
100SHINTOSHI/Vol.62, No.5 / May 2008

連載
中心市街地の再生に向けて
～認定基本計画の取り組み～

1．はじめに

福井市は、平成 18 年 2 月 1 日に隣接する美山町、
越廼村、清水町との合併により、総面積約 536 km2、
人口約 27 万人の新しい市となった。東は美しい山並
みを有し、西は雄大な日本海に面しており、清らか
な九頭竜川、足羽川、日野川の三大河川を有する自
然環境に恵まれたまちである。

JR 福井駅周辺の西側に拡がる市街地は、室町時代
に、北の庄と呼ばれ、柴田勝家の北ノ庄城の築城に
より城下町として形成され、明治 22 年の市制施行以
来、鉄道の開通や織物産業等の興隆により政治・経
済・文化の中心都市として発展してきた。昭和 20 年
7 月の空襲、昭和 23 年の福井大震災と壊滅的な打撃
を受け、さらに水害、風害と幾多の災害に見舞われ
たものの、市民の不屈の精神によって不死鳥のよう
に甦り、今日の「不死鳥のまち福井」を築き上げて
きた。

全国各都市の「すみよさランキング（都市データ
パック 2006 年版東洋経済新報社）｣ において、安心
度、利便性、快適度、富裕度、住居水準充実度の観
点から総合 1 位に選ばれるなど、福井市は住みやす
い環境であるといえる。

2．基本計画策定の背景

本市の中心市街地は、福井県の県都として社会経
済活動の中心的役割を果たしてきた地域であり、JR
福井駅を中心に商業、業務、居住などの多様な都市
機能や公共交通の結節機能が、徒歩圏域内に比較的
コンパクトに集積している。

一方、市街地周辺部においては、人口や商業・業
務機能の受け皿とするため、政策的に市街地を拡大
し、主に土地区画整理事業により、道路、公園など
都市基盤整備を進め、高い道路整備率により自動車
で移動しやすい都市となり、モータリゼーションの
進展や商業立地の規制緩和等によって、住宅、商業
施設の立地が進んできた。併せて、公共公益施設の
市街地周辺部での立地も進んでおり、これらが中心
市街地における魅力の低下を招く一因となった。

そのため、本市では、中心市街地にかつての賑わ
いを取り戻すため、平成 11 年に福井市中心市街地活
性化基本計画を策定し、「出会い、暮らし、遊びが彩
るまちづくり」の理念のもと、これまでに各種活性
化事業に取り組んできた。

主な取り組みとして、
○福井駅周辺土地区画整理事業
 　駅周辺の効率的な土地利用や、交通渋滞の解消、
駅前広場整備による交通結節機能強化
○ 福井駅付近連続立体交差事業（平成 17 年 4 月

JR 北陸線高架開業）
　鉄道高架化による東西交通の円滑化
○ 三の丸地区第一種市街地再開発事業（平成 15 年

4 月竣工）
　住宅、病院、ケアハウス及び商業の施設を整備
○ 手寄地区第一種市街地再開発事業（平成 19 年 4

月オープン）
　図書館、県民ホール、商業の施設などを整備
○ 賑わいの道づくり事業（中央 1 丁目地区）（平成

18 年 3 月竣工）
　道路の舗装の高質化、電線類の地中化
○ まちなか文化施設「響のホール」整備事業（平

成 16 年 6 月オープン）
 　ホール、レコーディングスタジオ、パフォーミ

福井市中心市街地活性化基本計画に
ついて
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ングボックス
これらの事業により、中心市街地の基盤整備は進

んできたが、商業施設の市街地周辺部への立地も進
んだことにより、中心市街地における歩行者通行量
の下げ止まり傾向が見られるものの、依然として、
中心市街地の人口や年間小売販売額、事業所数等が
減少し、賑わいが喪失し続けている。

3．基本計画区域の設定

旧基本計画の区域において、これまで展開してき
た活性化事業により社会基盤等のストックが蓄積し
てきており、また、主要な事業も継続して行ってい
る。

これらの事業により、JR 福井駅を中心とした交
通結節機能を活かし、商業、業務、文化などの様々
な都市機能を集約することで、コンパクトなまちづ
くりを推進していくため、旧中心市街地の範囲を引
き続き本計画における中心市街地の範囲と定めてい
る。

中心市街地：

約１０５．４ｈａ

足羽川 ＪＲ北陸本線

木田橋通り

さくら通り

芦原街道

ＪＲ福井駅

福井市の中心市街地の区域図

4．中心市街地活性化の方針及び目標

○計画期間　
　平成 19 年 11 月～平成 25 年 3 月（5 年 5 月）
○方針及び目標

多様な手段で行動ができ

る交通体系の維持・強化

を図る

まちなか居住を愉しむ定

住を促進する

にぎわい交流空間の形成

を図る

福井駅を玄関口とする自

然と歴史が調和した魅力

ある都市環境を創出する

４つの方針 ３つの目標

訪れやすい環境を

つくる（出会い）

居住する人を増や

す（暮らし）

歩いてみたくなる

魅力を高める（遊

び）

○目標の内容
①訪れやすい環境をつくる（出会い）
　 　JR やえちぜん鉄道など多様な公共交通が集

まっている特性を活かした拠点施設を整備し、
働く場や買い物する場としての魅力と利便性を
高め、公共交通の利便性の向上や交通結節機能
の強化を図ることにより、誰もが訪れやすい環
境をつくっていく。

②居住する人を増やす（暮らし）
　 　核家族化が進む中、世帯分離による中心市街

地からの人口流出を抑え、新たな都心居住の
ニーズに対応するために、多様な都市機能や自
然、歴史・文化資源が集積している中心市街地の
特性を活かした居住環境を提供することによっ
て、人口の増加を図っていく。

③歩いてみたくなる魅力を高める（遊び）
　 　商店街が連携したイベントの実施、響のホー

ル、県民ホールなどの文化施設やオープンス
ペースを活用した様々な文化活動の展開などの
商業、業務、文化などの都市機能や、福井城址
や足羽川などの歴史・自然資源を活かし、歩い
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てみたくなる魅力を高め、中心市街地の賑わい
を創出していく。

　 　特に、拠点となる商業施設や文化施設が立地
集積しているアオッサから福井西武までの歩行
者動線軸上の賑わいを重点的に創出し、その効
果を中心市街地全体に波及させていく。

5．数値目標の設定

目　　標 評価指標 基準値
H18

目標値
H24

目標 1
訪 れ や す い 環
境をつくる

公 共 交 通 機 関
乗車数

（鉄道 1 日平均）

13,592 人
/ 日

15,300 人
/ 日

（約 13%増）
目標 2
居 住 す る 人 を
増やす

居住人口 4,474 人 5,200 人
（約 16%増）

目標 3
歩いてみたくな
る魅力を高める

歩行者・自転車
通行量

（休日）

43,440 人
/ 日

52,500 人
/ 日

（約 21%増）

6．中心市街地活性化のための主な事業

活性化の目標を達成するため、各種の事業を推進
していく。その中で特に主要な事業は、下記の事業
である。（全 64 事業、継続 34 事業、新規 30 事業）

「目標1　訪れやすい環境をつくる」に対応する事業
○福井駅西口中央地区第一種市街地再開発事業
 　県都の玄関口にふさわしい「にぎわい交流拠点」
を形成していくことを目的とし、周辺地区との連
携機能、駅前広場の補完機能、まちなか居住機能、
広域交流機能等の整備を行う。

福井駅西口中央地区第一種市街地再開発事業の概念図

○ 福井駅周辺土地区画整理事業 （西口・東口駅前
広場の整備）

 　鉄道による市街地の分断を解消させ東西一体と
なった都市整備をすることにより、駅周辺の効率
的な土地利用や、交通渋滞の解消を行い、駅前広
場整備により交通結節機能強化を図る。

西口・東口駅前広場の計画図

○えちぜん鉄道三国芦原線の LRT 化
 　えちぜん鉄道三国芦原線を福井鉄道の路面軌道
区間へ乗入れ LRT 化する。また、福井鉄道をえ
ちぜん鉄道三国芦原線へ乗入れ、相互直通運行と
する。そのために必要な交通結節機能の強化を図
るため周辺整備を行う。

えちぜん鉄道三国芦原線の LRT 化

○コミュニティバス事業
 　中心市街地へ訪れる手段として、コミュニティ
バス「すまいる」を運行することにより、来街者
の増加を図る。
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コミュニティバス「すまいる」

○県都活性化税制
 　民間の新たな投資を促していくために、中高層

（4 階建て以上）の建物の新築、増改築に対して固
定資産税の軽減を行う。

「目標 2　居住する人を増やす」に対応する事業
○ 中央 1 丁目（駅前南通り）地区優良建築物等整

備事業
 　居住施設、商業施設、駐車場を用途とした地上
14 階の共同ビルを建設することにより、中心市街
地の賑わい創出と都心居住の促進につなげていく。
○ 中央 3 丁目地区優良建築物等整備事業
 　居住施設、コミュニティルーム、駐車場といっ
た、居住中心の 12 階の共同住宅を建設すること
により、都心居住の促進につなげていく。
○大手 2 丁目地区優良建築物等整備事業
 　居住施設、診療所、駐車場といった、居住中心の
14階の共同ビルを建設することにより、中心市街地
の賑わい創出と都心居住の促進につなげていく。
○ウララまちんなか住まい事業
 　良好な住宅への建設補助や購入者への支援をす
ることにより、まちなかへの居住を促進していく。

ウララまちんなか住まい事業の施行事例

「目標 3　歩いてみたくなる魅力を高める」に対応
する事業

○さくらの小径・浜町通り界隈整備事業
○浜町おもてなし空間づくり事業
 　浜町通りの景観整備により、おもてなしの空間
づくりを行うことで、浜町界隈の回遊性の向上を
図る。

さくらの小径の整備イメージ図

○御廊下橋復元整備事業
 　御廊下橋を復元することにより、福井城址の歴
史的な価値を高め、まちなかへ魅力を向上する。

御廊下橋復元イメージ図

○賑わい創出事業
○賑わいづくり支援事業
 　イベント等の実施やイベント等の支援をするこ
とにより、賑わいを創出する。

まちなかでのイベント風景
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7．大規模集客施設の立地について

本市におけるこれまでの大規模集客施設の立地の
経緯を踏まえると、準工業地域において、国道 8 号
や 416 号などの幹線道路沿いを中心に、自動車交通
の利便性の良さから大規模集客施設の立地が進んで
いる。

近隣商業地域においても大規模な商業施設が立地
し、広域的な都市機能として土地利用が行われてい
る地区がある。

中心市街地の活性化の取組み効果を確保し、また、
中心市街地に都市機能を集約することによるコンパ
クトなまちづくりを推進するため、今以上の大規模
集客施設が準工業地域及び近隣商業地域に立地する
ことは望ましくないと考え、これらの地域において
大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区の指
定を行った。（平成 19 年 11 月 30 日都市計画決定）

8．おわりに

福井市は、これからの人口減少や少子高齢化社会
が進展していく中で、快適な都市環境と市民生活の
利便性の向上を図るため、コンパクトなまちづくり
を進めていくこととしている。

これは、にぎわいのある中心部と地域コミュニ
ティを大切にした郊外部、それを結ぶ誰もが移動し
やすい公共交通の整備を推進していくこととしてい
るが、中心市街地の活性化は、コンパクトなまちづ
くりのための第一歩として、また、きたるべき新幹
線開業に向け取り組むものである。

今後は、この計画に基づき、目標を達成していく
ため、着実に各種事業を実施していていく必要があ
る。そのためには、福井市中心市街地活性化協議会
と連携しながら、官民一体となった取り組みを進め、
活性化に取り組んでいきたい。

（かとう　まさかず）

中心市街地の区域（約 105.4 ha）と実施する 64 事業の事業位置図
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大規模集客施設の立地制限地区（準工業地域及び近隣商業地域）の指定状況


