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福井市都市計画マスタープラン改訂福井市都市計画マスタープラン改訂

まちづくり出前講座まちづくり出前講座

社中学校

平成２０年６月２０日（金）

福井のまちづくりの歴史は福井のまちづくりの歴史は
約一千五百年前にさかのぼります。約一千五百年前にさかのぼります。

皆さんも足羽山の上に立って
いる石像を見たことがあるの
ではないでしょうか？

ここで問題です。① 昭和天皇

② 継体天皇

③ 聖徳太子

今から約一千五百年前（西暦５
０７年）、この越前（福井）の
地から、一人の天皇が誕生する。

その名は継体天皇（第２６第天皇）その名は継体天皇（第２６第天皇）
（けいたいけいたい）

継体天皇は近江国（おうみのくに）継体天皇は近江国（おうみのくに）
高嶋という所で生まれ、名を男大迹王高嶋という所で生まれ、名を男大迹王
（おおとのおう）とい（おおとのおう）といいいました。ました。
男大迹王が３歳の時、父上が亡くな男大迹王が３歳の時、父上が亡くな

られたので、母上、振姫（ふりひめ）られたので、母上、振姫（ふりひめ）
に従い越前に戻り高向（たかむく、に従い越前に戻り高向（たかむく、
現・坂井市丸岡町）で育ちました。現・坂井市丸岡町）で育ちました。

その頃の越前の国は沼地同然で、人がその頃の越前の国は沼地同然で、人が
住むには限られた土地しかない国でし住むには限られた土地しかない国でし
たので、男大迹王は大変心を痛められ、たので、男大迹王は大変心を痛められ、
現在の九頭竜・足羽・日野の三現在の九頭竜・足羽・日野の三つのつの河河
川を造られ、三国に水門（みなと）を川を造られ、三国に水門（みなと）を
開き開き、たまっていた、たまっていた水を海に流されて水を海に流されて
越前平野が出来ました。これらは現在越前平野が出来ました。これらは現在
も福井の治水伝説として語り継がれても福井の治水伝説として語り継がれて
います。います。

それらの河川の整備によりそれらの河川の整備により、農業が盛、農業が盛
んになったばかりでなくんになったばかりでなく、、川を利用し川を利用し
て舟で荷を運べるようになりました。て舟で荷を運べるようになりました。
また、道を作り人々の住むところを定また、道を作り人々の住むところを定
め、養蚕（ようさん）、笏谷石の採石、め、養蚕（ようさん）、笏谷石の採石、
紙すき紙すき、、漆器、打刃物など漆器、打刃物などを教えられを教えられ
たとされたとされ、今に伝えられている、今に伝えられている産業は産業は
男大迹王の御恩恵によるものとして尊男大迹王の御恩恵によるものとして尊
ばれてきました。ばれてきました。
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時同じ頃、第２５代武烈天皇（ぶれつ時同じ頃、第２５代武烈天皇（ぶれつ
てんのう）がてんのう）が亡くなり亡くなり、諸大臣が相談、諸大臣が相談
し男大迹王を迎えにし男大迹王を迎えにきますきます。時に５８。時に５８
歳、その願いを受け入れられ、河内国歳、その願いを受け入れられ、河内国
樟葉宮（くすはのみや）にて第２６代樟葉宮（くすはのみや）にて第２６代
天皇に即位したのです。天皇に即位したのです。

継体天皇を祀る足羽神社（足羽山）

社中学校の校区である社中学校の校区である
加茂河原の熊野神社や加茂河原の熊野神社や
東下野、福町、門前の東下野、福町、門前の
各足羽神社にも御祭神各足羽神社にも御祭神
として祀られています。として祀られています。

福井市越前時代行列（毎年４月）

継体天皇隊継体天皇隊

みなさん、こんにちは！！みなさん、こんにちは！！

今日は、福井市役所のまちづくりを担当している
ところから来ました。

隊 長 継体天皇役継体天皇役 馬來田（まくた）

副隊長 撮影（カメラ）撮影（カメラ） 三上（みかみ）

隊員① 司会司会 重永（しげなが）

隊員② 福岡（ふくおか） 休み

隊員③ オペレーターオペレーター 黒田（くろだ）

その他 内田（うちだ） 休み

新町（しんまち）

都市計画マスタープラン都市計画マスタープラン
（まちづくりの計画）（まちづくりの計画）
にみんなの声を・・・・にみんなの声を・・・・

•• 今、福井市では２０年後のまちづくりの今、福井市では２０年後のまちづくりの
計画を策定中です。その計画にみなさん計画を策定中です。その計画にみなさん
の考えを提案してみませんか？の考えを提案してみませんか？

•• みなさんが大人になったとき、ふくいがみなさんが大人になったとき、ふくいが
良いまちになっているように・・・。良いまちになっているように・・・。

◇福井の未来（将来）はきみたちの◇福井の未来（将来）はきみたちの
手にかかっている！手にかかっている！

足羽川

九頭竜川

日野川

【福井市】 面積：536.17kｍ2 
人口：270,700人【平成２０年６月１日 住民基本台帳】

社中学校区域 面積：6.97 kｍ2（約1.3％）
人口：約15,000人（約5.5％）

Ｎ

足羽山
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図１-５ 年次別最深積雪量（旧福井市） （資料：福井地方気象台）

過去には
昭和３８年 ２１３センチ
昭和５６年 １９６センチ

の最深積雪を記録しています。

１．０Ｍ

２．０Ｍ

こんなに
積もった
んだね。

２１３センチ

「都市計画マスタープラン」とは･･･「都市計画マスタープラン」とは･･･

○市町村における○市町村における
まちづくりの総合的な方向性を示す計画まちづくりの総合的な方向性を示す計画

・・福井市における福井市におけるまちまちの将来像の将来像

・・土地土地の使い方の使い方などの基本などの基本なな方向方向

・・地域ごとのまちづくりの方針地域ごとのまちづくりの方針

◎福井市では、平成１２年３月につくっています。◎福井市では、平成１２年３月につくっています。

改訂都市計画マスタープラン（案）

Ｎ

土地利用方針図≪福井市全体≫

都市づくりの課題

１）人口の減少と少子高齢社会への対応

２）中心市街地（福井駅周辺）の活性化

３）個性豊かな地域の育成

４）水と緑を活かした都市環境の形成

５）広域連携社会の形成

都市づくりの理念

都市づくりの目標都市づくりの目標

人と文化をむすぶ人と文化をむすぶ「歩ける」「歩ける」まちまち

～ヒューマンスケール都市～～ヒューマンスケール都市～

目標とする都市像目標とする都市像

②快適な生活圏づくり

●２次生活圏

●コンパクト・シティ

●個性豊かな地域

③交通の骨格づくり

●広域的な交通の骨格

●都市内の交通の骨格

●自由な行動を支える交通の骨格

①多様な拠点づくり

●にぎわい交流拠点

●産業を支える拠点

●自然や歴史、健康の拠点

④水と緑の空間づくり

●水と緑の骨格

●風格のある都市景観

●水と緑のネットワーク

⑤福井市の将来都市構造図
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将来都市構造図将来都市構造図
【【地域別まちづくり方針地域別まちづくり方針】】 市街地南西部地域市街地南西部地域

目標目標
「住み良い環境を保全しつつ、「住み良い環境を保全しつつ、
スポーツ･レクリェーションの要となるまち」スポーツ･レクリェーションの要となるまち」

≪基本的な考え方≫
足羽山、福井運動公園、フェ
ニックスパークなど、福井市を
代表するスポーツ・レクリエー
ション機能と共存しながら、新
しい住宅市街地として緑豊か
なまちづくりを進めていきます。

明治27年（1894年）頃の様子 昭和12年（1937年）頃の様子

（空襲後）

明治２２年全国の主要３９都市と
ともに我が国で最初の市制が施行
された。
当時の福井市の人口は38,981人、
面積は4.43km2でした。

土地区画整理事業の実施時期土地区画整理事業の実施時期

社中学校の区域社中学校の区域

福井復興土地区画整理設計図
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運動公園

都市計画総括図

図

中

社中学校社中学校は？は？

みどり図書館みどり図書館は？は？

みんなの家はどのあたりかな？みんなの家はどのあたりかな？
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住みやすさ日本一といわれる福井市。市内には誇れる
ものが数多くあります。
「福井市民の誇り百選」は、福井市として全国に誇れ
るものを一般公募した結果をもとに策定しました。
福井市全域を対象にして誇りとなるものを選んだ「全
域部門」と、福井市を構成する地区ごとに選んだ「地
区部門」の二つで成り立っています。
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社北地区社北地区 あじさいロードづくりあじさいロードづくり

＜地震に強いまちづくり＞＜地震に強いまちづくり＞ 今年は福井地震発生から６０周年今年は福井地震発生から６０周年

福井地震（Ｍ７．１、震度６）
【発生日時】昭和２３年（１９４８年）６月２８日 【震源地】坂井市丸岡町付近
【災害の概要】 死者・行方不明者 3769名 負傷者 2万2203名

全壊 3万6184戸 半壊 1万1816戸 焼失 3851戸

【【豆知識豆知識】】福井地震によって、このあと気象庁福井地震によって、このあと気象庁
震度階級には新たに震度７が追加震度階級には新たに震度７が追加
されることとなりました。されることとなりました。

もしも！リュックもしも！リュック
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• AOSSA（アオッサ）
さて、みなさん、まちづくりさて、みなさん、まちづくり
に関心がわいてきましたか？に関心がわいてきましたか？

この続きは
７月１５日（火） 午後からまちづく
りワークショップを行います。

まちづくりワークショップとは？まちづくりワークショップとは？

まちの良いところや、良くないところを見つけ、みんなで話し合おう。

北の庄通り

東郷のまち

新田塚公園

まちのプランをつくろう

出来たプランを発表しよう

この資料は、「ひょうごこどもまちづくり読本」（兵庫県作成）を抜粋して作成しています。
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７月１５日（火） 午後
まちづくりワークショップ

福井の未来（将来）はきみたちの福井の未来（将来）はきみたちの
手にかかっている！手にかかっている！

都市計画マスタープラン都市計画マスタープラン
（まちづくりの計画）（まちづくりの計画）
にみんなの声を・・・・にみんなの声を・・・・

お疲れ様でした！！お疲れ様でした！！
また、会いましょう・・・。また、会いましょう・・・。

福井市都市計画課マスタープラン策定委員会
事務局一同

福井市都市計画マスタープラン改訂福井市都市計画マスタープラン改訂

まちづくり出前講座まちづくり出前講座
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１－１ あなたの住んでいる地区（中学校区の範囲）の中で、あなたが好きな

ところや他の地区の人に自慢したいところはどこですか？ できるだ

け多く書いてください。 

 

 

１－２ あなたの住んでいる地区（中学校区の範囲）の中で、変えたいところ

や不便なところはどこですか？できるだけ多く書いてください。 

 

 

 

 

 

２．福井市全体の中で良いところや他のまちに住んでいる人に自慢したいとこ

ろはどこですか？ 

 

 

 

 

 

３．もしあなたが市長になったら、福井市をどのようなまちにしたいですか？ 

 

（裏面もあります→） 

 11
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４．休日に家族や友達と出かけるときはどこへ行くことが多いですか？ 

いくつでも書いてください。 

 

 

 

 

家族と出かけるとき・・・ 

 

友達と出かけるとき・・・ 

 

 

 

５．休日に出かけるときの交通手段は何ですか？それぞれ最も多いものを 

1 つだけ書いてください。（例：徒歩、自転車、バス、電車、車など） 

家族と出かけるとき・・・ 

友達と出かけるとき・・・ 

 

 

☆ 次の質問は当日書いてもらいます ☆ 

６．今日のワークショップでみんなの発表を聞いて思ったことや考えたこと、 

まちづくりについて福井市の職員に伝えたい自分の意見をご自由にお書き

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

※ このアンケートはワークショップ終了後に回収します 

 

 

～ご協力ありがとうございました ～ 




