
市場調査（企業立地意向調査について）

基本的機能 ＜５月２９日第２回策定委員会で説明＞

宿泊施設
飲食施設
コンビニ
レンタカー

先行的に調査

資料４－３

都市計画マスタープランでの南越駅周辺の位置付け

広域高次都市機能：県域を超える多様な利用者を対象とする広域交流及び連携拠点

商業施設
レジャー施設
観光施設
文化施設
スポーツ施設
コンベンション
企業
教育施設
AI・IoTを活用した研究・産業関連施設

具体的にイメージされる施設

地元協議会や（第１回・第２回委員会）、
仁愛大学生からの要望が大きい

複合型の用途で更なる賑わいを創出

優先的に調査



市場調査（企業立地意向調査）の進め方

策定委員の意見 調査方法の説明 調査結果の報告
企業立地・機能導入の実現性を踏まえた

まちづくり計画案の検討

近畿圏に展開する事業者
約3,000社
（候補業種）

・ホテル ・銀行業
・情報サービス・学校教育
・学術研究機関・医療福祉
・総合建設業 ・製造業
・貨物運送業

全国展開する事業者
約2,000社
（候補業種）

・ホテル
・情報サービス
・総合建設業
・学術研究機関
・貨物運送業

第1回～第３回委員会 第３回委員会 第４回委員会 第５回委員会

宿泊業等基本的機能を先行

商業施設・レジャー施設を優先
市場調査

市場調査の進め方

誘致対象事業者の抽出

アンケートによる
意向把握

参加確度の高い
事業者へのヒアリング

９月

９－１０月 １１－１２月

１１月上旬
１２月下旬

８月

基本的機能先行（７月～）

商業施設・レジャー施設優先（８月～）

策定委員会との関係

現時点（８月30日） 宿泊業等へのアンケート送付済
商業施設・レジャー施設運営企業抽出中

第２回策定委員会で基本的機能と位置付けられものについては、調査を先行させていただきました。



令和元年〇月吉日 

事業者各位 

越前市 北陸新幹線新駅「南越駅（仮称）」周辺への立地意向に関するアンケート調査 

ご協力のお願い 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

 平素より皆様には、越前市の産業振興・企業誘致施策等に対し格別のご理解、ご支援を賜

り厚くお礼申し上げます。

さて、越前市では、北陸新幹線整備に伴い新設される「南越駅（仮称）」及び周辺地域にお

いて、新駅を核とした新たな拠点形成を目指し、積極的に企業誘致活動を展開してまいりま

す。 

つきましては、事業者の皆様に当市における事業展開の可能性等につきまして、ご意向や

ご意見を賜りたく、下記のとおり、アンケート調査を実施することとなりました。御多忙の

ところ大変恐縮ではございますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

敬 具

越前市長 奈良 俊幸  

記 

○調査目的 

“越前市への具体的な立地意向”等をお伺いし、その調査結果をまちづくり計画の検討

の参考及び今後の産業振興・企業誘致施策等に活かすことを目的に行うものです。 

○回答方法 

調査票にご記入の上、同封の返信用封筒またはファクシミリによりご返送下さい。 

なお、〇月〇日を目途にご返送いただければ幸いです。 

○特記事項 

ご回答いただきました貴社の情報は、越前市の南越駅（仮称）周辺のまちづくり計画の

検討に関する業務にのみ活用させていただき、他への転用等は一切行わないものとさせ

ていただきます。

○調査に関するお問い合わせ

 【調査委託先】 

株式会社ＵＲリンケージ 販売事業本部 販売計画部 施設立地調査課 

担当：木村、竹田、三好 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-5-3 日本橋西川ビル 9階 

   Tel：03-6214-5683 、Fax：03-3272-6057  

○企業誘致施策等に関するお問い合わせ

 【調査主体】 

越前市 建設部 都市計画課 担当：廣瀬、三田村 

   〒915-8530 福井県越前市府中一丁目 13-7 

   Tel：0778-22-3012

以 上
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福井市

越前市 

越前町 鯖江市

南越前町

池田町

敦賀市

小浜市

坂井市

あわら市

勝山市

大野市

■添付資料 

南越駅（仮称）周辺の概要 

 越前市の概要  
■福井県越前市 

○武生市と今立町と合併して平成１７年１０月に誕生 

○面積 ２３０.７０平方キロメートル 

○人口 ８２,７５４人（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

「モノづくりのまち」越前市 
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＋ 
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 ２年続けての人口増 

 南越駅（仮称）の概要  
■南越駅(仮称)の位置 

・南越駅(仮称)周辺地域は、越前市及び丹南地域の中心に位置し、北陸新幹線、北陸自動車道武生イ

ンターチェンジ、国道８号、県道が近接する広域交通の結節点 

・県内の４つの新幹線駅の中で唯一の新設置駅（２０２３年春開業予定） 

■利用者数推計 

・南越駅(仮称)の利用者数推計は、直近の統計資料を基に推計すると約２，０００人／日

(１)在来線からの転換利用者数  １，３６４人

(２)自動車からの転換利用者数    ３３４人

(３)新幹線開業による誘発利用者数    ２３４人

利用者数推計 約２，０００人
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 アクセス  

 南越駅（仮称）周辺のまちづくり  
■周辺状況                  ■まちづくり計画 

 ＜スケジュール案＞ 

2019 年度 
(R1) 

2020 年度 
(R2) 

2021 年度 
(R3) 

2022 年度 
(R4) 

2023 年度 
(R5) 

2024 年度 
(R6)以降 

○南越駅周辺まちづくり計画       

○駅前広場、道の駅       

計画策定 計画に基づくまちづくりの実施 

基本設計 
詳細設計 

工事（南越駅開業に合わせ開業） 

駅前広場、道の駅整備計画 

南
越
駅
開
業

（
予
定
）

鉄道 自動車
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 まちづくりのテーマ 

 まちの将来像 

実現可能 
具体的で実現可能なもの 

持続可能 
丹南地域で自律するもの 

共生 
伝統と先端、都市と自然、多文化 

女性の活躍 
子育て・教育環境日本一 

地域の未来を担う拠点を創造する



※ご返送に際しましては、９月４日（水）までに同封の返信用封筒をご利用いただくか、ファクシミリにてお送り下さい。 FAX № 03－3272－6057 ㈱UR リンケージ 販売計画部施設立地調査課 担当：木村、竹田、三好 

【御記入にあたってのお願い】 

１． 本調査は、2022 年度末に開業を予定している北陸新幹線「南越駅（仮称）」及び周辺地域について、越前市が

進める新たな土地利用に向けた検討や企業誘致施策等に反映させていただくことを目的に実施するものです。 

２． ご回答に際しましては経営幹部の方あるいは開発担当の方にご記入いただければ幸いです。 

３． 関連する資料「南越駅（仮称）周辺の概要」を同封しておりますので、ご参考の上ご記入いただければ幸いで

す。 

４． この調査に関してご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡下さい。 

５． ご記入いただいた内容につきましては、厳重に管理し、外部に情報を開示することはございません。なお、ご記

入いただいた内容確認等のために、ご連絡を差し上げる場合がございますので、ご理解とご協力のほどよろしく

お願いいたします。 

【調査実施機関】 

株式会社ＵＲリンケージ 販売事業本部 販売計画部 施設立地調査課 担当 ： 木村、竹田、三好 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-5-3 日本橋西川ビル 9階 

TEL ： 03-6214-5683  FAX ： ０３－３２７２－６０５７

【調 査 主 体】 

越前市 建設部 都市計画課  担当：廣瀬、三田村 

〒915-8530 福井県越前市府中一丁目 13-7 

TEL ： 0778-22-3012 

＜※ 該当するものに○をお付け下さい。また、（ ）部分等については御記入ください。＞ 

現在、本社・事務所・製造施設・店舗・サービス施設などの新設、増設、または拡大を予

定されていますか。 

１．具体的な予定があり、用地等も確保済み 

２．具体的な予定はあるが、用地等は現在検討中又はこれから検討する 

３．将来の為に検討している  

４．当面の予定はない⇒【問３へ】 

※問１で「1」「2」「3」とお答えいただいた方は、【問２】へお進みください。「4」とお答えいただいた方

は、【問３】へお進みください。 

問 6 検討されているエリアは、どのエリアでしょうか。（複数回答可） 

１．福井県  ２．福井県以外の北陸新幹線沿線 

３．その他エリア（都道府県名   ） 

 問  越前市を立地の候補地として検討する可能性がある場合、検討対象地として該当するもの

に○をお付け下さい。（同封している資料等をご参考にしてください。） 

１．北陸新幹線整備に伴い新設される「南越駅（仮称）」 

２．上記以外の越前市内 

    （                                                   ） 

３．立地の可能性がない 

    その理由（                                             ） 

※問３で「１」または「２」をお選びいただいた場合は、下の問４以降にお進み下さい。 

「３」をお選びいただいた場合は、問９にお進み下さい。 

問 9 検討施設はどのような用途をお考えですか。（複数回答可）

１．本社 ・事務所   ２．製造施設        ３．住宅       ４．物流施設    

５．研究所・研修所      ６．ホテル          ７．教育施設 

８．店舗（具体的には        ） 

９．その他（                     ） 

    検討施設の立地目的はどのような内容ですか。 

１．新設             ２．移転           ３．増設       ４．拠点集約 

５．拠点分散          ６．その他（      ）

問9 検討用地の面積規模はどのくらいでしょうか。（複数回答可）

１．1,000 ㎡未満     ２．1,000～5,000 ㎡未満 ３．5,000～10,000 ㎡未満 

４．10,000～30,000 ㎡未満  ５．30,000 ㎡以上      ６．その他（          ㎡） 

問3 立地の予定時期はどのようにお考えですか。 

１．１年以内   ２．３年以内  ３．５年以内 

４．１０年以内   ５．時期未定 

問２ 用地はどのように手当てされる予定ですか。 

１．購入   ２．賃借   ３．条件次第で検討（購入・賃借） 

※購入・賃借される場合の希望価格（       ～       千円／㎡） 

賃借料の場合は月当たりの㎡単価をご記入下さい。 

行政に期待する企業支援策等について、どのような内容を重視されますか。（複数回答可） 

      １．行政のフォローアップ窓口 （例：各種情報提供、行政手続きサポート） 

      ２．補助金の交付 （土地取得補助、建設・設備投資等に対する補助） 

      ３．税制優遇（固定資産税減免等）          ４．採用活動・人材育成支援 

      ５．土地（または建物）の斡旋・紹介          ６．集客活動・誘導支援 

      ７．研究開発支援（産学連携等）            ８．販路拡大支援（協力企業・取引先紹介等） 

      ９．その他（                                                     ） 

    問 9 でお選びいただいた項目について、具体的にご希望される支援内容等及び越前市の産

業振興・企業誘致施策等に関するご意見等がございましたらご記入下さい。 

貴社名  

所在地  

ご記入者 

について 

お 名 前  

所属・役職  

連 絡 先 TEL      -      -      （内線          ）

E-mail                ＠ 

Ⅰ．企業立地について伺います。

Ⅱ．越前市への将来的な立地の可能性についてお伺いします。 

問１ 

福井県 

越前市

北陸新幹線新駅「南越駅（仮称）」周辺への 

立地意向に関するアンケート調査

問３ 

問 10 

問４ 

Ⅲ．越前市内で立地を検討する際の具体的な内容についてお伺いします。 

問６ 

問２ 

問７ 

問８ 

問９ 

問５ 

Ⅳ．行政の実施する企業支援策全般に係るご意見・ご要望についてお伺いします。 


