対して、県の事務を移譲す

るよう要請できるようになるなど、地方自治体では、これまで以上に個性のある

地域づくりへの取り組みができるようになりました。 

国においては、政令市、中核市 4、特例市と、都市の規模に応じて段階的に権

限の移譲を行っています。平成１２年１１月に福井市は特例市 5の指定を受け、

                         
2 [gross domestic product]の略。国民総生産から海外で得た純所得を差し引いたもので、国内の

経済活動の水準を表す指標となる。 

3 法律または政令により、都道府県知事・市町村長などの地方公共団体の機関に委任される国また

は他の地方公共団体の事務。 
4 地方自治法（平成 6年改正）に基づく、地域の中核的都市機能を備えた都市。人口 30 万人以上、

人口 50万人未満の場合にあっては面積 100km2以上を要件とする。指定を受けると、保健衛生や都

市計画など政令指定都市なみの権限が都道府県より委譲される。平成 16年 4月 1日現在 35市。 
5 地方自治法（平成 11年改正）に基づいて指定を受けた人口 20万人以上の市。都市計画、土地区

画整理など中核市なみの権限が都道府県より委譲される。地方分権推進の一貫として、平成 12 年 4

月 1日から施行。平成 16年 4月 1日現在 40市。 
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都市計画や環境保全に関する事務が県から移譲されました。 

また、現在、全国的に市町村合併が行われており、政令市や中核市への移行が

着実に進められています。 

このため、合併後の福井市では、将来の道州制を視野に入れ、さらに地方分権

社会にふさわしい権限の強化を図ることが必要です。 

 
③ 地域間競争 6の激化     

平成１０年３月に策定された全国総合開発計画｢２１世紀の国土のグランドデ

ザイン｣7では、これまでの国土づくりの基本理念であった「国土の均衡ある発展」

から、「多軸型国土構造の形成」、「地域の選択と責任に基づく地域づくりの重視」

という方向に変わってきています。これからは、地域の資源を活用し、地域間で

個性を競い合う時代となっています。 

 地域間競争の激化に対応するためには、県都としての都市機能を強化し、地域

経済の活性化に取り組む必要があります。 

全国総合開発計画の推移  
 全国総合開発計画 

（全総） 

新全国総合開発計

画  （新全総） 

第三次全国総合開

発計画 （三全総） 

第四次全国総合開

発計画 （四全総） 

21 世紀の国土のグ

ランドデザイン 

閣議決定 
昭和 37 年 10 月 5

日  

昭和 44 年 5 月 30

日  

昭和 52 年 11 月 4

日  

昭和 62 年 6 月 30

日  

平成 10 年 3 月 31

日  

目標年次 昭和 45 年 昭和 60 年 
昭和 52 年からおお

むね 10 年間 

おおむね平成 12年 

（2000 年） 

平成 22年から 27年

（2010 年-2015 年） 

基本目標  

地域間の均衡ある

発展 

 

都市の過大化によ

る生産面・生活面の

諸問題、地域による

生産性の格差につ

いて、国民経済的

視点からの総合的

解決を図る。 

豊かな環境の創造 

 

 

基本的課題を調和

しつつ、高福祉社

会を目指して人間

のための豊かな環

境を創造する。 

人間居住の総合的

環境の整備 

 

限られた国土資源

を前提として、地域

特性を生かしつつ、

歴史的、伝統的文

化にし、人間と自然

との調和のとれた安

定感のある健康で

文化的な人間居住

の総合的環境を計

画的に整備する。 

多極分散型国土の

構築 

 

安全でうるおいのあ

る国土の上に、特色

ある機能を有する多

くの極が成立し、特

定の地域への人口

や経済機能、行政

機能等諸機能の過

度の集中がなく地

域間、国際間で相

互に補完、触発しあ

いながら交流してい

る国土を形成する。 

多軸型国土構造形

成の基礎づくり 

 

多軸型国土構造の

形成を目指す「21

世紀の国土のグラ

ンドデザイン」実現

の基礎を築く。 

地域の選択と責任

に基づく地域づくり

の重視 

開発方式

等 
拠点開発構想 

大規模プロジェクト

構想 
定住構想 

交流ネットワーク構

想 
参加と連携 

（出典：国土交通省） 

                         
6 都市の魅力をアピールすることにより、街を訪れる人を増やすための条件を高める都市間のまち

づくり競争のこと。これからのまちづくりへの考え方や取り組み方いかんで、個々の都市に大きな

差が生まれる。都市間競争とほぼ同義語。 
7  国土総合開発法に根拠を置く、長期的かつ国民経済的視点に立った国土の利用、開発及び保全に

関する総合的かつ基本的な計画であり、現在の計画は昭和３７年の当初計画から数えて第五次にあ

たる。 
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④ 広域化する行政課題   

現在では、通勤・通学、買い物などの日常的な活動が市町村区域を越えて行わ

れるなど、住民の生活圏は、昭和の大合併が行われた昭和３０年代初期と比べ著

しく拡大しているため、交通、医療・福祉、教育等のサービスについて、４市町

村全体を捉えた広域的な視点からの施策が必要となります。 

また、情報の広域化などにより、住民生活を取り巻く環境全般において広域的

に対応すべき課題が増加しています。 

 

   

２ 計画策定の目的、期間 

① 目的 

この計画は、福井市、美山町、越廼村、清水町の合併後のまちづくりの基本的

方向を定め、合併後の４市町村のすみやかな一体化と、地域の個性を活かした活

力ある発展を図るために策定するものです。 

 

② 計画期間 

この計画の期間は、合併年度及びこれに続く１５年間（平成３２年度まで）と

します。 
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２章．概況 

１ 位置・地勢 

合併後の福井市は、福井平野のほぼ中央に位置し、北部は、坂井郡、吉田郡、

南部は、鯖江市、丹生郡、今立郡と接しています。東部は、勝山市、大野市など

の奥越山地と連なり、西部は、国見岳等を経て日本海に面しています。 

東から西へ向かって九頭竜川及び足羽川が、南から北へ向かって日野川が流れ、

これらの河川は市内において合流し、隣接する坂井郡を経て日本海へと注いでい

ます。 

広域的な交通ネットワークとしては、ＪＲ北陸本線、北陸自動車道及び国道８

号が南北に縦貫し、合併後の福井市は、中京・京阪神方面と日本海側を連携する

国土軸の中心に位置しています。一方、東西方向には、国道１５８号が奥越地域

を越えて岐阜県へと連絡し、中京、信州方面との交流・連携を担っています。 

また、福井市のＪＲ福井駅付近では、ＪＲ越美北線、福井鉄道福武線、えちぜ

ん鉄道勝山永平寺線及び三国芦原線など、嶺北地域の多くの鉄道が結節しており、

加えて、国道３０５号、３６４号、４１６号、４７６号が県都へと集まる人や物

の流れを支えています。 

さらに、物流においては、福井北、福井の２つのインターチェンジと福井市に

隣接する三国町には福井港が立地しており、これら鉄道、道路、港湾施設の有機

的な結びつきによって福井市の都市機能を高めています。 
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２ 面積・人口等 

 福井市 美山町 越廼村 清水町 ４市町村計 構成比 

面積 

(km２) 

総面積 340.60 137.73 15.35 42.49 536.17 100％ 

土

地

利

用 

宅地 43.62 1.64 0.22 2.13 47.61 8.9％ 

山林 164.28 122.74 11.84 20.84 319.70 59.6％ 

農地 70.60 4.32 0.60 10.30 85.82 16.0％ 

人口（人） 252,274 5,299 1,867 10,117 269,557 ― 

世帯数（世帯） 85,380 1,392 578 2,596 89,946 ― 

就業人口(人) 131,622 2,669 952 5,389 140,632 100％ 

産業別 

就業人口 

(人) 

第１次 3,483 243 72 355 4,153 3.0％ 

第２次 40,336 1,080 401 1,950 43,767 31.1％ 

第３次 87,803 1,346 479 3,084 92,712 65.9％ 

『平成１２年国勢調査 他』 



 7 

３章．まちづくりの基本方針 

このまちづくり計画は、合併後の地域づくりの基本的方向を定めた計画です。 

合併後の福井市では、中核市への移行をめざし、地域の特色を活かした日本海側の

主要都市にふさわしい都市力の向上に努めます。さらに、行政の効率化に積極的に取

り組み、健全な行財政運営を行います。 

 

１ 基本理念 

合併後の福井市は、２１世紀を拓くふくい創造プラン（第５次福井市総合計画）

で定めた「市民と行政が連携・協働し、責任を共にする市民参画のまちづくり」を

基本理念とします。 

 

２ 将来像 

合併後の福井市は、２１世紀を拓くふくい創造プラン（第５次福井市総合計画）

で定めた 

 

という将来像のもと、すみやかな一体化を図り、人々の知恵や活動により生み出

される生活、産業などのさまざまな文化を創造し、元気に働ける、魅力のあるまち

をめざします。 

 

３ 基本目標 

将来像の実現のために、 「人」をキーワードとして、「人、街、自然、文化」の

共生・調和を施策の基本目標とします。 
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① 「人と人」が共生・調和するまちづくり 

市民がいきいきと交流できるまちを実現するためには、市民一人ひとりが個性と

創造性を発揮することが大切です。同時に、地域や社会の中で人と人が共生し、三

世代が交流する社会を築くことが大切です。とりわけ、未来を拓く子どもたちが伸

び伸びと育ち、夢を実現できる環境を整えることが肝要です。 

また、ノーマライゼーションの理念に基づき、すべての人が安心して生活し、活

動できる人にやさしい社会づくりや、高齢者が生きがいを持って活躍できる生涯現

役社会づくり、さらに、女性と男性があらゆる分野で対等なパートナーとして活動

できる男女共同参画社会づくりが必要です。 

 そのため、個性や創造性を重視するとともに、地域コミュニケーションを充実す

る “創造性豊かな人を育むまち”や、市民が生涯を健康で楽しく生活できる“健

康でいきいきと暮らせるまち”づくりをめざします。 

  

② 「人と街」が共生・調和するまちづくり 

地方分権の時代を迎え、地域の特性を活かしたまちづくりが求められています。

福井の顔であるＪＲ福井駅を中心とする市街地における魅力的な都市機能の集積

による賑わいづくりや、各地域における個性あるまちづくりが必要です。 

また、まちの活力の源は産業です。生活の基盤として人々が安定して働ける産業

の育成を図ることが重要です。 

そのため、多くの人が訪れ賑わいのある中心市街地の再生と、個性的で住みよい

生活環境づくりによる “県都にふさわしい魅力あるまち”や、２１世紀を担う産

業の育成やＩＴ（情報技術）の活用を始めとした、新たな取り組みを行う企業や起

業者を支援する“産業を育成するまち”づくりをめざします。 

  

③ 「人と自然」が共生・調和するまちづくり 

人が潤いや安らぎのある生活をするためには、自然は欠くことのできないもので

す。私たちは、豊かな水と緑に恵まれた福井の自然環境を、将来に継承していく必

要があります。しかし、温暖化現象など地球規模での環境破壊や、廃棄物による環

境汚染が市民の生活を脅かしています。 

また、地震や洪水などの自然災害に対する認識や備えが大切です。 

そのため、地域環境を保全しながら資源やエネルギーを有効に活用する資源循環

型の社会づくりに努め、豊かな自然や四季の彩りを活用した“環境にやさしいみど

り豊かなまち”や、災害に強いライフライン機能の充実した“安全・安心で清潔な

まち”づくりをめざします。 
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④ 「人と文化」が共生・調和するまちづくり 

福井の人と歴史が育んだ伝統文化をはじめ、現代の新しい感性で生み出される文

化まで、これまで人は多様な文化を創り出してきました。文化はコミュニケーショ

ンの礎であり、人生に喜びと彩りをもたらし、人の生活の質を高めます。 

また、異なる文化との交流は新しい文化の創造につながります。 

 そのため、郷土の歴史や伝統文化を大切にする“歴史に学び、文化を発信享受す

るまち”や、福井が育んできた多様な文化を、産・学・官と市民が協働して、さら

に高度に発展させていく“新しい文化を創造するまち”づくりをめざします。 

 

４ 重点課題 

各種基本目標の中で優先的に取り組むための課題を次のように捉え、今後積極的

な取り組みをめざします。 

①健やかな子どもの育成 

②豊かな長寿社会の実現 

③男女共同参画社会の実現 

④中心市街地の再構築 

⑤市民交通システムの構築 

⑥産業の活性化 

⑦高度情報社会への対応 

⑧資源循環型社会の実現 

⑨環境の保全と創造 

⑩学術文化の創造 

 

５ 美山、越廼、清水地域の役割 

福井市に３町村が合併することによって、美山地域の緑豊かな山並みや越廼地域

の風光明媚な越前海岸の自然環境、清水地域の農業や健康づくりの拠点などの特色

を活かし、自然を活かした産業の育成や潤いのある環境づくり、また広域的視点に

立った安全安心づくり、さらには生涯を通じて健康に暮らせる社会づくりを進めま

す。 

① 「美山地域」 

当地域は、緑豊かな山並みと足羽川などの清流に育まれた自然豊かな環境にあ

ります。面積の約９割を山林が占め、気候・風土が杉の成長に適しており、古く

から植林が盛んに行われてきました。 
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農業においては稲作のほか、「河内赤かぶら」や「パールマッシュ」などの特

徴ある農産物や「みやま長寿そば」などの特産品があります。 

また、一乗谷朝倉氏遺跡と永平寺を結ぶ要所として、近年注目されています。 

これらの恵まれた自然環境や特産品を活かし、農林業と観光の役割を担う地域

として「暮らし美味しい美山の郷」をめざします。 

 

② 「越廼地域」 

当地域は、全域が越前加賀海岸国定公園に指定されており、国道３０５号線を

軸に観光産業が発展しています。 

特に、越前水仙は、水仙の日本三大産地の中でも、その香り、花もちは最高で

冬の花として欠かせないものとなっています。 

また、水産業においては、「干したら」等の水産加工品が今も受け継がれてい

るほか、つくり育てる漁業にも取り組んでいます。 

これらの「水仙と海」を中心とした産業や文化を守り、水産業と観光の役割を

担う地域として「水仙と海の文化地域・越廼」をめざします。 

 

③ 「清水地域」 

当地域は、稲作を中心とした農業が特色の町でしたが、住宅団地の整備が進め

られてきており、福井市のベットタウンとしての性格を有しています。その反面、

一面に広がる田園や西部には山々が広がるなど、昔からの里山風景が比較的多く

残っています。 

また、全域で上下水道が利用できるなど住みやすい町づくりを進めており、町

の中央部には、健康づくりの拠点となる「ふくい健康の森」が整備されています。 

これらの職住近接の優れた住環境を活かし、健康づくりの役割を担う地域とし

て「住みやすい健康づくりの里・清水」をめざします。 
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４章．まちづくりの施策 

福井市の将来像を実現するため、「人」をキーワードとして、「人・街・自然・文化」

の共生・調和を基本目標に掲げ、まちづくりを進めます。 

将来像 基本目標 施策 

交 

響 

楽 

彩 

ふ 

く 

い 

人 と 人 が 共

生・調和する

まちづくり 

創造性豊かな人を育むまち 

子どもたちの生きる力を育てる 

生涯にわたり個性創造性を育む 

まちづくりを協働するための市民の絆をつくる 

健康でいきいきと暮らせるま

ち 

安心して子どもを生み育てられる環境をつくる 

男女が対等なパートナーとなる社会を実現する 

生涯を通じて健康に暮らせる社会をつくる 

すべての人が安心して暮らせる地域社会をつくる 

人 と 街 が 共

生・調和する

まちづくり 

県都にふさわしい魅力あるま

ち 

賑わいのある中心市街地をつくる 

持続可能なまちをつくる 

産業を育成するまち 

自然を活かした産業を育成する 

活力と魅力あふれる産業をつくる 

人と自然が共

生・調和する

まちづくり 

環境にやさしいみどり豊かな

まち 

環境への負荷の少ない持続可能な社会をつくる 

自然を活かした潤いのある環境をつくる 

安全・安心で清潔なまち 

災害に強い地域社会をつくる 

安心できる消費生活を提供する 

安全で安定したライフラインを構築する 

人と文化が共

生・調和する

まちづくり 

歴史に学び文化を発信享受するまち 福井の歴史と文化を再生する 

新しい文化を創造するまち 新たな福井文化を創造する 

計画実現の方策 

市民参画のまちづくりを推進する 

成果重視のまちづくりを推進する 

効率的行政運営を推進する 
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１ 「人と人」が共生・調和するまちづくり 

  (１) 創造性豊かな人を育むまち 

  地域の次の世代を担う子どもたちが、心身ともに健康で豊な感性を持って育つた

めに、たくましく生きる力や学ぶ力を育くんでいきます。 

科学技術の進展や、高度情報化の進展、産業構造の変化、環境問題など、急激な

社会の変化に対応していくには、常に好奇心を持ち、さまざまな分野に興味を持つ

ことが必要です。年をとっても生きがいを持って、暮らすことができるよう、多様

な生涯学習の機会を提供していきます。 

多様化する住民ニーズに行政が対応するには限界があります。これからは市民自

らが社会の問題に取り組み、市民が主体となって地域づくりを行っていく必要があ

ります。市民と行政が協働・連携しながらパートナーとしてまちづくりを進めてい

くため、ＮＰＯなどの自主的市民活動を支援していきます。 

 

① 子どもたちの生きる力を育てる 

青少年は、生活の場である家庭、学校、地域社会の中でさまざまな体験を通じ

て、生きていくための資質や能力を身につけていきます。 

「核家族化」、「少子化」、「生活様式の変化」、「都市化」など家庭や社会環境が

急激に変化する中で、青少年の非行、いじめ、不登校などさまざまな問題への対

応が求められています。 

このため、人間性や社会性を育む心の教育を重視し、子どもたちが自ら学び考

える力や自他の生命尊重を基礎とした生きる力の育成に取り組んでいきます。 

また、青少年健全育成のためのネットワークを構築します。 

 

② 生涯にわたり個性、創造性を育む 

科学技術の高度化、情報化、産業構造など社会状況の急激な変化に伴い、市民

の関心は世界に広がり、その内容も多様化しています。 

また、社会の成熟化に伴い、私たちの価値観は、物質的な豊かさだけでなく、

心の豊かさへと変化し、環境問題や青少年問題など家庭や地域における社会問題

への関心が高まっています。 

このため、市民が生涯にわたり、学びたいこと、興味があることを学習できる

多様な機会を提供する事業を展開します。 

また、生活の質を高める多様な教養、文化に関する学習や社会の変化に対応し

た学習を推進します。 
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③ まちづくりを協働するための市民の絆をつくる 

    地域の個性を活かした市民主体の地域づくりへの関心が着実に広がっていま

す。 

    また、ＮＰＯ、ボランティア活動など市民のまちづくりへの直接参加意欲が高

まっています。 

    今日、市民の生活ニーズや地域での課題は個別化し多様化しており、公的な行

政サービスによる一律的な対応だけでなく、市民による多様で柔軟な課題への取

り組みが必要となっています。 

    このため、市民との連携協働によるまちづくりをさらに強化推進していきます。 

 

主要な事業 事業内容 

教育環境の整備 人材育成を支える教育情報ネットワークの構築、安全

な学校施設づくり 

生涯学習の推進 地域における学習活動拠点の整備 

 

  (２) 健康でいきいきと暮らせるまち 

核家族化、都市化の進展、女性の社会進出の増大などにより、子どもを取り巻く

環境は大きく変化しております。 

また、戦後の医療技術の進歩により、日本は、世界で有数の長寿国になりました

が、寝たきりや認知症の老人が増加しています。 

   一方、日本は２１世紀半ばには、３人に１人が高齢者という「超高齢化社会」を

迎えます。 

   このような中、子育ての不安と負担の軽減、高齢者や障害者の社会参画と自立へ

の支援などの施策を行い、市民が安心して暮らせる地域社会をめざします。 

 

① 安心して子どもを生み育てられる環境をつくる 

    全国的に、出生数は、年々減少を続けており、子どもの成長や地域社会の活力

低下等への影響が懸念されます。 

     子どもは２１世紀を担うかけがえのない存在であり、子ども自身が健やかに育

っていける社会、子育てに喜びや楽しみを持ち、安心して子どもを産み育てるこ

とのできる社会をつくっていくことが緊急の課題となっております。 

    このため、子どもの成長と子育て家庭への支援を行政、企業、地域社会が一体

となって取り組みます。 
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② 男女が対等なパートナーとなる社会を実現する 

日本では、社会の仕組みや慣習、意識の中に男女の性による固定的な役割分担

の考え方が依然として残っております。 

家庭、職場、学校、地域社会において、男女が対等なパートナーとして協働し

ながら、いきいきと暮らせる共同参画の社会づくりが求められます。 

このため、男女が平等意識を醸成する啓発活動を推進するとともに、女性が能

力を活かせる社会をつくります。 

 

③ 生涯を通じて健康に暮らせる社会をつくる 

これからは、保健と医療が連携することにより、健康寿命（認知症や寝たきり

にならない状態で生活できる期間）を伸ばすための取り組みが求められています。 

生涯にわたり健康に暮らすためには、市民一人ひとりが健康に心がけることが

重要であることから、健康診査や正しい知識の普及に取り組みます。 

また、ガン・心臓病・脳卒中による死亡者が増加している中、食生活の改善や、

スポーツ・レクリェーションによる健康づくりが大切になります。 

スポーツやレクリェーションによる体力づくりに取り組む市民を増やすこと

により、生活習慣病の予防に取り組みます。 

   

④ すべての人が安心して暮らせる地域社会をつくる 

年齢や障害の有無に関わらず、すべての市民が平等に自立した生活や社会的な

活動を営める地域づくりが求められています。 

個々人の責任にまかせるだけでなく家庭、地域、そして社会全体の中で、すべ

ての人が安心して元気に暮らせるシステムづくりが必要です。 

このため、高齢者や障害者が地域で自立した生活ができるような支援や高齢者

や障害者の社会参画と自立に対する支援を行い、地域において必要な福祉サービ

スの質と量の両面にわたって確保するとともに、すべての人が生きがいを持って

生活できる仕組みを整えます。 

 

主要な事業 事業内容 

生涯スポーツの推進 多様なスポーツ、レクリェーション活動を支える体育

施設の整備 

保健・医療・福祉サービスの連

携と強化 

自主的な健康づくりの地域拠点整備、保育環境の整備 
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２ 「人と街」が共生・調和するまちづくり 

  (１) 県都にふさわしい魅力あるまち 

   地域の個性は、その地域の誇りであり、大きな魅力です。 

   合併後の福井市では、県都の顔であるＪＲ福井駅を中心とする市街地において、

魅力的な都市機能の集積による賑わいづくりを進めます。また、各地域の資源や特

性を活かした個性的で住みよい生活環境づくりを推進します。 

 

① 賑わいのある中心市街地をつくる 

中心市街地は、政治や経済、文化などの中心として多様な機能が集積し、圏域

発展の核としての役割を果たしてきましたが、商業施設や公共公益施設の郊外立

地が進む中で、人口や産業の空洞化が進み、さらには公共交通機関が衰退するな

ど、中心性が弱まっています。 

    このため、これまでに集積された広域的、中枢的機能を活かし、交流や生活の

拠点としての機能を再生・強化するまちづくりを推進します。 

    具体的には、ＪＲ福井駅周辺において、交通結節機能の強化やアクセス性を向

上させるとともに、快適な歩行者空間や憩いの空間の整備等を促進します。 

    また、県の支援を得る中で、西口駅前広場の拡張をはじめ、「にぎわい交流拠

点」としての西口中央地区の整備を積極的に推進します。そして、これらの基盤

整備とあわせて、商業・業務・文化・居住などの都市機能の再編を誘導・推進す

ることによって、賑わいと活力のある中心市街地の構築をめざします。 

     

② 持続可能なまちをつくる 

    これまでは、人口の増加や産業・経済の発展にあわせて都市を拡大し、機能的

なまちづくりを進めてきましたが、近年、産業・経済の構造が大きく変化してい

るとともに、少子・高齢化が進行し日本全体が人口減少社会に突入しようとして

います。 

これからは持続可能という視点を持って、地域の資源や個性を活かしたまちづ

くりを推進するとともに、人の移動に重点をおいたまちづくりを推進します。 

具体的には、適正な土地利用の規制・誘導を図り、計画的な市街地の形成や自

然環境の保全を図るとともに、地域生活に密着した都市基盤の整備や選択自由度

の高い交通ネットワークの整備を推進します。そして、市民参画による地域の実

状に応じた地域づくりを推進することによって、快適で魅力ある生活環境づくり

をめざします。 

また、合併後の福井市において、一体性の速やかな確立と周辺都市との連携を

強化するには、交通体系の整備促進が必要です。このため、合併後の福井市にお
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いては、国及び県と連携して、国道や県道などの幹線道路ネットワークの強化に

取り組みます。 

 

主要な事業 事業内容 

県都の顔づくり にぎわい交流拠点づくり 

交通体系の整備 幹線道路ネットワークの強化 

 

  (２) 産業を育成するまち 

   まちの活力の源は産業です。生活の基盤として人々が安定して働ける産業を育成

することが重要です。 

   新市では、新鮮な農林水産物など自然の恵みや、先人から今へと受け継がれたも

のづくりなどの技術を活かし、地域産業の活性化を推進します。また、観光産業の

活性化や、住民のニーズを満たす新たな産業創出や起業者の支援に取り組みます。 

 

① 自然を活かした産業を育成する 

農林水産業は、自然条件や文化などの地域特性と密接に結びつくとともに、地

域の生活に深く根ざしたものですが、気象条件による農地利用の制約や、農業所

得の減少等による後継者の不足などさまざまな課題に直面しています。 

これからは、農山漁村地域に後継者が残れるよう生活基盤や産業基盤を整備す

るとともに、都市生活者との交流による地域の活性化を図ります。 

具体的には、農林水産業を支える基盤づくりや経営体質の強化を図るとともに、

豊かな自然を活かした環境づくりを推進します。また、地域素材を活かしつつ安

全・安心などの消費者ニーズに対応した特産品づくりを推進するとともに、グリ

ーンツーリズムの普及など都市と農山漁村の交流を推進します。 

 

② 活力と魅力あふれる産業をつくる 

長引く景気の低迷や産業・経済のグローバル化により、雇用の機会が減少し、

製造品の出荷額も減少傾向にあります。また、近年は観光客数も伸び悩んでいま

す。 

これからは、多様化する消費者ニーズに柔軟に対応したサービスの提供やもの

づくりを推進するとともに、観光資源の発掘・整備や福井の魅力発信による交流

人口の増加に取り組みます。 

具体的には、新商品・新技術の研究開発に対する支援や産学官の連携・交流の

強化、人材の育成等により既存産業の活性化や新産業の創出を図るとともに、企
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業の誘致・立地を促進し、雇用の安定・創出に努めます。 

また、新たな観光資源の発掘・整備とあわせて、地域の産業や文化と一体化し

た観光イベントの実施や、観光情報の発信、ホスピタリティ（おもてなしの心）

の確立等により、交流客が楽しめるまちづくりを推進します。 

 

主要な事業 事業内容 

観光の振興 越前海岸、朝倉氏遺跡等の観光資源の活用 

地域産業資源の活用 産学官の連携拠点づくり 

 

 

３ 「人と自然」が共生・調和するまちづくり 

  (１) 環境にやさしいみどり豊かなまち 

   よりよい環境を次世代に残すために、市民一人ひとりの意識の向上と市民、事業

者、ＮＰＯなどの団体と行政が一体となって環境の保全に取り組むことが重要です。

そのためには、自然エネルギーの学習の推進や普及に向けた取り組み、環境負荷の

少ないエネルギー社会への転換、電車やバスといった公共交通機関の利用促進など

を行う必要があります。 

   また、貴重な自然を次世代に残していくために、森林環境や水環境など環境の保

全と回復をめざすとともに、市民が身近に自然や動植物とふれあい、学べる環境づ

くりを通して自然を継承する意識づくりや自然保護活動の支援に努めていきます。 

 

① 環境への負荷の少ない持続可能な社会をつくる 

「大量生産・大量消費・大量廃棄」という社会経済システムや生活様式は、生

活排水などによる海や川の水質汚濁や自動車の排気ガスによる大気汚染、さらに

は、地球温暖化や廃棄物による環境汚染など、環境に対し大きな負荷を与え、子

どもたちや他の地域の人が生きていくためにかけがえのない地球環境を脅かす

という結果をもたらしています。 

良好な環境を未来に継承するためには、社会活動全体の無駄をなくし環境への

負荷の少ない持続可能な社会をつくることが求められています。 

 

② 自然を活かした潤いのある環境をつくる 

高度経済成長からバブル期までの経済発展による市街地の拡大や戦後の食糧

増産のための農地の整備、またその後の減反政策による農地の荒廃などによって、

里地里山など身近でふれあえる自然が減少しています。 
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豊かな自然は、人々に安らぎをもたらすとともに、日常生活に潤いをもたらし

てくれます。 

これからは、市民が都市に潤いを感じ、身近に自然とふれあえる環境づくりや、

残されている豊かな福井の自然環境を次世代に継承していくために、自然の形態

に応じた保全対策に取り組んでいきます。 

 

主要な事業 事業内容 

資源循環型社会の推進 廃棄物処理の体制づくり、環境学習の拠点整備 

生活排水の適正処理 下水道の普及 

 

  (２) 安全・安心で清潔なまち 

   市民が安全で安心して生活できるまちを形成することは行政の責務です。 

   犯罪の低年齢化、被害者の高年齢化、犯罪の高度化・複雑化に対応するために、

時代にあわせた防犯対策を展開するとともに、自治会など地域組織が主体となった

地域ぐるみの防犯活動を推進します。 

   また、自然災害や都市災害までの幅広い防災対策のために、ライフライン施設の

強化や建築物の耐震化・不燃化の促進、避難拠点施設の充実、消防システムの適正

化、救急体制の高度化などを図るとともに、「自分たちのまちは、自分たちで守る」

という地域ぐるみの自主防災組織の強化を図っていきます。 

   その他にも、Ｏ１５７、ＢＳＥ、鳥インフルエンザなど食への安全性に対する市

民の意識は高まっています。市では地産地消を推進するとともに、安全・安心な食

生活を営むことができる環境づくりに取り組んでいきます。 

 

① 災害に強い地域社会をつくる 

福井市は、戦災、震災、水害、豪雪など大きな災害を克服しながら、安全なま

ちづくりを進めてきました。 

しかし、平成１６年の福井豪雨では、市内において、家屋浸水、道路冠水など

数多くの被害があったことは、防災の重要性を、私たちに改めて認識させること

となりました。 

人命を守り被害を最小限にとどめるために、危機管理や消防力の強化、また災

害対策や除雪体制の充実など、災害に強いまちづくりに市民と行政が一体となっ

て、取り組んでいきます。 

とりわけ、対象地域が広域に及ぶ治水事業は、市民の生命、財産を守るための

根幹をなす事業です。安全・安心なまちづくりを目指す合併後の福井市では、国
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及び県と連携して河川改修事業等を促進します。 

 

② 安心できる消費生活を提供する 

    近年、消費生活が社会の多様化、高度化により大きく変化しています。 

    市場においては、産地組合や流通店の大型化により、産地直送の取引が増加し

ています。 

    また、商品の多品目化や訪問販売などの販売形態の多様化や商品の購入形態が

変化しています。 

    他方、商品知識に乏しい若者や高齢者を狙った消費者被害が増加しています。 

    これからは、産地や生産者と連携しながら、消費者が求める質のよい食素材の

安定した供給に取り組みます。 

    また、消費者に悪質な販売形態や商品を周知することにより、消費者の保護に

取り組みます。 

 

③ 安全で安定したライフラインを構築する 

    市民の暮らしの根幹を支える水やエネルギーの安定供給は、持続発展可能な社

会を創造するうえでとりわけ重要なものです。 

    本市の水道普及率は、ほぼ 100％に達していますが、近年の住環境等の変化や

災害の発生により、給水や水質管理の機能を強化することが求められています。 

    また、都市ガスについては、環境にやさしい天然ガス転換が終了していますが、

中心市街地における需要家の郊外転出、オール電化住宅の建設に伴い需要が伸び

悩む中にあって、需要の拡大を図るための施策を講じるとともに、民間活力やＩ

Ｔの活用により経営の効率化を図っていきます。 

 

主要な事業 事業内容 

防災体制の整備 防災情報システムの整備、学校施設の耐震化、ライフ

ラインの管理拠点づくり 

浸水対策事業 公共下水道整備 ほか 

安定給水の確保 水道の普及・改善 
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４ 「人と文化」が共生・調和するまちづくり 

  (１) 歴史に学び、文化を発信享受するまち 

   福井は、幾多の災害により、歴史的遺産や町並みの多くが失われてしまいました。

また、利便性や機能性を重視したまちづくりや生活に対する価値観が変化すること

によって、郷土の歴史や文化・伝統が見失われつつあります。 

   しかし、過去を学ぶことなしに、現在を知ることはなく、現在を知らずに未来を

切り拓くことはできません。 

   このため、新市の歴史的、文化的資源を存分に活用する施策に取り組むとともに、

市民が歴史や文化にふれることのできるまちづくりに努めます。 

 

① 福井の歴史と文化を再生する 

“福井らしさ”を創造・発信していくためには、市民一人ひとりが歴史や文化

を学び、生活の中に活かす必要があります。 

このため、埋もれている文化財の学術調査、文化財の保存、整備を進めるとと

もに新市の歴史の伝承に努めます。 

また、歴史を感じられるまちをつくるため、城下町における歴史回廊を整備す

るなどにより、歴史的資源を人々にわかりやすく紹介し、文化性豊かな個性的な

まちづくりを進めます。 

 

主要な事業 事業内容 

文化財の保存、整備 遺跡の整備と活用 

歴史回廊の整備 歴史の見えるまちづくり 

 

  (２) 新しい文化を創造するまち 

文化相互の交流や文化活動が活発でないと、生活やまちの中から文化が衰退しよ

うとします。 

これに対し、人々の活動や交流は、さまざまな文化を生み出しています。また、

文化は日々の生活に潤いと活力をもたらしてくれます。 

新しい文化を創造するため、文化活動に参加しやすい環境づくりを進めるととも

に、地域文化の再評価、分野を越えた交流と連携の推進、ＩＴの利用による学術文

化情報の発信などの取り組みを行います。 
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① 新たな福井文化を創造する 

これからは、さまざまな文化を学術により再評価することや他の地域文化との

交流により、新たな文化を生み出し、合併後の福井市固有の文化としてＩＴなど

を利用して発信していく取り組みが必要です。 

このため、多様な芸術文化活動を推進し、芸術文化にふれる機会を提供するな

ど、市民が幅広い文化活動に参加できるようにするための環境整備を行うことに

より、市民の文化創造性を高めます。 

また、多様な文化に対する理解を深めるため、地域の文化を見つめ直し、国内・

外の市民との交流を進めます。 

 

 

５ 計画実現の方策 

   ２１世紀は、行政が市民の多様化するすべてのニーズに、対処することが困難な

時代になると予想されます。 

   社会状況が大きく変化し、これまでの行政、市民、地域、企業などあらゆる社会

システムのあり方を見直すことが求められおり、従来の行政主導によるまちづくり

から、市民参画によるまちづくりへの転換が求められています。 

   市民と行政がそれぞれの役割を認め、連携・協働しあって、市民が幸せな生活を

送ることができるように努力していくことが大切です。 

   合併後の福井市では、施策目標を達成するために、「市民と行政が連携・協働し、

責任を共有する市民参画のまちづくり」を基本理念とするまちづくりへの転換を図

ります。 

 

  (１) 市民参画のまちづくりを推進する 

   「行政主導のまちづくり」から「市民参画のまちづくり」への転換を行っていく

には、まちづくりに参画する市民の輪を広げるとともに、市の体制や職員意識を市

民協働型まちづくりにふさわしいものに変革する必要があります。 

   このため、市民活動のリーダーを育成するとともに、市職員のまちづくりに対す

る意識改革とまちづくりへの参画を促します。 

   また、市民協働による事業を推進し、市民と行政の合意形成仕組みを整備すると

ともに、積極的な行政情報の提供に努めます。 

    

  (２) 成果重視のまちづくりを推進する 

   「物質的な住みよさ」から「市民生活の質の向上をめざすまちづくり」への転換
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を図るには、市民サービスの水準を可能な限り数値で表し、着実に進行の管理を行

っていく必要があります。 

   これに対応するため、施策目標の達成に貢献する事業の選択に努めるとともに、

評価に基づいた施策の進行管理を行うなど、総合調整機能の強化を図ります。 

   また、市民意向の把握と満足度の検証は、成果の達成を図る指標の一つとなると

ともに、適切な目標を立てるための指針となることから、多様な広聴活動を実施し

ます。 

 

  (３) 効率的行政運営を推進する 

   「国や県に頼りすぎた中央集権的なまちづくり」から「市民と行政の自己責任に

よる持続発展可能なまちづくり」への転換を行っていくには、時代の変化に適切に

対応する人材、情報、財源を有効に活用することが求められます。 

   これらのことに対応するため、未来に向かって挑戦する職員の育成やＩＴを活用

した地域情報化の推進に努めるとともに、中期的な行財政計画の策定や事業評価に

よる事務改善に努めます。 

   また、地域コミュニティの育成を推進するとともに、地方分権の推進による市民

サービスの充実を図ります。 

 

主要な事業 事業内容 

地域情報化の推進 ＣＡＴＶの普及拡大 
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５章．福井県事業の推進 

１ 県の役割 

   福井県は、合併市町村に対して、福井県合併支援プランに基づき、市町村建設計

画に掲げられた県事業の重点的な実施や補助金の優先配分など、ともに地方自治を

担うパートナーとして、合併に伴う次の事業が円滑に実現するよう支援することと

しています。 

 

２ 福井県が進める事業 

◎ 健康でいきいきと暮らせるまち 

地域医療体制の整備 県立病院の機能強化 

◎ 県都にふさわしい魅力あるまち 

手寄地区市街地再開発事業におけ

る県の公共公益施設整備 

多目的ホール、県民活動センター、消費生活センター、 

放送大学福井学習センター、人権センター 

ＪＲ福井駅付近連続立体交差事業 

JR 北陸線 約 3.3Kｍ  勝山永平寺線 約 2.3Km   

三国芦原線 約 0.7Km  踏切撤去 5 ヶ所 

交差道路 27路線 

地域居住の推進 良質住宅普及促進事業等 

公園・緑地等の創出と保全 蒲生海岸 

幹線道路の整備 

国道 158 号道路整備事業 

国道 305 号道路整備事業 

国道 416 号道路整備事業 

国道 476 号道路整備事業 

県道福井大森河野線道路整備事業 

県道福井加賀線道路整備事業 

県道福井四ヶ浦線道路整備事業 

県道丸岡川西線道路整備事業 

県道福井今立線道路整備事業 

県道篠尾勝山線道路整備事業 

県道清水美山線道路整備事業 

県道殿下福井線道路整備事業 

県道徳光福井線道路整備事業(調査) 

県道京善原目線道路整備事業 

県道東郷麻生津線道路整備事業 

県道福井鯖江線道路整備事業 
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県道本郷福井線道路整備事業 

県道三尾野鯖江線道路整備事業 

県道清水麻生津線道路整備事業 

県道福井森田丸岡線道路整備事業 

〔過疎代行〕町道朝谷島朝谷線道路整備事業 

歩道等整備事業 
国道 158 号、国道 416号、県道福井四ヶ浦線、県道殿下福井線、 

県道福井停車場線、（都）福井縦貫線 

◎ 産業を育成するまち 

高速広域交通体系の整備 北陸新幹線、中部縦貫自動車道 

中山間地域総合整備事業 用排水路整備、農道整備、圃場整備 

経営体育成基盤整備事業 区画整理、用排水路、暗渠排水、農道整備 

かんがい排水事業 管水路、水管理施設、用水路（パイプライン）、排水路 

水産業生産の基盤づくり 鷹巣港改修事業、茱崎漁港整備事業 

林業生産の基盤づくり 治山事業、森林基幹道開設事業 

企業誘致推進事業 福井臨海工業用地等造成事業 

海岸保全整備事業 
浜住海岸局部改良事業、蒲生農地海岸環境整備事業、 

茱崎漁港海岸環境整備事業 

◎ 安全・安心で清潔なまち 

河川改修、災害対策・環境整備の促

進・強化 

足羽川、一乗谷川、七瀬川、馬渡川、底喰川、荒川、江端川、 

芳野川、八ケ川、狐川、砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業、 

地すべり対策事業、防災ダム事業 

安定給水の確保と水質管理の強化 日野川地区水道用水供給事業 

◎ 歴史に学び、文化を発信享受するまち 

一乗谷朝倉氏遺跡整備事業 

一乗谷朝倉氏遺跡において、山城、武家屋敷や町屋、寺院、道

路などの発掘調査、環境整備を実施し、戦国時代城下町の都市

構造を解明する。 
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６章．公共的施設の統合整備方針 

各市町村における既存公共的施設については、原則として、効率的な行政運営を

行うために重複する施設を中心に統合整備することが必要ですが、急激な統廃合は、

住民サービスや住民生活に変化を及ぼす恐れがあることなどから、住民意見や地域

性を考慮するとともに、交通・情報通信網といった基盤整備状況等を踏まえ、利便

性のバランスが保たれるよう十分配慮した整備方針の検討を行います。 

また、新たな公共施設の整備についても、財政状況を踏まえ、事業の効果や効率

性について十分に議論を行うとともに、既存の公共施設を可能な限り有効に活用す

るなど、効率的な整備に努めます。 

さらに、公共施設の整備や運営にあたっては、民間事業者の能力や経営ノウハウ

を幅広く採用し、効率的で質の高い行政サービスを達成するため、ＰＦＩや指定管

理者制度等の活用を検討します。 

なお、合併後の庁舎については、福井市役所に置くものとし、美山町役場、越廼

村役場、清水町役場については、住民生活に密着した行政サービスを提供するため、

総合支所機能を有する施設として存続し、行政サービスのネットワーク化を図ると

ともに、その他の公共施設との複合的な利用を図ります。 
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７章．財政計画 

この財政計画は、合併後の平成１８年度から平成３２年度までの１５年間につい

て、歳入・歳出の見通しを普通会計ベースで推計したものです。 

平成１８年度から平成２６年度までは決算額、平成２７年度は決算見込額、平成

２８年度以降は推計額としています。 

【歳 入】                                                   （単位：億円） 

区分 
18 

年度 
19 

年度 
20 

年度 
21 

年度 
22 

年度 
23 

年度 
24 

年度 
25 

年度 
26 

年度 
27 

年度 
28 

年度 
29 

年度 
30 

年度 
31 

年度 
32 

年度 
計 

地方税 446 478 476 447 441 439 434 436 441 436 446 446 447 448 449 6,710 

地方 
交付税 

74 60 69 88 106 110 110 103 103 103 102 99 96 93 90 1,406 

国･県 
支出金 

173 154 150 217 213 199 206 239 238 271 241 243 251 245 246 3,286 

地方債 139 172 110 123 150 150 145 130 152 173 133 134 133 132 131 2,107 

その他 176 153 158 137 138 146 147 147 150 165 147 158 161 145 141 2,269 

計 1,008 1,017 963 1,012 1,048 1,044 1,042 1,055 1,084 1,148 1,069 1,080 1,088 1,063 1,057 15,778 

 

【歳 出】                                                   （単位：億円） 

区分 
18 

年度 
19 

年度 
20 

年度 
21 

年度 
22 

年度 
23 

年度 
24 

年度 
25 

年度 
26 

年度 
27 

年度 
28 

年度 
29 

年度 
30 

年度 
31 

年度 
32 

年度 
計 

人件費 203 204 202 198 187 187 179 165 177 181 181 183 180 170 170 2,767 

扶助費 127 136 144 155 194 209 215 218 233 235 237 239 241 243 245 3,071 

公債費 93 97 107 109 116 121 125 130 129 129 133 133 135 136 137 1,830 

普通建設
事業費 

235 198 170 158 178 160 159 175 173 223 148 150 150 150 150 2,577 

その他 339 376 331 386 356 353 348 353 360 379 370 375 382 364 355 5,427 

計 997 1,011 954 1,006 1,031 1,030 1,026 1,041 1,072 1,147 1,069 1,080 1,088 1,063 1,057 15,672 
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歳入・歳出項目ごとの説明 

【歳 入】 

１．地方税 

 平成３０年度以降は北陸新幹線福井延伸に伴う景気拡大や地価上昇を想定し、毎年約

１億円の税収増を見込んでいます。 

２．地方交付税 

 普通交付税については、合併算定替の段階的縮減による減額を見込んでいます。 

３．国・県支出金 

 扶助費、普通建設事業費などの推計額を勘案して見込んでいます。 

４．地方債 

 普通建設事業費などの推計額を勘案して見込んでいます。 

５．その他 

 消費税率引上げによる地方消費税交付金の増や自動車取得税交付金の廃止などを見

込んでいます。 

 

【歳 出】 

１．人件費 

 今後の人員配置を勘案して見込んでいます。 

２．扶助費 

 実績などを勘案し、毎年約２億円の伸びを見込んでいます。 

３．公債費 

 既に借り入れた地方債の元利償還金に加え、新規に借り入れる地方債の元利償還に要

する経費を見込んでいます。 

４．普通建設事業費 

 平成２８年度以降は大型公共事業の終了による減額を見込んでいます。 

５．その他 

 実績などを勘案し、補助費等、繰出金及び物件費などを見込んでいます。 


	③ 地域間競争5F の激化
	④ 広域化する行政課題

