
社 会 資 本 総 合 整 備 計 画

平 成 28 年 7 月 ２ ４ 日

福 井 県 越 前 市

武 生 北 部 地 区 都 市 再 生 整 備 計 画　(第３回変更）



武生北部地区都市再生整備計画

平成25年度～平成29年度（5年間）） 越前市

まちなかにおける居住施策による人口を基準年度(平成24年度：372人)より増加させる。
スポーツ施設の利用者数を基準年度（平成24年度：77,168人/年）より増加させる。
中心市街地内の休日歩行者数を基準年度（平成24年度：1,282人/年）より増加させる。

（H24当初） （H29末）

A　都市再生整備計画事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円） 策定状況

A1 都市再生 一般 越前市 直接 越前市 - 武生北部地区都市再生整備計画事業 1240ha 2,767 - －

合計 2,767 - －

B　関連社会資本整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円）

合計

C　効果促進事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円）

合計

番号

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

合計

番号

交付対象事業

越前市

市町村名

事業実施期間（年度）

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

Ａ 2,767百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

要素となる事業名事業者

事業者 要素となる事業名

事業内容

0百万円－

工種

番号
事業及び
施設種別

省略

工種

番号

番号

事業者

0.0%

中心市街地活性化基本計画の区域における居住施策による人口増加数を比較する。
高齢者向け住宅施策以外による人口増加数

1,282人/年

Ｂ Ｃ Ｄ －

372

2,767百万円全体事業費

再配置により整備されたスポーツ施設と既存施設における年間利用者数の合計値を比較する。
体育館利用者数＋野球場利用者数＋多目的広場（サッカー場）利用者数

77,168人/年

1,514人/年
中心市街地活性化基本計画の区域における休日歩行者数を比較する。
調査地点における休日の歩行者数

85,000人/年

（参考様式２）社会資本総合整備計画
計画の名称

交付対象

計画の目標

計画の期間

　　定量的指標の定義及び算定式

　　計画の成果目標（定量的指標）

当初現況値
備考

定量的指標の現況値及び目標値

最終目標値

384人

重点配分対象の該当

・安全に歩行できる空間の整備や居住支援、中心市街地へのアクセス道路の整備などを実施し、まちなかでの定住化促進を図る。

・スポーツ施設の整備・施設までのアクセス整備を実施し、スポーツに親しみやすい環境づくりを図る。

中間目標値

備考

省略
要素となる事業名

事業実施期間（年度）

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（面積等）

備考

備考

事業内容

市町村名

費用便益比

備考

備考

事業内容

一体的に実施することにより期待される効果 備考



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。

H26 H27 H28 H31

103.8
配分額
（a）

H32

- - -

0.0 0.0 0.0

3.3% 3.0% 0.0%

39.0

3.6

39.0 59.0

69.7

不用額
（h = c+d-e-f）

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

147.7

0

147.7

59.0

5.6

346.9

0

346.9

0.0

0.0

翌年度繰越額
（f）

うち未契約繰越額
（g）

127.7

前年度からの繰越額
（d）

支払済額
（e）

0

103.8

4.9

計画別流用
増△減額
（b）

交付額
（c=a+b）



中心市街地の居住人口 （人） 372 （　２４年度） → 384 （　２９年度）

歩行者自転車通行量 （人／年） 77,168 （　２４年度） → 85,000 （　２９年度）

休日の歩行者数 （人／年） 1,282人/年 （２４年度） → 1,514人/年 （２９年度）

　武生
た け ふ

北部
ほ く ぶ

地区
ち く

都市再生整備計画（福井県越前
えちぜん

市
し

）　整備方針概要図

目標

大目標：安全・安心で住みよいまちづくり

　目標１：安全に・快適に歩いて暮らせるまち

　目標２：健康でいきいきと暮らせるまち

代表的な

指標

福井鉄道
越前武生駅

福井鉄道
北府駅

基幹事業

効果促進

関連事業

凡 例

A1   武生北部地区都市再生整備計画事業

JR武生駅



計画の名称：　武生北部地区都市再生整備計画                    　事業主体名：　越前市               　

チェック欄

　１）まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。 ○

　２）上位計画等と整合性が確保されている。 ○

　１）地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 ○

　２）まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い ○

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ○

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 ○

　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 ○

　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 ○

　１）十分な事業効果が確認されている。 ○

　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

　１）まちづくりに向けた機運がある。 ○

　２）住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。

　３）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 ○

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

　２）交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。

　３）計画について住民等との間で合意が形成されている。 ○

⑥円滑な事業執行の環境

（都市再生整備計画事業等タイプ）

Ⅲ．計画の実現可能性

Ⅰ．目標の妥当性

④事業の効果

社会資本整備総合交付金チェックシート

Ⅱ．計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等

①都市再生基本方針との適合等

②地域の課題への対応

⑤地元の熱意



都市再生整備計画（第
だ い

３回
か い

変更
へ ん こ う

）

武生
た け ふ

北部
ほ く ぶ

地区
ち く

福井
ふ く い

県　越前
えち ぜ ん

市
し

平成２８年７月



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 1240 ha

平成 25 年度　～ 平成 29 年度 平成 25 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人 24年度 29年度

人／年 24年度 29年度

人／年 24年度 29年度

計画期間 交付期間 29

都道府県名 福井県 越前
エチゼン

市
シ

　武生
タケフ

北部
ホクブ

地区
チク

面積

大目標：安全・安心で住みよいまちづくり
　目標１：安全に・快適に歩いて暮らせるまち
　目標２：健康でいきいきと暮らせるまち

　越前市は奈良時代に越前国の中心として国府が置かれ、1300年近く越前地方の中心市街地として栄えた歴史があり、古くから越前和紙や越前打刃物、越前箪笥をはじめとするモノづくりの盛んなまちである。近年はハイテク企業の立地によって地域産業に広がりが
増し、県下第一位の製造品出荷額を誇る産業都市として発展してきたが、モータリゼーションの進展に伴い工場・店舗・住宅地等の郊外化が進んでいる。これに伴い、狭隘道路が多く、駐車場も少ない中心市街地においては、商業・業務機能や居住者の郊外流出、空き
家や空地・低未利用地の増加等、活気や賑わいの低下が深刻な状況である。
　中心市街地の活性化を図ることは本市の重点課題となっている。内閣府認定を受けた第1期中心市街地活性化基本計画の期間（H19.11～H25.3）には、「住む人、訪れる人、活動する人」を増やすため様々な事業を実施し、交流人口（休日の歩行者数）の増加は達成
したものの、居住人口は大幅に減少した。続く第2期計画（H25.4～H30.3）は認定を受けない任意計画としてソフト事業を中心に事業を実施してきたが、H25年9月に市役所本庁舎の現在地建替えが決定。加えてセントラルパークとしての武生中央公園再整備計画や、人
口減少を歯止めをかけるための越前市総合戦略が策定されるなど、本市のまちづくりに多大な影響を与えるプロジェクトが動き始めていることから、本市は第2期中心市街地活性化基本計画を改定し、内閣府再認定を目指すことになった。
　持続可能な都市構造を形成するためには、拠点となるエリアに都市機能を誘導し、都市の活力の維持・増進（都市の再生）を図る必要がある。第2期中心市街地活性化基本計画の中で武生中央公園は、中心市街地の活性化に寄与する公共公益施設として位置づけ
ており、スポーツ・健康増進機能とともに、住民相互の交流の場となるよう施設の充実が求められている。その上で、拠点となる施設（医療・福祉・文化・教育・商業施設等）を相互に連携・機能させることにより、都市を取り巻く環境の変化に対応した集約型都市構造の実
現を目指す。また、居住人口は都市の活力の源であることから、総合戦略に基づき居住支援策、特に若い世代の転入・定住につながる施策を積極的に展開する。

本格的な人口減少、少子高齢化社会を迎える中、安全・安心で住みよいまちづくりを実現するため、無秩序な都市の拡大と低密度化を抑制し、持続可能な定住都市＝コンパクトシティを目指す必要がある。
　課題１：安全・快適・便利なまちなか居住環境の形成
　　・中心市街地では権利関係の輻輳により土地・建物の取得が困難な状況にあり、生産年齢世代の流出や管理されない空き地・空き家の増加を招いているため、不動産の流動化や老朽化・陳腐化した不良ストックの除却、住宅新規取得を促進する必要がある。
　　・既存住宅ストックの有効活用を図るため、良好な空き家等についてはリフォーム等を促進する必要がある。
　　・若い世代や転入就業者の最初の住まいとして共同住宅の需要が高まっており、中心市街地においては土地利用の共同化、高度化も求められているため、良好な共同住宅の整備を促進する必要がある。
　　・中心市街地には緊急車両の通行が困難な狭隘道路や歩道が整備されていない道路が多い。防災的視点及び交通弱者の安全安心確保のため、狭隘道路の解消や交差点改良、歩行者空間の整備を進める必要がある。
　　・公園や緑地が不足している中心市街地において、武生中央公園は住民が日常的に利用できる貴重なオープンスペース、子どもたちの遊び場であるため、市のセントラルパークとして再整備を行い、まちなか居住に潤いを与える必要がある。
　　・中心市街地にはまとまった敷地や駐車場が少ないため、隣接した区域に駐車スペースを確保し、自動車でのアクセス性向上や交流人口の増加を図る必要がある。
　　・旧武生市街地は中心市街地へのアクセスが困難な構造となっているため、道路改良等により道路ネットワークを整備し、郊外部からのアクセス性向上を図る必要がある。
　課題２：市民が生涯を通じて心身ともに健康に暮らせる環境の整備
　　・生涯にわたり心身ともに健康に暮らすためにはスポーツの果たす役割は大きく、学校体育施設の有効活用を進めるとともに、利用しやすいスポーツ環境づくりや施設（都市公園や散策道等）の整備が必要である。
　　・運動公園として位置付けられている武生中央公園には様々なスポーツ施設が集約化されているが、施設や設備の老朽化が著しい。武生中央公園敷地内で今の時代に求められる機能を確保しながら再整備を行うことは困難であることから、丹南総合公園や多目
    的広場に施設一部 の移転や機能分担を進め、併せて各施設を道路ネットワークで結ぶ必要がある。

①越前市総合計画（平成19年3月策定）
　○市の将来像：国府の文化と匠の技、日野の山川に育まれ、ひとづくり、ものづくり、まちづくりの活力みなぎる「元気な自立都市 越前」
　○基本政策：①元気な産業づくり、②元気な人づくり、③快適で住みよいまちづくり、④安全で安心なまちづくり、⑤市民が主役のまちづくり
②越前市総合計画基本計画（平成19年3月策定、平成23年4月改定、平成26年7月見直し）
　○「第2章　元気な人づくり」の「第9節 生涯スポーツのまちづくり」の中で、次の基本施策が位置付けられている。
　　・スポーツ施設の再配置と効果的活用：多くのスポーツ施設が更新時期を迎えようとするなか、「越前市スポーツ施設再配置計画」や「武生中央公園再整備計画」に基づき、既存スポーツ施設の持続的有効活用と最適配置を目指します。
　○「第3章　快適で住みよいまちづくり」のなかで、次の基本施策が位置付けられている。
　　・まちなか居住の促進：コンパクトシティを目指す観点から、民間事業者による質の高い共同住宅の供給や、空き家等のリフォーム、住宅団地整備に対する支援制度の活用など、まちなか居住と定住化促進を図ります。
　　・人に優しい道路の整備：交通弱者と言われる児童、高齢者、障がい者などの安全で安心な歩行空間を確保するため、歩道の拡幅整備、バリアフリー化など現場状況に応じた人にやさしい道路を目指します。
③越前市都市計画マスタープラン（平成20年3月策定）
　○まちづくりの基本理念：持続可能な定住都市の形成
　○まちづくりの基本目標の一つとして掲げられている「持続可能なコンパクトシティの形成」の中で、次の方針が位置付けられている。
　　・中心市街地においては、公益的機能の集約整備や商業の活性化を図り、市民の利便性向上や都市経営の効率化などといった集約によるメリットを創出するとともに、まちなか居住を促進し、かつて越前国府として栄えた歴史や文化と人々の生活が密接に
　　　結びついた、賑わいと魅力のある「まちの顔」を形成します。
④越前市総合戦略（平成27年11月策定）
　○基本目標Ⅰ「旺盛な求人を背景に、生産年齢人口を確保します」の中で、次の施策・KPI（評価指標）が位置付けられている。
　　・施策：転入就業者の住まいの受け皿となる物件の充実（民間事業者が行う住宅団地・共同住宅の整備を支援、空き家をリフォームして売買・貸出しする人を支援、まちなかでの空き家の解体による流動化を支援、等）　－　KPI：共同住宅供給戸数
　　・施策：働く世代の定住化促進（賃貸住宅を借りる新婚夫婦に家賃の一部を支援、住宅を取得する人を支援、等）　－　KPI：新婚夫婦家賃補助での市外からの転入者数、空き家リフォーム件数、等

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

スポーツ施設の利用者数 野球場や体育館などのスポーツ施設の利用者数
目標②の実現に向けて、スポーツ施設を整備することによって、市民の
誰もがいつでも、どこでも、いつまでも、気軽にスポーツに親しむことが
できる環境を整える。

77,168 85,000

中心市街地の居住推進 居住施策（高齢者向け住宅以外）による人口増加数
目標①の実現に向けて、１期計画より実施しているまちなか居住の推
進に向けた各種施策（高齢者住宅以外）により、施策による人口増加を
継続させる。

372 384

休日の歩行者数
中心市街地活性化基本計画に定義された中心市街地内の
休日歩行者数

目標②の実現に向けて、まちなか観光の推進に向けた各種施策を実施
することによって、観光客等のまちなかを歩く人を増加させる。 1,282 1,514



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
【整備方針１】：安全に・快適に歩いて暮らせるまち
・中心市街地への来街者を迎え入れる、安全で分かりやすいアクセス道路の整備
・安全に歩ける歩行者空間の整備
・民間活力を活用した良質な住宅の供給促進
・安心して暮らせるまちなか居住を支える良好な地域コミュニティの形成
・観光交流施設の整備

・河濯線、本田線整備事業（基幹事業、道路）
・市道第１１２２号線整備事業（基幹事業：道路）
・市道第１０７０号線整備事業（基幹事業：道路）
・市道第１０８６号線整備事業（基幹事業：道路）
・村国中央線整備事業(基幹事業、道路）
・戸谷片屋線先線道路整備事業（関連事業、補助）
・バリアフリー整備事業（提案事業、事業活用調査）
・蔵の辻憩いの広場身障者用トイレ整備事業（基幹事業、地域生活基盤施設）
・広小路通り電線類地下埋設施設整備事業（基幹事業、高質空間形成施設）
・観光交流センター整備事業（基幹事業、高次都市施設）
・まちなか優良共同住宅整備促進事業（提案事業、地域創造支援事業）
・まちなか住宅団地整備支援事業（提案事業、地域創造支援事業）
・まちなか住宅取得支援事業（提案事業、地域創造支援事業）
・まちなか空き家解体支援事業（提案事業、地域創造支援事業）
・まちなか空き家リフォーム支援事業（提案事業、地域創造支援事業）
・新婚世帯家賃補助事業（提案事業、地域創造支援事業）
・新婚夫婦定住化支援事業（提案事業、地域創造支援事業）
・学生地域貢献活動等補助事業（提案事業、地域創造支援事業）
・市街地再構築事業（提案事業、事業活用調査）

【整備方針２】：健康でいきいきと暮らせるまち
・生涯スポーツ社会の普及
・スポーツ施設再配置計画に基づく施設改修

・武生中央公園整備事業（基幹事業、広場）
・丹南総合公園整備事業（基幹事業、公園）
・多目的広場公園整備事業（基幹事業、広場）
・広場整備事業（基幹事業、広場）
・都市公園事業（関連事業、補助）
・瓜生水と緑公園整備事業（関連事業、補助）

・



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 越前市 直 L=1,070ｍ 29 35 25 29 2,710 16 16 16 －

道路 越前市 直 L=75m 29 30 29 29 95 10 10 10 －

道路 越前市 直 L=120m 29 32 29 29 30 10 10 10 －

道路 越前市 直 L=140m 29 31 29 29 90 10 10 10 －

公園 越前市 直 A=0.46ha 21 27 25 29 204 110 110 110 －

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 越前市 直 A＝7.9ha 27 31 27 29 1,768 1,696 1,696 1,696 -

地域生活基盤施設 多目的広場 越前市 直 A＝1.55ha 25 27 25 27 402 313 313 313 -

地域生活基盤施設 蔵の辻憩いの広場 越前市 直 1式 26 27 26 27 16 16 16 16 -

高質空間形成施設 越前市 直 L=165m 29 29 29 29 165 165 165 165 -

高次都市施設 越前市 直 1式 27 32 27 29 800 320 320 320 -

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設）

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 6,280 2,666 2,666 0 2,666 -

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

越前市 直 一式 28 29 28 29 20 20 20 20

越前市 直 一式 26 29 26 29 7 7 7 7

中心市街地活性化基本計画区域内 越前市 直 一式 26 29 26 29 14 14 14 14

中心市街地活性化基本計画区域内 越前市 直 一式 27 29 27 29 8 8 8 8

まちなか空き家等リフォーム支援事業中心市街地活性化基本計画区域内 越前市 直 一式 26 29 26 29 14 14 14 14

計画対象地区 越前市 直 一式 26 28 26 28 9 9 9 9

計画対象地区 越前市 直 一式 27 29 27 29 19 19 19 19

越前市 直 一式 26 28 26 28 3 3 3 3

越前市 直 一式 29 29 29 29 2 2 2 2

中心市街地活性化基本計画区域内 越前市 直 123 27 29 27 29 3 3 3 3

越前市 直 123 29 35 29 29 2 2 2 2

合計 101 101 101 0 101 …B

合計(A+B) 2,767
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

越前市 国土交通省 ○ H25 H30 3,125

越前市 国土交通省 A=4.4ha ○ H13 H29 3,430

越前市 国土交通省 L=960m ○ H24 H27 813

合計 7,368

交付対象事業費 2,767 交付限度額 1,106.8 国費率 0.4

交付期間内事業期間
細項目

都市計画道路　村国中央線

市道第１１２２号線

市道第１０７０号線

市道第１０８６号線

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

広小路通り

観光交流センター（仮称）

連携生活拠点誘導施設

丹南総合公園

広場（武生中央公園）

住宅市街地
総合整備
事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

まちなか優良共同住宅整備促進事業中心市街地活性化基本計画区域内

まちなか住宅団地整備支援事業 中心市街地活性化基本計画区域内

学生地域貢献活動等補助滋養 計画対象地区

-

バリアフリー整備事業 中心市街地活性化基本計画区域内

まちづくり活
動推進事業

（参考）事業期間

まちなか住宅取得支援事業

まちなか空き家解体支援事業

新婚世帯家賃補助

新婚夫婦定住化支援事業

市街地再構築事業
事業活用調
査

事業評価分析

戸谷片屋線先線整備事業 片屋町

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

都市公園事業 武生中央公園

瓜生水と緑公園整備事業 瓜生水と緑公園

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模



都市再生整備計画の区域

武生北部地区（福井県越前市） 面積 1240 ha 区域

府中1～3丁目、吾妻町、住吉町、堀川町、錦町、万代町、天王町、蓬莱町、幸町、国府1～2丁目、北府1～4
丁目、
桂町、本多1～3丁目、本町、元町、京町1～3丁目、平和町、若松町、高瀬町2丁目、中央1～2丁目、深草1～
2丁目、平出1～3丁目、小松1～2丁目、日野美1～2丁目、野上町、新町、北千福町、神明町、本保町の一
部、片屋町の一部、氷坂町の一部、余田町の一部、家久町の一部、芝原1～5丁目、横市町の一部、庄町の
一部、塚町の一部、馬上免町の一部、稲寄町の一部、瓜生町、高木町の一部、長土呂町の一部、北山町の
一部、上太田町の一部、下太田町、新保町、新保1～2丁目



中心市街地の居住推進 （　人　） 372人 （２４年度） → 380人 （２９年度）

健康施設の利用者数 （人／年） 77,168人/年 （２４年度） → 85,000人/年 （２９年度）

休日の歩行者数 （人／年） 1,282人/年 （２４年度） → 　1,420人/年 （２９年度）

　武生北部地区（福井県越前市）　整備方針概要図

目標

大目標：安全・安心で住みよいまちづくり

　目標１：安全に・快適に歩いて暮らせるまち

　目標２：健康でいきいきと暮らせるまち

代表的な

指標

Ｎ

JR武生駅

福井鉄道
越前武生駅

福井鉄道
北府駅

□提案事業（地域創造支援事業）
まちなか空き家等リフォーム支援事業

□提案事業（地域創造支援事業）
まちなか住宅取得支援事業

□提案事業（地域創造支援事業）
まちなか住宅団地整備支援事業

■基幹事業（公園）
丹南総合公園整備事業
A＝0.46ha
C＝153百万円
造成、遊具、植栽等

■基幹事業（広場）
多目的広場整備事業
A＝1.55ha
C＝356百万円
広場造成、トイレ、駐車場

■基幹事業（地域生活基盤施設）
蔵の辻憩いの広場身障者用トイレ整備事業
C＝16百万円

□提案事業（地域創造支援事業）
学生地域貢献活動等補助事業

□提案事業（地域創造支援事業）
新婚世帯家賃補助事業

中心市街地活性
化基本計画区域

地区界

0 500m 1km

○関連事業（補助）
都市公園事業

体育館改修

○関連事業（補助）
瓜生水と緑公園整備事業

□提案事業（事業活用調査）
市街地再構築事業
A＝123ha C＝8百万円
基礎調査、手法検討、計画作成

□提案事業（事業活用調査）
バリアフリー整備事業
C＝5百万円
バリアフリー計画策定

□提案事業（事業活用調査）
事業効果分析

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

■基幹事業（高質空間形成施設）
広小路通り電線類地中化整備事業
L＝165ｍ C＝165百万円

■基幹事業（高次都市施設）
観光交流センター整備事業
1式 C＝320百万円

■基幹事業（地域生活基盤施設）
広場整備事業
A＝7.9ha
C＝1,506百万円
広場、エントランス整備

■基幹事業（道路）
村国中央線整備事業
L＝1,070ｍ、W＝18ｍ
C＝16百万円
道路改良

○関連事業（補助）
戸谷片屋線先線整備事業

○関連事業（補助）
都市公園事業

庭球場改修

街路事業
（都）河濯線
（都）本田線

A=1,240ha

□提案事業（地域創造支援事業）
新婚夫婦定住化支援事業

□提案事業（地域創造支援事業）
まちなか空き家解体支援事業

■基幹事業（道路）
市道第1122号線改良事業
L＝75m（歩道設置）
C＝10百万円
道路改良

■基幹事業（道路）
市道第1086号線改良事業
L＝140m（歩道設置）
C＝10百万円
道路改良

□提案事業（地域創造支援事業）
まちなか優良共同住宅整備促進事業

新庁舎周辺道路整備
・（都）武生中央線整備事業
・市道第1021号線
・市道第1805号線

道路事業
市道第1026号線

総合病院建替事業
（H27－H31）

■基幹事業（道路）
市道第1070号線改良事業
L＝120m
C＝10百万円
道路改良

384人

1514人/年


