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■第２期計画策定以降の新たな動き（関連主要プロジェクト） 
 

１ 中心市街地活性化基本計画改定の経緯（第１回資料より抜粋整理） 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2期中心市街地活性化基本計画の改定（平成 27 年度） 

（背景）半世紀に一度のまちづくりを機に、基本計画を改定し国の認定を目指す。 

① 新庁舎の現在地での建設が決定した。（建築工事：平成 29～31 年） 

② 北陸新幹線金沢・敦賀間の開業が、当初計画より 3年前倒しの平成 34 年度末となった。 

③ 平成 30 年福井国体開催を見据え、武生中央公園の再整備を進めている。 

④ 中心市街地の活性化に向け、平成 27 年 4 月に「まちづくり武生株式会社」を設立した。 

(２)第 2 期中心市街地活性化基本計画（平成 25 年 3 月策定）  

■計画期間：平成 25 年 4月から平成 30年 3月まで（5年間） 

■区  域：約 123ha 

■まちづくりのテーマ：越前国府 1300 年の 歴史と文化が薫る安らぎのまち、武生 

サブテーマ：参画と協働による、住みよくにぎわうまち 

■基 本 方 針：①歩いて暮らせる“まちなか居住”の推進 

②多様な主体の活動と交流による“にぎわい”の創出と“魅力ある商業”の振興 

③越前の歴史・文化やモノづくり、食を発信する“まちなか観光”の推進 

④歴史、水、緑を大切にした“美しい景観”の形成 

⑤誰もが“訪れやすい”中心市街地の形成 

■目標と指標：①まちなか居住の推進⇒施策による人口増加数 

②まちなか賑わいの創出⇒休日の歩行者数、店舗開業支援認定件数 

③地域住民の参画推進⇒中心市街地活性化に寄与する活動回数 

（背景） 

 第 1期中心市街地活性化基本計画の計画期間の終了を受け、第 2期計画を策定する。 

 第 1期計画は、中心市街地の「長期的な空洞化に歯止めをかけ、活性化に向けた足固め」の計画

であったのに対して、第 2 期計画は、「これまでの基盤を活かした活性化の継続・発展」に向け

た計画として位置づけられた。 

(１) 中心市街地活性化基本計画（平成 19年 11 月認定） 

■計画期間：平成 19 年 11 月から平成 25 年 3 月まで（5年 5ヶ月） 

■区  域：約 123ha 

■まちづくりのテーマ：越前国府 1300 年の 歴史と文化が香る 安らぎのまち、武生 

■中心市街地活性化の目標 

  ①住みよく、多様な住まい方が選択できる中心市街地 

  ②多様な主体の活動と交流による“にぎわう”中心市街地 

■目標指標：①人口 ②歩行者数 ③空き家数 

■主な事業 

  ①市街地の整備改善：まちなか回遊コースサイン等整備事業 等 

  ②都市福利施設の整備：空き家・空き店舗活用コミュニティ推進事業 等 

  ③住宅の供給：民間優良共同住宅整備促進事業 等 

  ④商業の活性化：蔵の辻・商店街活性化事業 等 

  ⑤一体的推進：JR武生駅のバリアフリー化施設整備事業 等 

 

②北陸新幹線南越駅（仮称）周辺の整備 

（H34 年度末開業予定） 

・北陸新幹線金沢・敦賀間の開業に向け、南越

駅（仮称）が建設される。 
・南越駅（仮称）周辺は「交流促進の起点」と

して整備をする。 

①新庁舎の建設 

・平成 26 年 3月議会で新庁舎の現在地建設を決

定。これを踏まえ、現在、新庁舎建設基本構

想・基本計画を策定中である。 
・中心市街地活性化に資する賑わい・交流機能

を付加することを検討する。 

③シンボルロードの整備（武生中央線） 

・ＪＲ武生駅から総社大神宮へ向かう武生中央

線をシンボルロードとして位置づけ、市役所

前広場と一体とした整備を検討する。 

④新庁舎周辺の道路整備 

・新庁舎の現在地建設を踏まえ、

新庁舎及び中心市街地へのアク

セス性の向上や中心市街地内の

交通の円滑化を図るために、狭

隘道路への対応や歩道等の整備

を検討していく。 

⑥北府駅鉄道ミュージアムの整備 

・北府駅一帯を「まちなか観光の

北の拠点」と位置づけ、中心市

街地と公共交通の活性化を図る

ため、鉄道ミュージアムとして

の整備を検討する。 

⑦工芸の里構想の推進 

・越前市の伝統産業である「工芸」を

中心市街地活性化に活かすべく、

「工芸の里構想」で位置づけられて

いる「タンス町通り」のまちづくり

を推進するとともに、「越前クラフ

トマーケット」を蔵の辻等で定期的

に開催する。 

⑤武生中央公園の再整備 

・平成 30 年福井国体の開催

を見据え、セントラルパ

ークとしての武生中央公

園の再整備を進める。 
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２ 第２期計画の取組み成果と課題（第１回資料より抜粋） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 第２期計画策定以降の新たな動きから整理される課題 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）第２期計画の取組み状況と成果（計画期間：平成 25 年 4 月～平成 30 年 3 月） 

【第２期計画の位置づけ】 

○これまでの基盤を活かした活性化の継続・発展 

【目標指標の状況】 

目標 数値目標 目標値 現状値 

目標① まちなか居住の推進 施策による人口増加数 平成 25年度から平成29年度まで

３８０人増（７６人／年） 

平成 25年度から平成26年度まで

１５８人増（７９人／年） 

目標② まちなか賑わい創出 休日の歩行者通行量 平成 29 年度 １，４２０人 平成 25 年度 １，５６０人 

平成 26 年度 ２，２６１人 

店舗開業支援認定件数 平成 25年度から平成29年度まで

２０件増（４件／年） 

平成 25年度から平成26年度まで

１０件増（５件／年） 

目標③ 地域住民の参画推進 中心市街地活性化に寄与する

活動回数 

平成 29 年度 ５５回 平成 25 年度 ５３件 
平成 26 年度 ５９件 

 

（２）これまでの取組みの検証 

○まちなか居住の推進 

・家賃補助等の制度を充実し、若い世代の居住推進を図

ったことで一定の成果は見られるが、定住に向けたさ

らなる取組みが必要である。 
○まちなか賑わい創出 

・壱の市等のイベント開催や様々な施策により、休日の

歩行者数や店舗開業支援認定件数について目標値は達

成しているが、日常的な賑わいを含め実感は乏しい。 
○地域住民の参画推進 

・地域住民等が主体となったイベントや活動等を通して

参画と協働が図られ、目標値を達成した。活動団体の

増加や担い手の育成等の取組みが必要である。 

（３）第２期計画における今後の課題 

①新婚夫婦や若い世代の定住につながる施策の展開 

②平成 27 年 4月に設立された「まちづくり武生株式会社」と共に、関係団体や地域等と連携した空き家・空き店舗等対策の展開 

③「まちなか賑わい」創出に向けた、コミュニティビジネスをはじめ市民が中心市街地で様々な活動を展開する仕掛けづくり 
 

①新庁舎建設など半世紀に一度のまちづくりを契機と捉えた中心市街地活性化の推進 

 中心市街地では、新庁舎の現在地建設が決定し、半世紀に一度のまちづくりが動き出している。 

⇒この絶好の契機を逃すことなく、ハード・ソフト両面から施策・事業を総合的に展開し、中心市街地活性化の推進に繋げることが重要になる。 

②“まちなか”ならではの『暮らしに便利なコンパクトなまち』の実現 

 中心市街地の空洞化に歯止めをかけることが最大の課題であるが、他地域と比較した中心市街地の最大の優位点は、暮らしに必要な各種都市機能が集積していることである。 

⇒本庁舎建設事業を契機に、これまで以上に『暮らしに便利なコンパクトなまち』の実現を目指すことが重要である。 

⇒空き家や空き店舗といった既存ストックをリノベーションして活用する等、暮らしに便利なサービス・施設が立地しやすい環境づくりが必要である。 

③多様な主体が連携した地域ぐるみの取組みによるまちづくりの推進 

 中心市街地のまちづくりには、住民、商業者、企業、学生、ＮＰＯ、行政など多様な主体が関わっており、それぞれが重要な役割を担っている。 

⇒ハード・ソフト両面から施策・事業を総合的に展開し、これら多様な主体が参画・連携した地域ぐるみの取組みが、これまで以上に重要になる。 

④北陸新幹線南越駅（仮称）の開業効果を活かした広域からの来訪者の誘引 

 北陸新幹線南越駅の開業が平成 34年度末に予定されており、これまで以上に広域からの来訪者が期待される。 

⇒中心市街地においても、南越駅の開業効果を活かし、広域圏からの新幹線利用者を誘引する取組みが重要である。 
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４ 中心市街地活性化の基本方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（第２期計画の基本方針）                     （基本方針の見直し＜案＞）                            （主要事業） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■中心市街地の将来像（第２期計画）～第１期計画から一貫した中心市街地が目指す将来像 

・本市は、越前を代表する歴史や文化が息づいているとともに、伝統工芸から先端産業までのモノづくりが県下で最も盛んな地域です。なかでも中心市街地は、越前国府が置かれてから震災や戦災に遭

う事なく 1,300 年の歴史と伝統に育まれ、街並みや路地、寺社、町屋、蔵等、街の枠組みが残る全国でも貴重な落ち着いたまちです。 

・こうした伝統的なものと現代的なものが調和したまちに市民が誇りをもち、さまざまな人が生き生きと暮らせる、住みよいまちを目指します。 

■まちづくりのテーマ ～現状の課題を踏まえた、まちづくりテーマの検討 

（案）『越前国府 1,300 年の歴史と文化が薫る安らぎのまち、武生』 ～全ての世代が共に支え合い、住み・働き・交流するまち～ 

（１）歩いて暮らせる“まちなか居住”の推進 
・公共サービスや商業、交通結節点などの多様な都市機能が集積する 
メリットや、国府からの歴史的街並みや歴史・文化資源を活かしなが
ら、歩いて暮らせる居住環境の整備を行うとともに、増加傾向にある
空き家など既存ストックの活用も含めた住宅の供給を促進すること
により、若年世代の居住促進を図ります。 

（２）多様な主体の活動と交流による“にぎわい”の創出と“魅力

ある商業”の振興 
・住民や商業者、市民団体、学生、企業、行政などが連携した、地域 
との共生や協働によるにぎわい創出事業を推進します。 

・また、居住者が歩いて生活必需品を購入できる商業施設を確保する 
ため、個店の魅力を向上するとともに、新たに中心市街地に開業する 
者を支援するなど、商業の振興を図ります。 

（３）越前の歴史･文化やモノづくり、食を発信する“まちなか観

光”の推進 
・市内外の人がまちを訪れ、暮らしに息づいている歴史文化や伝統工芸、 
食文化などを通して、五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、臭覚)に訴える 

“まちなか観光”を推進します。 

（４）歴史、水、緑を大切にした“美しい景観”の形成 
・まちのいたる所でその歴史が感じられるように、まちの歴史文化を 

掘り起こし、史跡、社寺、町屋、蔵、伝統工芸等の歴史資源の保存・ 
活用を図ります。また、景観計画・景観条例により、歴史、水、緑を 
大切にした美しい景観の形成を図ります。 

（５）誰もが“訪れやすい”中心市街地の形成 
・マイカーや観光バスの駐車場整備、バス・鉄道等の公共交通機関の 
利便性向上及びそれら相互の連携によるネットワークの構築を図り、
誰にとってもアクセスしやすい中心市街地の形成を図ります。 

・また、都市計画道路戸谷片谷線の完成に伴い交通量の増大が見込ま 
れることから、中心市街地へのアクセス性の向上を図ります。 

（２）若い世代等の定住を促進する総合的な“まちなか居住”の推進 
・公共サービスや商業、交通結節点などの多様な都市機能が集積するメリットや、国府の歴

史的街並みや歴史・文化資源を活かし、歩いて暮らせる居住環境の整備を行います。 
・増加傾向にある空き家など既存ストックの活用も含めた住宅の供給を促進し、医療・福祉・

子育て環境の充実を図るとともにＵＩＪターンの促進を図る中で、若年世代等の定住促進
を推進します。 

・地元企業との連携による職住近接を推進します。 

（５）越前の歴史・文化やモノづくり、食を発信する“まちなか観光”の推進 
・平成 34 年度末に予定されている北陸新幹線南越駅の開業による広域からの来訪者も見据
え、市内外の人がまちを訪れ、暮らしに息づいている歴史文化や伝統工芸、食文化などを
通して、五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、臭覚)に訴える“まちなか観光”の推進、及び情
報発信の強化を図ります。 

 

（４）多様な主体の活動と交流による“にぎわい”の創出と“魅力ある商業”の振興 
・住民や商業者、市民団体、学生、企業、まちづくり会社、行政などが連携した、地域との

共生や協働によるにぎわい創出事業や、歴史的な景観や街並などの地域資源を活用した活
動を推進します。 

・居住者が歩いて生活必需品を購入できる商業施設を確保するため、個店の魅力を向上する
とともに、新たに中心市街地に開業する者を支援するなど、商業の振興を図ります。 

（６）歴史、水、緑を大切にした“美しい景観”の形成 
・まちのいたる所でその歴史が感じられるように、まちの歴史文化を掘り起こし、史跡、社

寺、町屋、蔵、伝統工芸等の歴史資源の保存・活用を図ります。 
・景観計画・景観条例により、歴史、水、緑を大切にした美しい景観の形成を図ります。 

（１）新庁舎等、公共施設の整備を見据えた“活用の仕組みづくり”の推進 
・中心市街地では新庁舎の建設、武生中央公園の再整備等を進めており、これらの事業と合

わせて周辺の道路環境や中心市街地全体の道路・交通ネットワークの形成を進めます。 
・交流施設をはじめとする公共施設や歩行空間・公園・河川等の公共空間を市民等と協働で

活用する仕組みを構築することにより、ハードとソフトの両面から、まちの活性化につな
がる取組みを展開します。 

●第２期計画の取組み成果と課題 
●第２期計画策定以降の新たな動きから整理される課題 

①新庁舎建設事業 
②新庁舎周辺道路整備事業 
③武生中央公園再整備事業 
④北府駅鉄道ミュージアム
整備事業 

 

①まちなか居住関連の事業
（空き家・住宅取得・新婚
夫婦定住化支援、まちづく
り 会社関連 等） 

②子育て支援関連事業 
③雇用促進対策事業 

①まちづくり会社関連事業
（商店街支援） 

②創業支援事業 
③大学連携事業 
④街並み景観整備助成事業 
 

①まちづくり会社関連事業
（イベント・資源活用支援） 

②工芸の里構想推進事業 
 

①街並み景観整備助成事業
（再掲） 

②工芸の里構想推進事業（再掲） 
 
 

（３）誰もが健康で安心して“いきいきと暮らせるまちづくり”の推進 
・少子高齢化が進むなか、誰もが健康で安心して暮らせるよう健康意識を高め、日頃から 
まち歩きや交流を促すための取組みを展開します。 

・新庁舎や交流施設、武生中央公園等の再整備、道路・交通ネットワークの形成と連動し、
高齢者の外出を促す取組みを推進します。 

①地域交流の場づくり 
②公共交通対策事業 
③新庁舎建設事業（交流施設） 
④武生中央公園再整備事業

（再掲） 



4 
 

戦略１ 新庁舎の建設を契機とした、中心市街地の都市構造の再構築 

・本市の中心市街地では、新庁舎の建設をはじめ武生中央公園の再整備、

北府駅鉄道ミュージアムの整備など、半世紀に一度のまちづくりと言わ

れる複数の都市拠点施設の整備が計画されています。 

・これを絶好の契機と捉え、武生中央線のシンボルロード化や周

辺道路の整備など都市構造の整備を総合的に推進し、市民が安

心して快適に暮らし、来訪者にも誇れる中心市街地の都市構造

に再構築します。 

 

 

５ 中心市街地活性化に向けた戦略 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戦略的な施策の展開イメージ 

 

活かすべき主な要因 

3 北陸新幹線南越駅(仮称)開業 

戦略２ まちづくり会社の設立を契機とした、多様な主体の連携による多彩なまちづくりの展開 

・平成 27 年 4 月に設立された「まちづくり武生㈱」は、「地域の新しいつながりをつくり、武生のまち

の魅力を高め、次世代に“まち”を継承していく」ことを理念としており、今後多様化する様々な主

体によるまちづくりをサポートする役割が期待されます。 

・特に、中心市街地の最重点課題の一つであ

り、これまでも取り組んできた空き地・空

き家活用に加え、住民・大学との連携など、

地域の新しいつながりづくりに資する事

業を展開し、まちづくりに参画する市民を

拡大する役割を期待します。  

戦略３ 北陸新幹線南越駅（仮称）の開業効果を中心市街地に波及させる戦略的施策展開 

・平成 34 年度末に予定されている北陸新幹線南越

駅の開業は、本市の地域振興に大きく貢献する効

果が期待されますが、その効果を中心市街地に波

及させる戦略的施策展開が必要になります。 

・特に、観光客を中心に、これまでＪＲ武生駅を利

用していた広域圏からの来訪者の多くが南越駅

（仮称）を利用することが予想されることから、

約 3km 離れた中心市街地に誘引する施策を、中心

市街地の観光・商業関係者等が一体となって戦略

的に展開します。 

基本的考え方 

・平成 19年の第１期中心市街地活性化基本計画の策定以降、

定住人口の増加・交流人口の拡大に向けた多様な施策に取

り組んできましたが、人口減少や空き店舗の増加など、中

心市街地の空洞化に歯止めがかからない状況にあります。 

・このような状況の中、新庁舎の現在地建設、武生中央公園

の再整備、北陸新幹線南越駅（仮称）の開業など、中心市

街地に影響を及ぼす複数の大型事業が同時期に推進されて

います。 

・この半世紀に一度のまちづくりを契機と捉え、長年低迷を

続けてきた中心市街地の活性化に活かすべく、下図に示す

ように戦略的に各種施策を展開します。 

期待する効果 

① まちに対する市民の

愛着・誇りの醸成と、

来訪者にも誇れる武

生の顔づくり 
② 市民が快適に暮らす

ことができ、都市拠点

施設間を繋ぐ安全・安

心なネットワークづ

くり 

期待する効果 

① 中心市街地の最重点

課題の一つである空

き地・空き家活用の推

進 
② 地域の新しいつなが

りづくりの推進によ

る、まちづくりに参画

する市民の拡大 

期待する効果 

① 北陸新幹線南越駅（仮

称）の開業効果の中心

市街地への波及 
② 中心市街地の観光・商

業関係者等の一体化 

『越前国府 1,300 年の歴史と文化が薫る安らぎのまち、武生』 

～全ての世代が共に支え合い 

住み・働き・交流するまち～  

課題解決に向けた戦略的施策 

中心市街地活性化の主な課題 

1 新庁舎の建設 

2 まちづくり会社の設立 

まちなか居住の促進による

定住人口の増加 

歴史・文化資源等を活かした

交流人口の拡大 

1-1 交流空間の整備･運営、周辺道路の整備 

2-1 空き家活用、定住支援のサポート 

1-2 シンボルロードの整備等による武生の顔づくり 

2-2 多様な主体との連携による観光・交流資源の活用 

3-2 観光戦略の再構築による広域圏からの来訪者の誘引 

戦略 1 

戦略 2 

戦略 3 

戦略 1 

戦略 2 

戦略 1 

戦略 3 

戦略 2 

現在の市庁舎      北府駅       武生中央線          将来の市街地構造イメージ 

市民参加型まちづくりワークショップ   まちづくり推進体制イメージ 

中心市街地の歴史的観光資源 

総社(左上)、蔵の辻(左下)、タンス通り(右上) 

まちづくりのテーマ（案） 

 中心市街地 

活性化 

協議会 

まちなか

賑わい 

協働推進

部会 

まちなか

居住 

推進部会 

【公共事業】越前市 

【民間事業】民間事業者 

【市民事業】 

仁愛大学 

まちづくり武生㈱ 

ＮＰＯ・市民活動団体 


