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序章 鯖江市都市計画マスタープランとは 
１．改定の背景と目的 

鯖江市では、都市計画法に基づき、平成 9年 6月に市民意向の把握、反映を行いながら「都

市計画に関する基本的な方針」を示すものとして『鯖江市都市計画マスタープラン』を策定し、

将来都市像の実現に向けて、都市計画の施策、事業を進めてきました。 

策定から 10 年以上が経過した現在、少子高齢社会の進展、生活の質に対する市民ニーズの

多様化、都市運営コストの増大が進んでおり、県内で唯一増加してきた本市の人口もピークを

迎え、人口減少に移行しようとしています。さらに、環境問題の深刻化、大規模な自然災害の

発生など、まちづくりを取り巻く環境は益々厳しさを増しています。 

また、まちづくりを進めるためには、市民や事業者の皆さんと行政の協働が不可欠であり、

鯖江市民主役条例の基本理念にあるように、市民や事業者の皆さんが責任と自覚をもち、積極

的にまちづくりに参加することが求められています。 

今回の計画の改定は、これらの社会潮流を踏まえ、平成 22 年度を初年度とする第５次鯖江

市総合計画の内容に即した見直しを行うとともに、市民主役による鯖江市のまちづくりの指針

となる計画内容に見直すことを目的としています。 

 

２．計画の役割と位置づけ 
（１）計画の役割 

都市計画マスタープランは、主に都市計画分野を中心としたまちづくりのあり方や市民、事

業者の皆さんと行政の協働による進め方などを定めるものであり、次のような役割があります。 

 

① 実現すべき具体的な都市の将来像を明らかにします 

・これからの鯖江市のまちづくりについて、実現すべき具体的な将来像やまちづくりの

方針、身近な地域づくりの進め方などを、市民や事業者の皆さんにわかりやすい表現

で明らかにします。 

② 具体的な都市計画の決定、変更の指針となります 

・土地利用規制や道路、公園等の都市施設、地区計画など具体的な都市計画を決定、変

更する際の指針となるものです。 

③ 個別の都市計画相互の調整を図ります 

・具体的な個別の都市計画のほか、景観形成や都市環境、都市防災などについて相互に

調整を図ることにより、一体的なまちづくりの推進を目指します。 

④ 市民、事業者の理解、施策や事業の合意形成を図ります 

・まちづくり、地域づくりの考え方を市民や事業者の皆さんと行政が共通の目標として

共有することにより、都市計画に関する理解を深め、施策や事業の合意形成を図ると

ともに、市民、事業者の皆さんの参画を容易にします。 
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（２）計画の位置づけ 

鯖江市都市計画マスタープランは、都市計画法第 18条の 2「市町村の都市計画に関する基本

的な方針」に基づく計画です。上位計画である「第５次鯖江市総合計画」、「丹南都市計画区域

整備、開発及び保全の方針」に即すとともに、関連計画との相互調整を図ることにより、都市

計画や関連する個別計画の上位計画としての位置づけをもち、まちづくり、地域づくりの実践

に向けた施策を展開することになります。 
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丹南都市計画区域 

整備､開発及び保全の方針 

（平成 16年 5月策定） 

目標年次：概ね 20 年後 

都市計画及び関連する個別計画 

（土地利用、交通体系、公園、緑地、景観、環境、防災等） 

第５次鯖江市総合計画 

（平成 22年 3月策定） 

計画期間：平成 22年度～26年度 

鯖江市都市計画マスタープラン 

（平成 9 年 6月策定） 

目標年次：平成 27 年度 

国土形成計画 

全国計画 

（平成 20年 7月策定） 

北陸圏広域地方計画 

（平成 21年 8月策定） 

[改定]鯖江市都市計画マスタープラン 

目標年次：平成 42年度（基準年：平成 22年度） 
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３．計画の構成 
（１）計画の対象区域 

本市では、市域東部の一部を除く市域面積の約９割を都市計画区域に指定しており、都市計

画区域に居住する人口の割合は、市全体の 99.5％を占めています。 

本計画は、都市計画に関する基本的な方針を示すものであり、土地利用の規制、誘導や都市

機能の配置、都市施設の整備など、主に都市計画分野に関する事項については都市計画区域を

対象とし、自然環境の保全や景観形成、定住や地域コミュニティなど、本市の骨格に関わる事

項については市全域を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の目標年次 

都市計画は、その目標の実現に時間を要します。このため、都市計画マスタープランでは、

長期的な視点に立った都市の将来像を明確にすることが重要です。 

本計画では、平成 22 年度を基準年として、概ね 20 年後の平成 42 年度を目標年次として定

めます。 

都市計画区域外 

鯖江市全域 

《面積：8,475ha、人口：68,667人》 

都市計画区域外 

《面積：934ha、 

人口：310人》 

都市計画区域 

《面積：7,541ha、人口：68,357人》 

市街地（用途地域） 

《面積：1,539ha、人口：39,570人》 

人口：住民基本台帳 
(平成 23年 4月 1日) 
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（３）計画の構成 

本計画は、都市全体のまちづくりの方針を示す「全体構想」とまちづくりを推進する上で重

要な地域や地区の方針を示す「重点地区構想」、まちづくりの実現に向けた基本的な考え方を

示す「実現化方策」から構成します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

序 章 鯖江市都市計画マスタープランとは 

１．改定の目的と背景 
２．計画の役割と位置づけ 
３．計画の構成 

第５章 まちづくりの実現に向けて         【実現化方策】 

１．市民主役のまちづくり、地域づくり 
２．計画の進行管理と見直しの考え方 

第４章 重点地区のまちづくり方針        【重点地区構想】 

１．重点地区の設定 
２．重点地区のまちづくりの方針 
（１）西山公園、本町周辺地区 
（２）河和田地区 
（３）田園環境、居住環境混在地区 

【全体構想】 

第３章 まちづくりの方針 

１．土地利用の方針 
２．交通体系の整備方針 
３．公園、緑地の整備方針 
４．景観形成の方針 
５．都市環境の方針 
６．都市防災の方針 

第２章 将来都市像 

１．将来都市像 
２．まちづくりの目標 
３．将来フレーム 
４．将来都市構造 

第１章 まちづくりの現況と課題 

１．鯖江市の概況 
２．まちづくりに関する市民意向（市民アンケート、中学生アンケート） 
３．まちづくりの現況と課題 



－5－ 

第１章 まちづくりの現況と課題 
１．鯖江市の概況 
（１）位置とシンボル 

鯖江市は福井県のほぼ中央に位置し、北は福井市、南は越前市に隣接しています。東西約 19.2

㎞、南北約 8.3㎞にわたる地域のうち、その多くが平坦地であり、東部及び南西の一部が山地

となっています。 

市域を南北に縦貫するＪＲ北陸本線、北陸自動車道は、広域的な交通網を形成しています。 

また、本市では、市民が誇りをもって自然豊かな鯖江をＰＲし、自然を守り育てる心を育み、

自然環境に関心をもつことのできるシンボルとして、市を象徴する花、木、鳥をそれぞれ「つ

つじ」、「さくら」、「おしどり」に制定しています。 

 

■鯖江市の位置 

市の花： 

つつじ 

市の木： 

さくら 

市の鳥： 

おしどり 
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（２）人口 

本市の人口は、67,450人(平成 22年国勢調査)であり、増加を続けています。 

日本の人口は、少子高齢社会の進展によって既に長期的な減少過程に入っており、福井県の

人口も平成 12 年以降減少しています。国立社会保障・人口問題研究所の見通しでは、本市に

おいても、平成 22年をピークに減少するものと予想されています。 

  
※実績値：国勢調査 

※見通し(H22～H42)の値は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値 

■人口の推移と見通し 

年齢区分別人口は、少子高齢化の影響により、15 歳以下の年少人口の減少、65 歳以上の高

齢人口の増加が進んでおり、今後は、生産年齢人口が減少過程に入るものと予想されています。 

世帯数は、21,078 世帯であり、増加しています。世帯規模の縮小が進行しており、世帯数は

今後も増加するものと予想されています。 

 

  
※実績値：国勢調査 

※年齢区分別人口の見通し(H22～H42)の値は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値 

※世帯規模の見通し(H27～H42)の値は、昭和 60年～平成 22年の実績値からの推計値 

※世帯数の見通し(H27～H42)の値は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値を世帯規模で除した値 

■年齢区分別人口、世帯数、世帯規模の推移と見通し 
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（３）産業 

①農業粗生産額 

農業粗生産額は、減少傾向が続いており、

経営耕地面積の減少や農地の宅地化等によ

り、今後も減少傾向が続くものと予想されて

います。 

※将来の農業租生産額は、昭和 60年から平成 18

年までの実績値を平成 17年デフレータにより

補正し、その補正値を基に推計 

 

出典：第５次鯖江市総合計画 

■農業粗生産額の推移と見通し 

②製造品出荷額等 

製造品出荷額等は、近年減少傾向が続いて

います。今後は、一旦わずかながら増加する

ものの、再び減少傾向に転じていくものと予

想されています。 

※従業者４人以上の事業者における将来の製造

品出荷額等は、昭和 60 年から平成 19 年まで

の実績値を平成 17年デフレータにより補正し、

その補正値を基に推計 

 

出典：第５次鯖江市総合計画 

■製造品出荷額等の推移と見通し 

 

③商品販売額 

商品販売額は、近年停滞傾向にありました

が、今後はインターネットを活用した通信販

売市場のさらなる拡大等を背景に微増に転

じるものと予想されています。 

※将来の商品販売額は、昭和 60 年から平成 19

年までの実績値を平成 17年デフレータにより

補正し、その補正値を基に推計 

 

出典：第５次鯖江市総合計画 

■商品販売額の推移と見通し 
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④観   光 

・さばえつつじまつり来場者数（5/3～5/5） 

本市を代表する観光イベントである「さばえつつじまつり」の近年の来場者数は、平成

21年をピークに減少していますが、長期的にみると増加傾向にあると考えられます。変動

が大きい要因は、つつじまつりが短期間の開催で気候等の影響を受けやすいためと考えら

れます。 

 

資料：福井県観光客入込数（推計） 

■さばえつつじまつり来場者数 

 

・西山公園、動物園年間入園者数及び市内年間観光客数 

西山動物園の入園者数は横ばいですが、西山公園入園者数や市内観光客数は大幅に増加

しています。 

 
資料：庁内資料、福井県観光客入込数（推計） 

■西山公園、動物園入園者数及び市内年間観光客数 
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２．まちづくりに関する市民意向 
（１）アンケート調査の目的 

都市計画マスタープランの改定に当たり地域の生活環境に関する市民の評価や、まちづくり、

地域づくりに関する意向、要望を本計画に反映するため、市民アンケート調査を実施しました。 
また、これからのまちづくりを担う若い世代の意向を把握するため、本市の中学３年生にも

目指すべき都市の姿などについてアンケート調査を実施しました。 
 

（２）調査対象及び回収状況 

＜市民アンケート＞ 

・鯖江市に居住する 18歳以上の市民から無作為に抽出した 2,000人を対象に実施 

・郵送による調査票の配布、回収 

・有効回答票数：1,090票（回収率：54.5％） 

 

＜中学生アンケート＞ 

・鯖江市の中学３年生を対象に実施 

・学校を通じて配布、回収 

・有効回答票数：648 票 

 
（３）調査結果の概要 

＜市民アンケート＞ 

●調査内容：・お住まいの地区の暮らしやすさの評価 
・お住まいの地区や鯖江市の自慢できるものや場所 
・鯖江市のまちづくりの方向性 
・まちづくり活動への関心や市民が主体的に取り組むべきこと 等 

●結果概要： 

・暮らしやすさに関する総合的な評価は高いものの、建物の統一感や家並みの美しさ、自然

災害に対する安全性、防犯体制等の評価が低くなっています。 
・鯖江市で自慢できるものや場所として、西山公園が群を抜いており、鯖江市のシンボルと

して高く評価されています。 
・まちづくりの方向性としては、「安全、安心」を求める意見が多く、大規模な自然災害の

発生などによって生活の安全に対する意識が高まっています。 
・市民参加については、まちづくり活動に関する興味や関心の低さがうかがえる結果となっ

ており、まちづくりに関する情報や参加しやすい場の提供などの必要性が感じられます。 
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（上段：暮らしやすいと「感じる」、「やや感じる」の合計票数、下段：地区別票数に占める割合(％)） 

■地区別の暮らしやすさの評価 

 

 
（上段：票数、下段：割合(％)） 

■地区別の鯖江市で自慢できるものや場所 
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■まちづくりの方向性 

 

 
■まちづくり活動への関心 

 

 

＜中学生アンケート＞ 

●調査内容：・もし、市長になったら鯖江市をどんなまちにしたい？（将来の鯖江市の姿） 
・鯖江市の中で良いところ、変えたいところ 
・まちづくりへの参加意向 

●結果概要 

・将来の鯖江市の姿については、意見を総合すると、「誰もが安全」に生活することができ

て、「うるおい」があり、「便利でにぎやか」な都市となりました。「安全」な都市を望む

意向が強い要因は、やはり大規模な自然災害の発生によるものと考えられます。 
・鯖江市の良いところについては、「水や空気がきれいで、自然が豊かなところ」が多く、

また、眼鏡や漆器などものづくりのまちをあげています。 
変えたいところについては、買物や公共交通の不便さに関する意見をあげています。 

・まちづくり活動については、環境美化活動やリサイクルなどの環境活動に関心を示してい

ます。まちづくりへの参加については、市民アンケートの調査結果と同様にまちづくりに

関する情報や参加しやすい場の提供などの必要性が感じられる結果でした。 
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■将来の鯖江市の姿 

 

 
■まちづくりに協力できること 

 

 

■まちづくりへの興味や関心 
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３．まちづくりの現況と課題 
（１）土地利用 

本市の都市計画区域は 7,541haあり、市域の約９割を占めています。また、用途地域は、都

市計画区域の約２割となる 1,539haを指定しています。 

用途地域内の土地利用は、約半分が宅地（住宅地、商業地、工業地）として利用されており、

用途地域の約 15％を占める農地が残っています。 

用途地域外の土地利用は、農地と山林が約７割を占めています。 

 
資料：平成 22年度 丹南都市計画区域都市計画基礎調査 

■区域別の土地利用現況(構成比) 

 

宅地開発の状況を住居系の農地転用の件数からみると、平成 12 年をピークとして近年はそ

の４割程度に減少しています。 

ピーク以前は用途地域外の件数が過半数を占めていましたが、近年では用途地域外の件数が

大幅に減少しています。 

 

資料：平成 22年度 丹南都市計画区域都市計画基礎調査 

■農地転用(住居系)件数の推移 
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農用地の状況をみると、市域東部では一団の農用地が形成されているものの、日野川以西に

ついては、幹線道路の沿道やその周辺において小規模な開発が行われ、農地のスプロール化が

進行しています。さらに、既存開発地の隣接地などでは農用地から除外された農地が多く分布

しており、さらに開発が進むことによって、農地が減少し、営農環境の低下や居住環境の低下

が懸念されています。 

 
 

 

 

 

 

 

＜日野川以西の農用地の状況＞ 
（拡大図） 

※ 農用地とは、「農業振興地

域の整備に関する法律」に

基づいて、鯖江市が農業振

興地域整備計画において定

めた農業振興を図る優良な

農地で、農業以外の用途へ

の転用は厳しく制限されて

います。 
 しかしながら、農用地か

ら除外された農地は、「農振

白地」となり、農業以外の

用途への転用ができるよう

になります。 
 左図の山地や河川を除い

て着色されていないところ

が農振白地です。 

■日野川以西の農地 
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（２）都市施設 

①都市計画道路 

本市では、都市計画道路として 31路線（幹線街路 25路線、区画街路 4路線、特殊街路 2路

線）を計画決定しており、総延長は 88.80㎞となっています。 

現在、22 路線が改良済であり、市街地の骨格を形成する都市計画道路は概ね整備が完了して

います。 

また、全路線の改良率は 86.8％であり、県内の他市町と比べ高い整備水準となっています。 

 
■都市計画道路の整備状況 

 用途地域内 用途地域外 都市計画区域計 

計画決定延長 (㎞) 63.09 25.71 88.80 

改 良 済 延 長 (㎞) 53.58 23.54 77.12 

概 成 済 延 長 (㎞) 0.71 2.14 2.85 

改 良 率 (％) 84.9 91.5 86.8 

資料：庁内資料（平成 24年 3月 31日現在） 

 
②都市公園 

本市では、都市公園として街区公園 109箇所、近隣公園 5箇所、総合公園 3箇所、運動公園

1箇所、都市緑地 1箇所を供用しており、供用面積は 80.2haに及んでいます。 

また、都市公園以外の公園として地係公園が 69箇所、3.03haを供用しています。 

 

種    別 
供用面積 

(ha) 

都市計画区域内 
人口 1人当たり面積 

(㎡/人) 

  街区公園 15.10 2.2 

  近隣公園 13.10 1.9 

  地区公園 － － 

  総合公園 40.28 5.9 

  運動公園 6.80 1.0 

 公園 計 75.28 11.0 

 都市緑地 4.92 0.7 

公園、緑地 計 80.20 11.7 

   
都市計画区域人口 68.3千人 

資料：庁内資料（平成 24年 3月 31日現在） 
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③下水道 

本市の下水道処理については、日野川以東の地域を公共下水道事業、日野川以西の地域を農

業集落排水事業によって整備を進めています。 

公共下水道事業については、分流式（汚水、雨水別）で整備を進めています。 

汚水については市街地東部を除き整備が完了しており、処理区域の普及率は 68.6％(H22 年

度末)です。 

雨水については市街地を中心に整備を進めており、排水区域の整備率は 33.3％（(H22 年度

末)です。 

 

■公共下水道整備計画（鯖江処理区） 

 全体計画 認可 

下水道施工期間 S49～H32 S49～H25 

汚水処理区域面積 2,558.0ha 2,154.0ha 

雨水処理区域面積 1,993.0ha 1,515.0ha 

計画人口 55,300人 51,360人 

日最大汚水量 39,000㎥/日 36,700㎥/日 

終末処理場処理能力 39,000㎥/日 36,700㎥/日 

 

■公共下水道整備状況 

 認可 整備状況 

行 政 人 口 ( Ａ ) 68,600人 67,826人 

汚 水 整 備 面 積 2,154.0ha 1,796.1ha 

汚 水 処 理 面 積 2,154.0ha 1,796.1ha 

整 備 人 口 51,360人 46,497人 

処 理 人 口 ( Ｂ ) 51,360人 46,497人 

下 水 道 普 及 率  68.6％ 

雨 水 整 備 面 積 1,515.0ha 504.0ha 

雨 水 整 備 率  33.3％ 

汚 水 幹 渠 延 長 408,965ｍ 383,611ｍ 

雨 水 幹 渠 延 長 363,690ｍ 158,736 

ポ ン プ 場 
箇所数 5 箇所 4 箇所 

面 積 15,600㎡ 7,450 ㎡ 

処 理 場 
箇所数 2 箇所 2 箇所 

面 積 45,500㎡ 45,500㎡ 

整備状況：平成 23年 3月 31日 

資料：平成 23年度 都市計画の概要 
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■公共下水道事業計画図（汚水） 

 

農業集落排水事業は、農村集落の環境改善、農

業用の用排水等の水質保全及び集落におけるし

尿、生活排水などの汚水処理を目的として昭和

62 年 4 月より、日野川西部の一部を対象として

行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④その他 

その他の都市施設として、以下の施設を都市計画決定しています。 

都市施設名 
面積 処理能力、台数 

備  考 
計画 供用 計画 供用 

ごみ焼却場 2.2 2.2 120t/日 120t/日 鯖江ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

汚水処理場 0.3 0.3 
918kl/日 

(計画人口 3,400人) 
918kl/日 

吉川東地区 
汚水処理場 

火葬場 1.2 1.2 5 基/日 5 基/日 鯖江葬斎場 
 

自転車 
駐車場 

神明 0.02 0.02 216台 216台 地上１層 

西鯖江 0.02 0.02 214台 214台 地上１層 

資料：庁内資料（平成 24年 3月 31日現在） 

■農業集落排水事業計画図 

立待地区 

吉川地区 
吉川東地区 

日野川西地区 

豊地区 

豊西地区 

全体計画区域 

事業認可区域 
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（３）市街地開発事業 

市街地開発事業は、土地区画整理事業 30地区、市街地再開発事業 1地区を施行しています。 

用途地域内においては、671.1haを施行しており、用途地域面積の約 44％で面的な基盤整備

を行っています。面的な基盤整備が未整備な地区では、4ｍ未満の狭あいな道路が多く残され

ています。 

 

 

 

 

 

＜区域区分別人口の推移＞ 

資料：平成 23年度  

都市計画の概要 

■市街地開発事業の施行状況 

人口：住民基本台帳 
(各年 4月 1日) 
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（４）地区計画 

本市では、丹南プラザ周辺地区及び水落交流拠点地区の 2

地区で地区計画を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

■地区計画の概要 

 丹南プラザ周辺地区（平成 4年都市計画決定、31.4ha） 

地区計画の目標 

・本地区は、東側に国道８号があり、南側は越前市との行政界に

接する地区で、地区内にはサンドーム福井（福井県産業振興施

設）が立地しています。 

・本地区は、地区の特性を活かし、健全な産業業務地としての誘

導及び利便性の向上を図り、サンドーム福井を中心に公共及び

民間の高次産業関連施設が集積する地区として、本市の新たな

産業都市圏の形成を目標としています。 

土地利用の方針 

・サンドーム福井を中心に、スポーツ、情報、ハイテク産業等の企業の立地を促進し、地

場産業の育成を図るとともに、スポーツを通じて健康でやすらぎとうるおいを体験でき

るまちづくりを推進します。 

建築物等の 

整備方針 

・地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物の用途の混在による環境の悪化等

を防止し、良好な市街地環境の整備を進めるため、建築物の用途を制限 

（マージャン屋、パチンコ屋、ゲームセンター等の遊戯施設（風俗営業等の規制及び 

 業務の適正化等に関する法律第2条第1項7号及び8号）） 

 

 水落交流拠点地区（平成 11年都市計画決定、平成 17年変更、20ha） 

地区計画の目標 

・本地区では、「健康、福祉、文化、居住、業務等の機能が

調和した、あらゆる世代が集い交流する生活文化拠点の形

成」をまちづくりの目標としています。 

 

 

 

土地利用の方針 

文化、交流地区 ・人々が集い憩える魅力ある施設空間の整備 

幹線道路沿道地区 ・沿道の景観を考慮し、低層から中層の商業業務系の土地利用を誘導 

住宅地区 ・低層戸建てを中心とする住宅系土地利用を誘導 

交流サービス地区 
・来訪者に対する商業サービスの提供に配慮して中小規模の商業系土

地利用を誘導 

地区施設の 

整備方針 

・「文化、交流地区」内の利用者の移動と地区としての一体性を向上させるため、公共施

設の間を結ぶ歩行者ネットワーク道路を整備 

・人が散策し憩える歩行者空間を整備するため、ネットワーク道路の交差部に広場、緑地

等を整備 

建築物等の 

整備方針 

・無秩序な市街地の形成を防止し良好な都市景観を創出するため、各地区の特性に応じて

用途の制限 

・建築物の形態または意匠は周囲の景観に調和したものとする 

・上記の制限のほかに、地区の生活環境の悪化をもたらす恐れのあるものを制限 

■サンドーム福井 

■文化の館(図書館) 
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（５）特別用途地区 

本市では、地域の特性を活かしたまちづくり施策として、平成 13 年に「地場産業振興特別

用途地区」という特別用途地区を導入しています。 

これは、河和田地区におけるものづくりの支援策として、漆器や眼鏡関連産業の保護育成を

目的に建築物の建替えや増改築、機械設備の入換え等に関する用途地域の規制を一部緩和する

ものです。ただし、周辺住宅地の居住環境との調和を図るための制限も設けています。 

 

＜規制内容＞ 

・漆器、眼鏡の製造等の事業を営む工場で、住宅と用途を兼ねるものまたはこれに類するもの

に限り、以下のように緩和 

 用途地域 
による制限 

特別用途地区 

第１種 

住居地域 

A：50 ㎡以下 

B：0.75kw以下 

【漆器関連産業】 

A：300㎡以下 

B：20kw以下 

【眼鏡関連産業】 

A：200㎡以下 

B：50kw以下 

近隣商業 

地域 

A：150㎡以下 

B：0.75kw以下 

A:作業床面積の合計  B:原動機出力の合計 

・周辺の居住環境への影響を抑えるため、以下の 

制限を設定 

①原動機を使用する建築物は、原動機の振動や 

騒音が外部に漏出しない構造とすること 

②塗料の吹付を行う建築物には、塗料の粉末等 

の粉塵を除去する排気設備を設けること 

 

 

 

 

 

 

■指定範囲（斜線部） 

・塗料の粉末等の粉塵を除去する排気設備 
 （原動機を使用する塗料の吹付を行う工場） 

天井：吸音効果のある材料で仕上げ 

外壁：長屋または共同住宅 
の界壁の遮音構造 

建築物の基礎と原動機の基礎を分離 

原動機の出力の合計 
漆器工場：20kw以下 
眼鏡工場：50kw以下 

作業場の床面積の合計 
漆器工場：300㎡以下 
眼鏡工場：200㎡以下 

青文字：建築できる建築物の緩和 
赤文字：建築物の構造・設備の制限 
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（６）都市整備関連事業費 

都市整備に関連する事業は、経年的に減少傾向にあり、普通建設事業費(土木費、農林水産

業費)は、平成 22年で約 13 億円となっています。平成 10 年の 35 億円と比較すると約 63％減

となっています。 

 

資料：地方財政状況調査 

■普通建設事業費(土木費、農林水産業費)の推移 

 

（７）公共交通 

本市の公共交通は、市域を南北に縦貫する鉄道と市域全体を対象とする路線バスを主体とし

て構成されており、利用者数は、路線により差はあるものの全体としては微増傾向にあります。 

鉄道は、ＪＲ北陸本線と福井鉄道福武線があり、市内には両線で 8駅が位置しています。北

陸本線は、東京、大阪等の大都市をはじめとする広域的な交流の主軸であるとともに、隣接す

る福井市、越前市等を連絡しています。福武線は、市街地のほぼ中央を通過するルートになっ

ており、駅間距離も約 1km と短いことから市街地全体を利用圏域としており、沿線の主要施設

の利便性も高く、市民の日常的な生活の足となっています。 

バスについては、福井鉄道が運行する路線バスが 2路線と、鯖江市が運行するコミュニティ

バス「つつじバス」が 12路線あります。 

「つつじバス」は、市内各地区と主要な鉄道駅や主要施設を連絡しており、バス停を中心に

概ね半径 300ｍの範囲を利便エリアとすると、一部を除いてほぼすべての市街地や集落に交通

サービスを提供しています。 

つつじバスの運行費用は、約 7千万円となっており、そのうち運賃収入は 16％程度で費用の

約 5割を市が負担しています。 
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資料：庁内資料 

■ＪＲ鯖江駅の１日平均乗降客数の推移 

 

 
資料：庁内資料 

■福井鉄道 市内６駅の乗降客数の合計 

 

 
資料：庁内資料 

■福井鉄道 市内６駅の乗降客数 

 

・ＪＲ鯖江駅の利用者数は、概ね 4,000

人/日で推移しています。 

定期乗車券利用者は増加傾向にあり

ますが、普通乗車券利用者は減少傾

向にあります。 

・鯖江市内の駅を利用する福井鉄道福

武線利用者数は、平成 22年で年間約

87 万人あり、ほぼ横ばいで推移して

います。 

・福武線各駅の利用者数は、大

きな変動もなく横ばいで推

移しています。 

神明駅利用者数は年間約 40

万人と最も多く、次いで西鯖

江駅が年間 25 万人となって

います。 
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資料：庁内資料 

■つつじバス利用者数の推移 

 

 
資料：庁内資料 

■つつじバス 路線別利用者数の推移 

 

 
資料：庁内資料 

■つつじバスの運行費用の推移 

・つつじバス利用者数は、顕著な増

加傾向を示しており、大幅な見直

しが行われた平成 18年から４割増

となっています。 

・路線別の利用者数は、中央 

線、河和田線が多く、平成 22

年で年間約 5 万人に利用され

ています。 

・すべての路線で利用者数が増

加しています。 

（中河・北中山線も平成 19 

 年から増加） 

・つつじバスは、平成 18 年に運行

ダイヤや運行形態等について大

幅な見直しを行い、平成 19 年以

降は11路線約 70便で運行してい

ます。平成 24年 4月から 12 路線

74 便で運行します。 

・見直しにより、市負担額は増加し

ましたが、利用者の増加や利用者

ニーズに応じたサービスの見直

し、コスト縮減により、負担額は

減少傾向にあります。 
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（８）景観形成 

本市では、平成 6年に策定した鯖江市景観づくり基本計画に基づいて景観行政を進めており、

平成 12 年には鯖江市景観条例を制定し、大規模建築物への景観配慮指導を行ってきました。 

平成 15 年には、条例に基づいて河和田中道地区を景観づくり推進地区に指定し、積極的に

景観の形成に取り組んできました。 

平成 20 年に景観法に基づいて景観行政団体に移行するとともに、平成 24年には景観計画を

策定し、鯖江市景観づくり基本計画に定める景観形成の目標を実現するため、具体的な行為の

制限や景観形成の基準などについて定めました。(第３章 まちづくりの方針 ４．景観形成の

方針で抜粋を掲載) 

 

 事    項 

平成 6年 「鯖江市景観づくり基本計画」の策定 

平成 12年 「鯖江市景観条例」の制定、「大規模行為等景観づくり基準」の運用 

平成 15年 景観条例に基づいて河和田中道地区を景観づくり推進地区に指定 

平成 20年 景観法に基づいて景観行政団体に移行 

平成 24年 「鯖江市景観計画」の策定 

 

（９）環境保全 

本市では、平成 9 年に制定した鯖江市環境基本条例に基づいて、平成 12 年に環境基本計画

を策定し環境行政を進めてきました。平成 13 年には、環境基本条例に基づいて、鯖江市環境

市民条例、鯖江市公害防止条例を制定し、環境保全や公害防止に関する市民、事業者、行政の

責務や協働による取り組みをはじめ環境負荷の軽減や公害防止に関する事項について定めま

した。 

平成 17 年には環境教育、学習を総合的に推進するため、活動拠点や環境に関する情報収集

発信の拠点施設として鯖江市環境教育支援センターを設置しました。 

平成 21 年には鯖江市環境市民条例に基づいて環境保全区域を指定し、平成 22年には策定か

ら 10年が経過した環境基本計画を改定しました。(第３章 まちづくりの方針 ５．都市環境の

方針で抜粋を掲載) 

 

 事    項 

平成 9年 「鯖江市環境基本条例」の制定 

平成 12年 「鯖江市環境基本計画」の策定 

平成 13年 
「鯖江市環境市民条例」の制定 

「鯖江市公害防止条例」の制定 

平成 17年 「鯖江市環境教育支援センター（エコネットさばえ）」の開設 

平成 21年 

「鯖江市環境市民条例」に基づいて、環境保全区域を指定 

・金谷川環境保全区域（ゲンジボタルの里） 

・河和田川環境保全区域（オシドリの里） 

平成 22年 「鯖江市環境基本計画」の改定 
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（10）都市防災 

本市における自然災害としては、平成 16 年の福井豪雨によって鞍谷川、河和田川、天神川

が氾濫し、片上地区、北中山地区、河和田地区を中心に死者 1 名、負傷者 13 名、全壊 4 棟、

半壊 44 棟、一部損壊 80棟、床上浸水 352棟、床下浸水 629 棟の被害となり、被害総額は 112

億円となりました。 

また、昭和 23 年の福井地震や、昭和 38 年、昭和 56 年などの豪雪によって甚大な被害が出

ています。 

これらの自然災害に対して、安全なまちづくりを推進するため、平成 21 年には「さばえ防

災のてびき」や「鯖江市洪水・土砂災害ハザードマップ」を作成するとともに鯖江市地域防災

計画を見直し、平成 24 年には総合的な「鯖江市災害時サポートガイドブック」を作成し、市

民への災害への備えを呼びかけています。 

 

 事    項 

昭和 23年 福井地震 

昭和 38年 38 豪雪 

昭和 56年 56 豪雪 

平成 3年 台風 19号風水害 

平成 10年 豪雨災害 

平成 16年 福井豪雨、台風 23 号風水害 

平成 18年 平成 18年豪雪、7月豪雨 

平成 21年 

「さばえ防災のてびき」の作成 

「鯖江市洪水・土砂災害ハザードマップ」の作成 

「鯖江市地域防災計画」の見直し 

平成 24年 
「鯖江市災害時サポートガイドブック」の作成 

「鯖江市地域防災計画(原子力編)」の策定 

 

（11）市民参加 

本市では、鯖江市の歴史、伝統、文化、産業など先人から受け継いだ多くの「宝」を市民自

らの手で守り育て次の世代に引き継いでいくため、「市民主役」「みんなでつくろう みんなの

さばえ」を目指し、各種の施策を展開しています。 

この理念や主要な施策を明文化し、市民と行政がともにまちづくりに取り組んでいく契機に

することを目的として、平成 22 年に市民主導で「鯖江市民主役条例」を制定しています。 

条例では、基本理念において、まちづくりの主役が市民であるという思いを市民と行政が共

有し、責任と自覚をもって積極的にまちづくりを進めるものとしています。 

さらに、この条例に基づき、市民が実施可能な行政の事業を市民が実施することにより、市

民の市政への主体的な参画の実現と市民主役意識の醸成を図るものとして、提案型市民主役事

業化制度を実施しています。 



－29－ 

（12）まちづくりの主要課題 

これからのまちづくりにおける状況の確認 

人口減少、少子高齢

社会の進展 

・人口増加から減少への転換、生産年齢人口の減少 

商業機能の郊外化 ・分散する商業機能、既存商業地の機能低下、空き店舗の増加 

低密度な市街地 ・用途地域外における宅地開発の進展、市街地内の残存農地 

西山公園の活用 ・つつじまつりの来場者数、市内観光客数の増加、「誠市」等との連携 

未着手の 
都市計画道路対策 

・整備実現性や整備効果を踏まえた廃止、見直しが必要 

市民生活の安全確保 ・自然災害等に対する安全確保、降雪期における除雪、消雪等の雪対策 

市民のまちづくり 
意識 

・まちづくり活動への参加意識の低さ 

（市民アンケート「まちづくり活動に参加できないが、情報は知りたい」：55％） 

行政の財政悪化 ・分散する社会基盤の維持管理コストの増大 

 

 

 

まちづくりの主要課題 

 

①人口減少社会における都市活力、都市運営の維持 

今後の人口減少過程において、人口や施設が低密度に拡散した状況では都市の活力が

低下し、運営コストも増大します。このため、既存ストックを活用したコンパクトなま

ちづくりを進めることで、都市活力、都市運営の維持が必要です。 

②地域資源を活かす交流、連携を支える交通ネットワークの充実 

にぎわいのあるまちづくりには、地域資源の魅力を高めるとともに、地域資源を活か

した広域的な交流や身近な連携の進展が望まれます。このため、北陸自動車道鯖江 IC

やＪＲ鯖江駅と主要施設を連絡する道路や鉄道、バス等の公共交通など交流、連携を支

える交通ネットワークの充実が必要です。 

③地域の個性を活かした生活環境の向上 

鯖江市は、豊かな自然環境、田園環境が広がっており、その中で伝統と歴史を重ねて

きた都市です。各地域にはそれぞれ固有の個性があり、生活環境に関する市民の満足度

も高くなっています。 

今後も地域の個性を活かした生活を継続するには、すべての市民が安心して住み続け

るための生活環境の向上が必要です。 

④市民との協働によるまちづくりの普及、拡大 

鯖江市では、市民主役によるまちづくりを進めています。今後の少子高齢社会への対

応として、地域における市民の主体的な取り組みが重要な役割を担います。 

このため、地域コミュニティの強化やまちづくり参加意識の向上などにより、市民、

事業者、行政の協働によるまちづくりの普及、拡大が必要です。 
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