
都市戦略部 マネジメント方針 
 

都市戦略部では市長との政策協議のもと、次のとおり基本方針・組織目標・行動目標を定めま

した。この方針に基づき目標の達成に向け着実に取り組みます。 

 

平成 27 年 4 月 1 日 

    都市戦略部長  谷 澤 正 博 

 

【基本方針】 

 

県都としての魅力を高め交流しやすいまちを作ります。 

そのため、福井駅西口中央地区市街地再開発事業等の完成に向け、にぎわい創出のための

各種事業や、福井らしい景観の形成、公共交通ネットワークの整備等を、地域の特色や個性を活

かしつつ、そして、内外に情報発信しながら進めます。 

また、北陸新幹線の金沢－敦賀間平成 34 年度開業に向け積極的に取り組みます。 

 

 

【組織目標】 

Ⅰ．中心市街地において、公共交通の利便性向上や居住人口の拡大に取り組み、賑わいを創出

します 

Ⅱ．歴史や自然など地域の特性を活かした景観を守り、創り、育てるため、景観形成の意識を高

めるとともに、地域が取り組む活動への支援を行い、良好な景観を形成します 

Ⅲ．公共交通を活用したコンパクトなまちづくりを進めつつ、土地利用の適正化を図りながら、地

域住民と協働して地域の個性を活かした歩きたくなるまちをつくります 

Ⅳ．鉄道やバスなどの公共交通幹線軸の強化や乗り継ぎの利便性を高めるとともに、地域特性

にふさわしい交通サービスの確保に取り組み、コンパクトなまちづくりと連携した公共交通ネッ

トワークを構築します 

Ⅴ．関係機関と連携し、高速交通ネットワークである北陸新幹線の県内早期開業に向け積極的

に取り組みます 

Ⅵ．北陸新幹線開業までに、魅力ある県都福井とするため、「県都デザイン戦略」を推進します 

Ⅶ. 市民・来街者の身近な移動手段である自転車を都市交通の一つとして再認識し、自転車を

利用して安全で快適に移動できるまちをつくります 

Ⅷ．社会情勢の変化に的確に対応した、より質の高いサービスや公共データを提供するなど、情

報基盤の整備を進めます 

Ⅸ．適切で合理的な公共事業推進のため、監督職員の施工体制点検を通して公共工事の品質

確保に努めます 



【行動目標】 

 

Ⅰ．中心市街地において、公共交通の利便性向上や居住人口の拡大に取り組み、賑わいを創

出します 

 

１ 福井駅周辺における市街地整備の推進 

（福井駅西口中央地区市街地再開発事業・福井駅周辺土地区画整理事業の推進）  

   県都の顔である福井駅周辺においては、再開発ビル・屋根付き広場及び西口交通広場などが一体と

なった整備が図れるよう、西口全体の空間デザイン基本方針及び市施設の基本方針に基づき、各種事

業を推進します。 

   市街地再開発事業は、平成 28 年春の西口再開発ビル（ハピリン）オープンに向け、建築工事の安全

で円滑な進捗を図るとともに、多くの市民の関心を高め、完成への期待感を醸成するための PR 等も行

います。 

   また、にぎわい交流施設指定管理者とともに、周辺施設や諸機能との連携を図りながら、施設オープ

ンに向けて準備を進めます。 

   福井駅周辺土地区画整理事業は、西口再開発ビルのオープンに向けて、西口交通広場の整備を完

了します。 

   駅の東側については、えちぜん鉄道の高架化にあわせて、道路や東口交通広場の整備に着手しま

す。 

 

進捗率（福井駅周辺土地区画整理事業）     ： 88.0％（26年度）→   91.3％（27年度） 

進捗率（福井駅西口中央地区市街地再開発事業） ： 44.7％（26年度）→ 100.0％（27年度） 

 

 

 

２ 第 2 期中心市街地活性化基本計画による中心市街地活性化の推進 

   第 2 期中心市街地活性化基本計画（平成 25 年 3 月内閣総理大臣認定）に基づき、マネジメント会議

による検証を行いながら、各種事業の着実な実施に取り組みます。 

   また、平成 28年春に完成予定の西口再開発ビルを核とした賑わい創出に向けて、市民活動団体など

中心市街地のまちづくりに関わる様々な主体が、情報の共有や協働を行うための場としてのネットワーク

づくりを進めます。 

 

歩行者･自転車通行量（休日･平日の平均） ： 31,776人（26年度）→ 42,200 人（27 年度） 

 ○新E A連携協働によるまちづくりの促進に向けたネットワークの構築 ： 7 月 

 



Ⅱ．歴史や自然など地域の特性を活かした景観を守り、創り、育てるため、景観形成の意識を高

めるとともに、地域が取り組む活動への支援を行い、良好な景観を形成します 

 

３ 特定景観計画区域の追加・拡大及び良好な景観形成への誘導 

   福井市固有の景観資源と調和した美しい景観形成を進めていくため、景観計画に基づき、きめ細かく

景観誘導を行います。 

福井城址周辺地区については、駅・城址周辺地区街区再構築事業と連携し、地区住民等を対象とし

た勉強会等を開催することにより、住民意識の醸成を図りながら、特定景観計画区域を追加指定し、地

区指定数 6 ゾーンを目指します。 

 

特定景観計画区域の地区（ゾーン）の指定数 ： 5ゾーン（26年度）→ 6ゾーン（27 年度） 

 

 

 

Ⅲ．公共交通を活用したコンパクトなまちづくりを進めつつ、土地利用の適正化を図りながら、地

域住民と協働して地域の個性を活かした歩きたくなるまちをつくります 

 

４ 市民参加による地域づくりの推進 

電車通り沿いの空き店舗を活用して設置した福井市まちづくりセンター「ふく＋（たす）」を拠点とし、平

成 28 年春の西口再開発ビル完成、平成 30 年の福井国体を見据えながら、まちのにぎわいや人々の交

流を育む魅力的なまちづくりについて、市民とともに考えます。 

 

「ふく＋（たす）」の年間来場者数 ： 12,631 人（26 年度）→ 15,000人（27 年度） 

 

 

 

５ ○新 立地適正化計画の策定 

これからの人口減少を見据え、公共交通を活用したコンパクトなまちづくりを進めるため、都

市再生特別措置法の改正に基く立地適正化計画を、都市計画マスタープランとの整合を図りなが

ら、平成 30年度までに策定することを目指します。 

  具体的には、市街化区域の内側に居住を誘導する居住誘導区域、また、福祉や医療、商業など

の都市機能の立地を誘導する都市機能誘導区域を新たに定める必要があるため、市街化区域内の

建物や土地利用状況を調査し、都市機能誘導区域についての素案を作成します。 

 

 

都市機能誘導区域（素案）の作成   



６ 適正な土地利用及び街路整備の推進 

都市計画マスタープランにおいては、良好な市街地環境をつくるための先導施策として、用途

の混在を防ぐための用途地域の見直しや、快適な住環境の確保のための地区計画等の活用を位置

づけています。 

その実現のため、福井市身近なまちづくり推進条例に定めるプロセスを基本として、まちづく

りグループへのアドバイザー派遣などを通じて、地域の特性を活かしたきめ細やかなまちづくり

を推進します。 

また、幹線道路の骨格づくりを推進するため、未整備の都市計画道路については、整備の必要

性を検討しつつ、計画的な整備を進めます。 

 

地区計画策定数の累計 ： 15 地区（26年度）→ 18 地区（27年度） 

都市計画道路整備率  ：  82.6％（26年度）→  83.0％（27年度） 

 

 

 

Ⅳ．鉄道やバスなどの公共交通幹線軸の強化や乗り継ぎの利便性を高めるとともに、地域特性

にふさわしい交通サービスの確保に取り組み、コンパクトなまちづくりと連携した公共交通ネ

ットワークを構築します 

 

７ 市民や企業が進める地域にふさわしい公共交通を考える活動の支援と公共交通への自発的転換 

地域にふさわしい公共交通を考える市民や企業の活動を支援します。 

また、児童、生徒を対象に、モビリティ・マネジメント(※)の意識づけを図ります。 

さらには、多様な公共交通を視野に生活交通の利便性向上や利用促進を図るため、地域生活交通

活性化会議を開催します。 

 

公共交通を活用した地域づくりの支援        ： 13地域（26 年度）→ 14地域（27年度） 

モビリティ・マネジメント学習会の参加者数 ： 350 人（26 年度） →  380人（27年度） 

地域生活交通活性化会議の年間開催回数 ： 10回（26年度）  →  11回（27年度） 

 

※ モビリティ・マネジメント 

  当該の地域や都市を、「過度に自動車に頼る状態」から、「公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段

を適度に利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の取組み。 

 

 

  



８ 地域鉄道の利用促進と利便性の向上 

福井鉄道福武線とえちぜん鉄道について、地域住民や沿線自治体等と連携した利用促進活動を行

うとともに、持続的な運行支援を図ります。 

両鉄道の乗り継ぎの利便性向上を図る観点から、相互乗り入れについて、県・沿線自治体・関係者と

連携して事業を進め、平成 27 年度内の運行開始を目指します。  

福井鉄道駅前線の西口交通広場への延伸等については、鉄道事業者の行う工事を支援し、西口駅

前広場の完成に合わせ、平成 28 年春の運行開始を目指します。 

 

福井鉄道乗車人員      ： 191.7万人（26年度見込み） →  193.6 万人（27年度） 

えちぜん鉄道乗車人員 ： 329.8万人（26年度見込み） →  330 万人（27年度） 

福井鉄道駅前線延伸の工事完了 

 

 

９ バス路線の維持と地域実情に応じたバス交通サービスの確保 

市民の移動利便性を確保するため、交通事業者と連携し、バス路線の維持やサービスの改善を図り

ます。 

また、公共交通空白・不便地域等において地域実情に応じた交通手段を確保するため、地域コミュニ

ティバス等の運行支援やバス路線の再編を行います。 

 

市内を運行する京福バス路線等の年間利用者数   

： 294万人（26年度見込み）  → 320万人（27年度）   

北西、南東方面（※）バス路線のサービス水準の最適化 ：  10月 

地域実情に応じたバス交通サービスを提供している地域  

： 17 地域（26 年度）  → 18地域（27年度） 

 

※ 北西方面は、鮎川線、川西三国線、川東三国線 

南東方面は、生部みのり線、大野線 

 

 

１０ 市営駐車場の適正な運営 

中心市街地のにぎわいや違法路上駐車の排除を目的に、市営駐車場の適正な運営を図ります。 

また、現在施工中の大手駐車場の耐震補強及び改修工事については、駐車台数に制限が生じます

が、利用者の利便性を損なわないよう実施します。 

  

大手･大手第 2・本町通り地下駐車場の利用台数  ： 56 万台（26 年度）→ 55万台（27 年度） 

 



Ⅴ．関係機関と連携し、高速交通ネットワークである北陸新幹線の県内早期開業に向け積極的

に取り組みます 

 

１１ 北陸新幹線の建設促進 

北陸新幹線は、日本海側で基幹的な高速交通体系を形成する国家プロジェクトです。金沢・敦賀間

の 3 年前倒しで、平成 34 年度開業が決まりました。 

平成 27年 3月に開業した金沢、富山との地域格差の拡大が懸念されることから、北陸全体に等しく開

業効果を発現させるため、予定通り着実な開業に向け、積極的に取り組みます。 

また、鉄道・運輸機構、県と連携しながら、速やかな用地取得に対応し、事業の進捗に対し地元の

方々の理解と協力が得られるよう取り組んでいきます。 

 

市内区間全線の用地測量を着手し、用地協議を開始 

 

 

 

Ⅵ．北陸新幹線開業までに、魅力ある県都福井とするため、「県都デザイン戦略」を推進します 

 

１２ 「県都デザイン戦略」の推進 

市、県による「県都デザイン戦略推進会議」を運営し、中期の目標年次である北陸新幹線福井開業を

見据え、プロジェクトの実施内容やスケジュールについて調整を図り、県の事業と一体的に推進します。 

主な取組として、県庁線を歩いて楽しい魅力ある道路とするため、平成 28 年度の完成を目指し、工事

に着手します。 

また、浜町界隈では、平成 27 年秋季開催の「ＪＲデスティネーションキャンペーン」に合せたグリフィス記

念館の完成を目指します。 

 

○新E A県庁線整備の本体工事着工 ： 11 月 

A○新E Aグリフィス記念館の完成  ：  9 月 

 

 

 

１３ 駅・城址周辺における街区再構築に向けた検討 

県都のシンボルである福井城址・福井駅周辺において、建物の更新時期を捉えた街区の再構築や城

址公園と一体となった美しく風格のあるまち並み景観の形成の実現を図るため、地元と協議しながら、街

区再構築ガイドラインの策定を目指します。 

 

A○新E Aガイドライン素案を基にした地元協議の開始 ： 8月 



Ⅶ．市民・来街者の身近な移動手段である自転車を都市交通の一つとして再認識し、自転車を

利用して安全で快適に移動できるまちをつくります 

 

１４ 自転車の利用促進と利便性の向上 

自転車を活用したまちづくりを進めるため、自転車利用サポーター企業の育成やレンタサイクル事業

の拡充などの利用促進に取り組むとともに、放置自転車対策として分散型自転車駐車場の社会実験を

実施するなど、利便性の向上を図ります。 

 

A○新E A自転車利用サポーターの認定(※)  ：   30社 

A○新E Aふくチャリの自転車利用回数    ： 4,151回(26 年度) → 4,200回(27年度) 

A○新E A分散型自転車駐車場社会実験の開始 ：   5月 

 

※ 自転車利用サポーターの認定 

  自転車利用の推進に賛同し、積極的に利用の普及啓発に取組む企業や団体を「自転車利用サポーター」

として認定し、自転車利用の推進を図る。 

 

 

 

Ⅷ．社会情勢の変化に的確に対応した、より質の高いサービスや公共データを提供するなど、

情報基盤の整備を進めます 

 

１５ Wi-Fi(無線 LAN)の整備 

中心市街地は、ビジネスマン、学生、観光客、買い物客など多様で多くの人が集まることから、来街

者の利便性を向上させるため、福井駅周辺および観光施設などに無料公衆無線ＬＡＮを整備します。 

 

公共施設等に Wi-Fi環境を提供 ： 56カ所（26年度）→ 61カ所（27年度） 

  

  

１６ ソーシャルメディアの活用  

平成 23 年度に作成した運用ガイドラインに基づき、Twitter(ツイッター)、Facebook(フェ

イスブック)などソーシャルメディアを利用して、きめ細やかでタイムリーな行政情報の発信

を推進します。 

 

ソーシャルメディアにより行政情報を発信する所属  ： 33 所属（26年度）→ 40 所属（27年度） 

  

 



１７ ○新 社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の運用開始（第 1 期） 

   福井市総合行政情報システムの改修を行い、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の第 1 期運

用を開始します。また、制度の内容及びスケジュール等について、各部局と連携しながら広報紙やホー

ムページ、テレビなどでわかりやすく広報します。 

 
 

 

 

 

Ⅸ．適切で合理的な公共事業推進のため、監督職員の施工体制点検を通して公共工事の品質

確保に努めます。 

 

１８ 公共工事の品質確保 

工事現場の施工体制、技術者の適正配置、下請負等に関する各関連法規の厳守状況を点検し、適

正な工事執行と品質確保を図ります。 

 

工事監察指摘率 ： 40％（26 年度） →  15％以下（27 年度） 

 

※ 工事監察指摘率＝（是正指摘を受けた現場件数/工事監察を請けた現場件数）×100 

 

 

 
 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）第 1 期運用開始 : 1月 

制度内容等の広報開始                   ： 7月 


