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都市再生整備計画　事後評価シート

武生中心市街地地区

平成２５年３月

福井県越前市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 556ｈａ

交付期間 2420百万円 国費率 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし ●

あり ●

なし

あり

なし ●

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

地区名 武生中心市街地地区

平成20年度～平成24年度 平成24年度事後評価実施時期

福井県 市町村名 越前市

交付対象事業費

平成20年度～平成24年度

－

関連事業への転換のため数値目標は据え置く

指標１、指標２、指標３に関連するが、他の事業による影響も大きいことから数値
目標は据え置く。

指標１、指標２、指標３に関連するが、他の事業による影響も大きいことから数値
目標は据え置く。

集落内の交通アクセスを向上させるため

事業効果分析を行い、今後のまちづくりの方向性を検討するため

事業内容の見直しのため

他事業への転換

影響なし

今後の対応方針等

－

平成25年4月

まちなか来街者駐車場の整備により、気軽に便利に来訪で
きる環境が整った。さらに、まちなかで行われるイベント等の
催事開催、散策しやすい回遊コースの整備やサイン設置、
街並み修景による魅力ある景観形成とが相乗効果となり、
駐車場の利用台数の増加につながったと考えられる。

・地域のまちづくり機運の高まりで、地元住民による行燈づくりや回遊ルートの緑化、川の清掃活動とホタルの育成等の取組みにつながった。
・様々な事業展開が四町地区（元町、本町、平和町、若松町）まちづくり協議会活動の活性化につながっており、また活動は外部にも認められている。(越前市地域街づくり推進団体に認定、福井県県民社会貢献活動知事奨励賞受賞、都市景観大賞「都市空間部門」優秀
賞受賞、まちづくり情報誌の発行、中心市街地内における賑わい創出に向けたイベントの開催など)

モニタリング - 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

フォローアップ
予定時期

効果発現要因
（総合所見）

定住人口の増加に向けた様々な取組みや、道路整備・街並
み景観整備が行われ魅力的な住環境整備を行ったが、少子
高齢化や人口減少等の社会情勢の影響が大きかったことが
目標未達成の原因と考える。
なお、現在、部分開通している(都)戸谷片屋線が全線開通さ
れることに伴い、(都)家久1号線や(都)河濯線、(都)北府2号
線の整備による効果がさらに発揮されると考えられる。

平成25年4月

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

平成25年4月

-

道路側溝の整備等により住みやすい環境が整備されたこと
と、観光地としてのまちの魅力が高まり、また空き家・空き店
舗利活用等各種施策により、空き家等の増加抑止につな
がったと考えられる。

まちなかで行われる商業者と地域住民の協働によるイベント
等の催事の充実、散策しやすい回遊コースの整備やサイン
設置、街並み修景による魅力ある景観形成が創出された。
これらと観光ＰＲ活動や駐車場の整備が相乗効果となり、ま
ちなかに気軽に便利に来訪できる環境が整い、休日の歩行
者数が増加したと考えられる。

持続的なまちづくり
体制の構築

・四町地区まちづくり協議会

今後も住民と行政による協働のまちづくりを推進する。

今後も住民と行政による協働のまちづくりを推進する。都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

・まちづくりワークショップ
・街並み景観チェック

都市再生整備計画に記載し、実施できた

指　標

 １）事業の実施状況

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

 ５）実施過程の評価

実施内容 実施状況

住民参加
プロセス

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
従前値

指標３

その他の
数値指標1

まちなか来街者駐車場の
利用台数

台/年

件/年 221 H19

新たに追加し
た事業

道路（市道第3620号線他１路線）

事業活用調査（事後評価分析）

0 H19

指標２

中心市街地の空き家数

交付期間
の変更

994

H24

△

○

15,480

目標
達成度※１

数　　値

1,480

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

中心市街地人口 人/年 6,320 H19指標1

中心市街地の休日歩行者
数

人/年

1年以内の
達成見込み

目標値

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

－

5,687

H19

目標
達成度

数　　値 1年以内の
達成見込み

△6,450

220 334H24

1,300 H24

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、
実施した事業

事業名

道路（(都)家久1号線、(都)河濯線・(都)北府2号線、市道第3348号線他14路線）
地域生活基盤施設（広場：卍が辻ポケットパーク、蔵の辻憩いの広場　情報板：まちなか回遊コースサイン）
高質空間形成（緑化施設等：卍が辻・タンス町周辺地区回遊コース）

地域創造支援事業（戸谷片屋線環境対策、福井の伝統的民家普及促進事業、街なみ環境整備助成事業、空家・空き店舗等活用コミュニティ推進事業、福井の歴史的建造物保存事業、武生公会堂記念館文化力向上事業
　　　　　　　　　　　　 まちなか博物館支援事業、大学サテライト教室・学生サロン整備運営事業、イベント事業、まちなか観光PR、観光客誘致事業）
事業活用調査（時間制駐車場確保事業（社会実験））
まちづくり活動推進事業（景観まちづくり支援事業）

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

当初計画
から
削除した
事業

事業名

道路（市道2路線）

地域創造支援事業（福井の伝統的民家普及促進事業、福井の歴史的建造物保存
事業）



様式２－２　地区の概要

単位：人/年 6,320 H19 6,450 H24 5,687 H24

単位：人/年 994 H19 1,300 H24 1,480 H24

単位：件/年 221 H19 220 H24 334 H24

武生中心市街地地区（福井県越前市）　都市再生整備計画事業の成果概要

従前値

大目標：［越前国府として栄えた歴史と文化が薫る、賑わいと魅力のあるまち」
　目標１：住みよく、多様な住まい方が選択できるまち
　目標２：歴史と文化が香り、訪れたくなる魅力のあるまち
　目標３：多様な活動が活発な、賑わいのあるまち

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

中心市街地の休日歩行者数

中心市街地人口

中心市街地の空き家数

目標値 評価値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

○ まちなか居住の魅力をＰＲするとともに、多様な移動手段による利便性の確保や、居住ニーズを踏まえた定住化の促進を行う。
○魅力ある街並みが整備されたこと、多様な手段で来訪できる環境が整ったことを、イベント等の催事案内に併せて情報を発信し、休日歩行者数の維持・増加を図る。
○空き家・空き店舗の活用に向けた取組みを継続し、まちなかの賑わいや景観形成等の魅力向上を契機に、空き家や空き店舗を活用したまちなか居住やまちなか起業を支援する。
○まちなか観光や街並み、定期的な催事開催等のまちなかの魅力や、便利な駐車場情報を積極的にＰＲし、来訪者数の増加を図る。

まちの課題の変化

○生活道路の整備・歩道の設置・ポケットパークの整備により、安全で快適・便利な住環境が整ったが、地域の個性と景観を活かした良質な街並み景観の拡大、歩いて暮らせる居住環境整備、公共交通機関の
利便性向上が必要である。
○回遊コースやサイン整備による散策しやすい街並み空間、無料駐車場の整備により訪れやすい環境、建物の修景整備により良質な街並み景観の創出、商業者と地域住民との協働による定期的なイベントの
開催により、まちなかの魅力が高まり訪れる人が増えたが、地域の魅力をさらに高めるため、良質な街並み景観の拡大や、空き家・空き地等の積極的活用、観光客の受け入れ態勢、おもてなし・語り部の後継者
育成、観光PR、公共交通機関の利便性向上等が必要である。
○地域のまちづくり組織である四町まちづくり協議会が積極的な活動を展開している他、ＮＰＯ法人や自治会の活動拠点が設置され活動運営機能が高まったが、次世代を担うリーダーの育成が必要である。

高質空間形成施設：道路舗装（洗い出し舗装）

道路：舗装修繕（市道第1178号線）

道路：側溝修繕（市道第1245号線）
地域生活基盤施設：まちなか回遊コースのサイン整

備

地域生活基盤施設：ポケットパークの整備

地域創造支援事業：空き家を活用したＮＰＯの事務所

JR武生駅

福井鉄道
越前武生駅

越前市役所

福井鉄道
北府駅

JR北陸本線

福井鉄道
家久駅

日野川

タンス町

四町地区

寺社群

寺社群

卍が辻

日野川河川緑地

河濯川

■基幹事業（高質空間形成施設）
卍が辻・タンス町周辺地区回遊コース整備事業

■基幹事業（地域生活基盤施設）
ポケットパーク整備事業

○関連事業（補助）
地域優良賃貸住宅（高齢者型）供給促進事業

□提案事業（地域創造支援事業）
まちなか博物館支援事業 ○関連事業（補助）

民間優良共同住宅整備促進事業

□提案事業（地域創造支援事業）
武生公会堂記念館文化力向上事業

■基幹事業（道路）
道路修繕事業（側溝、舗装、ガードレール）

□提案事業（地域創造支援事業）
大学サテライト教室、学生サロン整備運営事業

■基幹事業（地域生活基盤施設）
まちなか回遊コースサイン等整備事業

（案内板、施設名、ルート、駐車場案内サイン等）
○関連事業（補助）
（都）戸谷片屋線整備事業

□提案事業（地域創造支援事業）
戸谷片屋線環境対策

■基幹事業（街路）
戸谷片屋線アクセス道路整備事業
（河濯線、北府２号線、家久１号線）

凡 例

基幹事業

提案事業

関連事業

○関連事業（単独）
まちなか事業、地域助け合いビジネス開業支援事業

□提案事業（地域創造支援事業）
まちなか観光ＰＲ、観光客誘致事業

□提案事業（地域創造支援事業）
イベント事業

○関連事業（社会資本整備総合交付金）
福井の歴史的建造物保存事業

□提案事業（地域創造支援事業）
空き家・空き店舗等活用コミュニティ推進事業

○関連事業（単独）
まちなか住宅用地購入促進事業

○関連事業（単独）
まちなか住宅団地整備費補助事業

□提案事業（地域創造支援事業）
街並み景観整備助成事業

○関連事業（社会資本整備総合交付金）
福井の伝統的民家普及促進事業

□提案事業（まちづくり活動推進事業）
景観まちづくり支援事業

吉野瀬川

Ｎ

0 100 200 300 400 500m

国
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号

□提案事業（事業活用調査）
時間制駐車場確保事業（社会実験）

■基幹事業（道路）
道路改良事業（松久保地区）

■基幹事業（高質空間形成施設）
ふるさとを偲ぶ散歩道地区回遊コース整備事業

○関連事業（地域活性化・きめ細かな臨時交付金）
蔵の辻憩いの広場整備事業

福井鉄道
スポーツ公園駅


