
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 28 年 4 月 1 日 

都市戦略部長  堀 内 正 人  

 

【基本方針】 

 

全国に誇れる「ふくい」に向けて、県都としての魅力を高め新しい人の流れを実現でき

るまちを作ります。 

そのため、ハピリンを拠点とした、にぎわい創出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、内外に情報発信しながら進めます。 

また、北陸新幹線の一日も早い福井駅開業に向け積極的に取り組みます。 

さらに、誰もが住みよいまちづくりを進めるとともに、安全で安心な暮らしをおくるこ

とができるよう交通安全対策を推進します。 

 

【組織目標】 

 

Ⅰ．次代に向けた県都の顔にふさわしい魅力と賑わいを創出するため、民間のまちづくり

を支援し、「県都デザイン戦略」を推進します 

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、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、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．交通事故の少ない安全で安心なまちをつくるため、交通安全対策を推進します 

Ⅵ．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一日も早い開業に向け

積極的に取り組みます 

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．行政課題の解決に向けて、調査・分析能力を高め、各種統計調査の積極的な利活用を

図るとともに、公共データの活用を促進するため、積極的に行政情報を提供します 

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 



【行動目標】 

 

Ⅰ．次代に向けた県都の顔にふさわしい魅力と賑わいを創出するため、民間のまちづくりを支援し、

「県都デザイン戦略」を推進します 

 

１ ○新 民間主体のまちづくりへの支援 

北陸新幹線福井開業を控えた県都の玄関口である福井駅周辺や城址周辺において、民間主導の

再開発や共同建替えの誘導等により民間投資を促進するため、民間活力をいかした県都の顔づく

り事業や平成 28 年 3 月に策定した福井駅・城址周辺地区まちづくりガイドラインをＰＲしてい

きます。 

 

中央 1丁目 10番地地区の共同建替えへの支援 ： 12 月 

城址周辺まちづくりワークショップの開催   ：  8 月 

 

 

 

２ 福井駅周辺における市街地整備の推進（福井駅周辺土地区画整理事業の推進） 

福井駅周辺土地区画整理事業では、福井駅西口広場が完成し、路線バスや、路面電車等交通結

節強化が図られたところです。 

県都の玄関口にふさわしい都市環境の形成、東西交通の円滑化と市街地の均衡ある発展を図る

ため、現在県が進めているえちぜん鉄道の高架化事業にあわせ、福井駅東口広場整備の着手や道

路整備を行い、平成 30年度完了に向け事業を推進します。 

 

進捗率(※) ： 91.5％（27 年度）→ 91.8％（28年度） 

 

※ 進捗率 

（事業費累計額／総事業費） 

平成 27年度実績 41,728,419千円／45,612,000 千円≒91.5％ 

平成 28年度目標 41,881,306千円／45,612,000 千円≒91.8％ 

 

 

  



３ 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 期福井市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、中心

市街地活性化の効果が得られるよう市民団体や学識経験者などで構成する福井市中心市街地活

性化マネジメント会議からの提言や助言をいただきながら、着実に推進します。 

また、昨年度構築した市民活動団体などのネットワークを活かし、まちなかでの活動への参画

に向けた新たな仕組みであるマチなかサポーター制度(※)との連携を図りながら、ハピテラス等

を活用した賑わい創出に寄与する自発的な活動を応援します。 

 

歩行者・自転車通行量 ： 30,002 人（27年度） → 44,200人（28 年度） 

○新E A マチなかサポーターとの協働事業への支援 ： 3件 

 

※ マチなかサポーター制度  

ハピリンやまちフェスでのイベントを盛り上げる方々（パフォーマー、ボランティア、イベント出展

者）を登録する制度 

 

 

 

４ 「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。 

また、足羽山及び愛宕坂周辺を対象に、足羽山公園遊園地の駐車場整備や園路の舗装などの先

行事業を含めた既存施設を再整備する行動計画を策定し、足羽山の魅力向上に取り組みます。 

 

A○新E A 庁線の整備完了（景観づくり整備） 

A○新E A 城址周辺道路(※)の実施設計完成 

A○新E A 足羽山魅力向上計画の策定 ： 12月 

 

※ 城址周辺道路 

  市道 1-368 号線（農業会館前道路）及び市道 1-369 号線（順化公民館前道路） 

 

 

 

  



５ ○新 ハピリンを拠点とした賑わいの創出 

県都の玄関口にふさわしい『にぎわい交流拠点』の形成を図り、都市間競争への対応や北陸新

幹線福井開業を見据えたまちづくりを進めます。 

福井駅西口再開発ビル「ハピリン」を拠点として、市内外へのＰＲ活動や、にぎわい創出に向

けたイベント等を実施するとともに、ふくいの観光、自然、文化、市民活動等の様々な情報発信

により、中心市街地への誘客と活性化につなげます。 

 

ハピリン来場者数(※) ： 40万人 

 

※ ハピリン来場者数 

福福館、セーレンプラネット、ハピテラス及びハピリンホールへの来場者延べ人数 

 

 

 

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、良好な景観を形成します 

 

６ ○新 県都にふさわしい良好な景観形成 

平成 30 年の福井国体開催や北陸新幹線福井開業を見据え、県庁線整備に併せ、地権者や事業

者とともに景観づくりの検討を行い、建物や敷地内のデザインといった景観形成のルールを作成

することで、城址と一体となったまち並みの実現に向けた景観誘導を推進します。 

また、県都にふさわしい景観形成を図るため、福井都心地区内の福井城址地区において特定景

観計画区域に指定されていない区域の追加指定に向けた取組を進めます。 

 

県庁線沿線におけるまちづくり計画の作成 

福井城址地区における特定景観計画区域の追加指定に向けた景観基準（案）の作成 

 

 

 

  



Ⅲ．公共交通を活用したコンパクトなまちづくりを進め、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 

 

７ 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、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 ： 15,964 人（27 年度）→ 16,000人（28 年度） 

 

８ 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

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

画を平成 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と、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り、平成 28 年度は、昨年

度実施した市街化区域内の建物や土地利用状況の調査結果を基に、都市機能誘導区域を設定しま

す。 

 

都市機能誘導区域の設定 

 

９ 適正な土地利用及び街路整備の促進 

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

り組織やまちづくりグループの活動に対し、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、都市計画道路の整備を計画的に進めます。 

 

地区計画策定数の累計  ： 15地区（27年度）→ 19地区（28年度） 

都市計画道路整備率(※) ：  82.7％（27年度）→ 83.5％（28年度） 

 

※ 都市計画道路整備率 

（都市計画道路改良済延長／都市計画道路延長） 

平成 27年度実績 193,022m／233,340m≒82.7％ 

平成 28年度目標 194,800m／233,340m≒83.5％ 



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 

 

１０ 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。また、福井駅西口広場開業により新たな転機を迎えることから、会

議の中で新規利用者の増加に向けた取り組みについて議論を行います。 

 

公共交通を活用した地域づくりの支援    ： 14地域（27 年度）→ 15地域（28年度） 

モビリティ・マネジメント学習会の参加者数 ：  498 人（27年度）→  550人（28年度） 

地域生活交通活性化会議の年間開催回数   ：   11 回（27年度）→  12回（28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 

 

 

 

１１ 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。 

また、昨年度運行を開始した相互乗り入れ及び福井鉄道駅前線延伸により、利便性が向上した

ことから、さらなる利用促進策に取り組み、利用者増加を目指します。 

さらに、田原町駅周辺の整備事業に取り組み、えちぜん鉄道と福井鉄道の相互乗り入れの拠点

としての機能を強化するほか、コンベンション機能を有するフェニックスプラザとの連携を図り

ます。 

 

   福井鉄道乗車人員       ： 198.4万人（27年度）→ 203.4万人（28年度） 

   えちぜん鉄道乗車人員     ： 345.9万人（27年度）→ 350.9万人（28年度） 

○新E A 市役所前電停改良詳細設計着手 ： 10 月 

A○新E A 田原町駅周辺整備工事着手   ：  6 月 

 

  



１２ 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 

              ： 303 万人（27 年度見込み）→ 330万人（28年度） 

バス路線の最適化の効果検証 ： 鮎川線、大野線 

                文殊山号（予約制乗合タクシー） 

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 

： 18地域（27年度）→ 19地域（28年度） 

 

 

 

１３ 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。 

 

大手･大手第 2・本町通り地下駐車場の利用台数 ： 58万台（27 年度）→ 59 万台（28年度） 

 

 

 

Ⅴ．交通事故の少ない安全で安心なまちをつくるため、交通安全対策を推進します 

 

１４ 交通安全対策の推進 

交通事故を未然に防止するため、交通安全推進団体や関係機関と連携して、四季の交通安全運

動をはじめとする交通安全普及啓発事業を実施するとともに、各地域の高齢者や幼児・児童を対

象にした交通安全教室を開催し、さらにその活動状況を広くＰＲする事により、市民一人ひとり

の交通安全意識の向上を図ります。 

また、第 10 次福井市交通安全計画に基づいた様々な取組を実施することにより、交通事故の

少ない安全で安心なまちづくりを推進します。 

 

市内における交通事故死傷者数 ： 1,157人（27年）→ 1,150 人以下（28年） 

交通安全教室の開催回数    ： 261回（27 年度）→ 265回（28年度） 

 

 

 



１５ 高齢者の交通事故縮減 

高齢者向けの交通安全教室の開催等により、交通安全意識を向上させ、高齢者の交通事故の縮

減に努めます。 

また、高齢者が第１当事者となる交通事故を防止するため、高齢者運転免許自主返納事業の推

進を図るとともに、交通安全推進団体や関係機関と連携して運転免許の自主返納を促します。 

 

高齢者が第 1当事者(※)となる交通事故件数 ： 199 件（27 年）→ 190件以下（28年） 

高齢者運転免許証自主返納者数       ： 377 人（27 年）→ 450人以上（28年） 

 

※ 第 1 当事者 

交通事故の当事者のうち、過失（違反）がより大きい者 

 

 

 

Ⅵ．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一日も早い開業に向け積極的に

取り組みます 

 

１６ 北陸新幹線の建設促進 

北陸新幹線については、平成 34 年度末までの金沢・敦賀間開業に向けて工事が進捗していま

すが、与党プロジェクトチーム及び国土交通省では、敦賀までの早期開業に向けて最大限努力す

る方向で、今後、政府・与党ワーキンググループ等で詳細検討が行われています。 

北陸新幹線の 1 日も早い福井開業に向け、鉄道・運輸機構及び県と連携しながら、平成 28 年

度中の用地取得の完了を目指します。 

また、福井駅整備については、利用者にとって利便性及び快適性の高い駅となるよう国に要

望・提案するほか、駅舎デザインのコンセプトを策定します。 

 

用地取得の完了 

A○新E A 福井駅舎デザインコンセプト策定 ： 12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 

 

１７ ○新 自転車走行空間整備の推進 

自転車が安全で快適に走行できるよう、自転車走行空間の整備を進めます。今年度は、モデル

事業として、自転車通学の多い中学校区において、通学路上に自転車マークなど路面標示を行い、

自転車の安全な通行と自動車運転者に注意喚起を促すなど、安全性についての検証を行います。 

 

自転車マークなどの路面標示 ： 8月 

 

 

 

１８ 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、分散型自転車駐車場の整備、自転車利用サポータ

ーの認定、レンタサイクル事業の拡充などに取り組みます。 

 

   自転車利用サポーターの認定(※)団体数 ：   32 社（27年度）→   50社（28年度） 

   ふくチャリの自転車利用回数      ： 5,517 回（27年度）→ 5,600回（28年度） 

○新E A 分散型自転車駐車場数         ：  0箇所（27 年度）→  2箇所（28年度） 

 

※ 自転車利用サポーターの認定 

自転車利用の推進を図ることを目的に、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 

 

 

 

Ⅷ．行政課題の解決に向けて、調査・分析能力を高め、各種統計調査の積極的な利活用を図るとと

もに、公共データの活用を促進するため、積極的に行政情報を提供します 

 

１９ ○新 統計調査等の分析 

中核市への移行に向けて地域の実情に即した施策が必要となることから、各種行政課題の解決

に向けた統計情報の有効活用が重要となってきます。そのため、政策立案の有効な手段として各

種統計情報のデータベースを構築します。 

 

各種統計データベースの構築 ： 10月 

 

 



２０ ○新 オープンデータの充実 

公共データは市民共有の財産であるという意識の下、市民生活の向上、企業活動の活性化を図

るため、オープンデータの充実に取り組むなど積極的に行政情報を提供します。 

 

オープンデータ件数 ： 45 データ（27年度）→ 60 データ（28年度） 

 

 

 

２１ ○新 Wi-Fi（無線 LAN）の利用促進 

中心市街地は、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

周辺や観光施設など 8カ所に無料公衆無線ＬＡＮを整備(※)しました。今後は、ハピリンのオー

プンや福井しあわせ元気国体の開催を見据え、魅力ある情報の発信や広報の強化に取り組み、さ

らなる来街者の利便性の向上と利用促進を図ります。 

 

Wi-Fi 利用者数 ： 3,677 人/月（27 年度）→ 5,500 人/月（28年度） 

 

※ 無料公衆無線ＬＡＮ整備箇所 

福井駅西口駅前広場、東口交通広場（バスチケットセンター周辺）、 

福井市にぎわい交流施設（屋根付き広場）、福井駅前商店街、中央公園、 

北の庄城址資料館（柴田神社）、グリフィス記念館（おもてなし館）、養浩館庭園（東口入口周辺） 

 

 

 

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 

 

２２ 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(※) ： 42.8％（27年度）→ 15％以下（28 年度） 

 

※ 工事監察指摘率 

（是正指摘を受けた現場件数／工事監察を受けた現場件数） 

平成 27年度実績 3件／7件≒42.8％ 

平成 28年度目標 是正指摘件数／監察件数≒15％以下 

 


