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第２章 将来都市像 
１．将来都市像 

都市の将来を考える上で、市民の皆さんが安心して日常生活を過ごすことのできる安全な環

境を確保することは最も重要なことのひとつです。平成 23 年 3 月、東北地方太平洋沖地震に

よって発生した大津波は、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらし、被

災地はもとより日本全国のすべての人々の生活環境に多大な影響を及ぼしました。 

私たちは、この大災害から得た教訓を真摯に学び、安易に便利さや快適さを求めるのではな

く、まちづくりの原点に帰り、市民の皆さんが安心して生活を営むことができ、「住む」こと

に価値があって豊かさを実感できるまちを目指します。 

これらからのまちづくりにおいては、地球温暖化や異常気象などの環境問題への配慮を基本

に、少子高齢、人口減少社会に対応した社会基盤の維持、確保が益々重要になっています。 

子供からお年寄りまで誰もが日常生活に必要な移動手段を確保することは、安心して生活す

るための基本であり、自動車を利用できない人にとって公共交通は、生活に不可欠なものです。 

本市は、周辺他都市と比べて公共交通が便利な都市です。過度に自動車に依存することなく、

公共交通を活用する生活スタイルは、歩いたり、自転車に乗ったりと健康的で環境にやさしい

だけでなく、見過ごしてきたまちの姿に気づく契機となり、これからのまちづくりのスタート

になると考えています。 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%9C%B0%E6%96%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B
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また、市街地が低密度に拡散した都市では、一般的に地域のコミュニティが希薄化するとと

もに、都市施設の整備、維持管理等の運営コストが増大するといわれています。住宅や店舗を

はじめ文化施設や医療、福祉施設など生活に必要な機能がコンパクトにまとまっていれば、そ

こに交流が生まれ、コミュニティが育つことによって、暮らしやすくなります。公共交通の利

便性が高く、市民の皆さんにとって便利なところに各種都市機能を集約するとともに、田園地

域での無秩序な開発を規制し、効果的で効率的なコンパクトなまちづくりを目指します。 

第５次鯖江市総合計画では、心の豊かさを市民の皆さんとの協働によって生み出す「豊かさ

への創造」をまちづくりの理念としています。さらに、本市の豊かな自然や生活環境を「ふる

さと鯖江」とした上で、まちづくりの将来像を「自信と誇りのもてる自主自立のまち」とし、

これを持続するため市民の皆さんにまちづくりへの参加を呼び掛けています。 

まちづくりにおいては、これまでは拡大する都市の成長に対応するため行政主導で道路、公

園、河川等の社会基盤の整備を推進してきましたが、これからは都市の成熟期を迎えて既存の

社会基盤のストックを活かした都市運営が求められています。これには、地域をよく知る市民

の皆さんの知恵と工夫がなくては成し得ません。 

鯖江市で住み、働き、学ぶ人をはじめ、観光やビジネスで鯖江市を訪れる人も含めた人々を

鯖江市民とし、ふるさと鯖江の生活環境、都市環境の改善に向けて、市民の皆さんが主役とな

り、まちづくり、地域づくりをリードすることが都市像実現の鍵になると考えています。 

本計画では、都市計画における将来都市像として、豊かな生活を支える都市基盤づくりと持

続可能な生活環境の形成を目指し、以下のように将来都市像を設定します。 
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２．まちづくりの目標 
将来都市像を実現するための具体の目標として、以下の４つのまちづくりの目標を定めます。 

 

＜将来都市像＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな生活を支える 

安心して住み続ける ふるさと鯖江 

 ●安心して住み続ける 歩いて暮らすまちづくり 

既存の鉄道やコミュニティバス等による公共交通のストックを

活用するとともに、空き家、空き地を活用して、公共交通の利便

性の高い地区への居住を推進することで、過度に自動車に依存す

ることなく、すべての市民が安心して住み続けることのできる生

活環境を確保します。 
駅を中心として歩いて暮らすまちづくりによって、今の鯖江市

を見つめながら、次世代に継承するまちづくりを進めます。 

●地域の宝を活かした交流、連携による 

にぎわいのあるまちづくり 

鯖江市には、つつじまつりに象徴される西山公園をはじめとす

る観光資源や、眼鏡、繊維、漆器に代表されるものづくりなど豊

富な地域の資源やストックがあります。 
これらを地域の宝として交流、連携に活かし、都市の活力を高

め、地域のにぎわいづくりを目指します。 

■福武線 ■つつじバス 

■眼 鏡 ■繊 維 ■漆 器 
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●豊かな自然や歴史、伝統、文化を感じる 

美しいまちづくり 

鯖江市の各地域には、豊かな自然や歴史、伝統、文化など今ま

で積み重ねてきた地域固有の資源やストックがあり、そこで営ま

れ続けている生活はまちづくりの基本となっています。 
この生活をより身近に感じ、自信と誇りをもって次世代に継承

する意識を高める美しいまちづくりを目指します。 

●市民がともに支え合い、 

行政と一体となった市民主役のまちづくり 

これからのまちづくりには、既存の社会基盤のストックを活用

する都市運営が求められています。これには、地域の状況を一番

知っている市民の皆さんの知恵と工夫が不可欠です。 
市民や事業者の皆さんと行政の協働によるまちづくりを推進

し、それぞれの役割と責任をもって、自助、共助、公助による市

民と行政が一体となった市民主役のまちづくりを目指します。 

■本山誠照寺 ■文殊山 ■吉江町の七曲り 

■計画づくりへの市民参画 ■市民による清掃活動 
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３．将来フレーム 
（１）人口フレーム 

本市の人口は、堅調に増加してきており、近年においても県内の他市町が減少に転じる中唯

一増加してきました。しかしながら、少子高齢化の進行により自然増加（出生と死亡の差）が

減少するとともに社会移動（転入と転出の差）が減少に転じたことで、平成 22 年の国勢調査

の人口は平成 17 年よりも増加したものの、人口の見通しを下回りました。少子高齢化の状況

や人口動態を考慮すると本市の人口は、平成 22年をピークに減少するものと思われます※。 

第５次鯖江市総合計画では、重点施策として子育て環境、定住環境の充実と健康と長寿の推

進により「人の増えるまち」づくりを掲げています。 

本計画では、総合計画の方針を受け、計画のフレームとして現在人口を維持するものとして

将来フレームを設定するものとします。 

人口フレームは、平成22年を基準年とし、目標年次である20年後の平成42年の人口を67,500

人と設定します。また、中間年次となる平成 32年の人口を 67,500人とします。 

※「日本の市区町村別将来推計人口（平成 20年 12月推計）」国立社会保障・人口問題研究所 

 
※見通しの値は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値 

■人口の推移と将来見通し、目標値 

 

資料：鯖江市統計書 

■近年の人口動態 
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（２）土地利用フレーム（市街地規模） 

本市において、現在用途地域を指定している区域の面積は 1,539haです。このうち、可住地

面積は 782ha であり、可住地の人口密度は 49.3人/haになります。 

可住地の内訳をみると、住宅として利用されている面積は可住地全体の 55.8％に留まってお

り、市街地西端の日野川沿いやＪＲ北陸本線と国道８号の立体交差部付近にはまとまった農地

があり、面的な基盤整備を行った地区にも農地などの未利用地が残っているところがあります。 

これらの用途地域内における農地等の可住地は、住宅用地として、本市以外からの転入や市

街地の外からの移転、世帯分離や住み替え等による市街地居住者の受け皿となります。 

※現在の用途地域に居住可能な人口は、比較的低密度でゆとりのある人口密度 60人/haで試算すると約 47,000人となり

ます。用途地域内に既に居住している人口との差として、現在の用途地域に 8,000人以上を収容することができること

になります。 

■用途地域内可住地の状況 

用途地域面積 

(ha) 

可住地面積 

(ha) 

用途地域内人口 

(人) 

可住地人口密度 

(人/ha) 

1,539 782 38,593 49.3 

※可住地：居住しているまたは居住することが可能な土地 

（農地(田、畑)、山林、住宅用地、平面駐車場、都市的未利用地(工事中、未利用地)） 

 

資料：平成 21・22年度丹南都市計画基礎調査(福井県、鯖江市) 

 

 

今後は、これまでのような人口増加は見込めないものの、市街地内の農地等の可住地や空き

家、空き地の活用により多様な居住ニーズに対応し、積極的な市街地居住を推進します。この

ため、土地利用フレーム（市街地規模）としては、現在の用途地域を維持するものとして将来

市街地を位置づけます。 

ただし、将来的に人口減少が進行した場合は、都市機能の集約や人口密度の維持を図るため、

市街地規模の縮退を行います。また、一部地形等の要因によって、市街地として適切でないと

ころについては、将来市街地からは除外するものとします。 
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４．将来都市構造 
（１）基本となる都市構成 

本市は、東西に長い市域を形成しています。市域東部の山地をはじめ文殊山や三里山、三床

山など豊かな緑に囲まれ、平地部には日野川、浅水川、鞍谷川等の河川が流下しています。比

較的なだらかな平地の中央には市街地があり、福井市に接する北部から越前市に接する南部ま

で連続した市街地が形成されています。 

市街地の中央には、鯖江市民の誇りの象徴である西山公園の豊かな緑があり、その周囲には

鯖江、神明等の歴史のあるまち並みが広がっています。 

また、ＪＲ北陸本線、福井鉄道福武線が市街地を縦貫しており、市内に配置された８箇所の

駅によって公共交通サービスが提供されており、市民の生活の足となっています。 

市街地の東部、西部には農地と集落からなる田園地域が広がっています。西部地域では、小

規模な宅地開発によって低密度な市街地が拡大し、営農環境の低下、都市基盤の運営コスト増

大の要因になっています。 

市域東部には、河和田市街地があり、漆器を中心にものづくりを基本とした生活拠点が形成

されています。 

今後のまちづくりにおいては、これらの自然、歴史特性を保全、活用するとともに、安心し

て生活が続けられる居住環境の改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基本となる都市構成 

田園環境保全 
ゾーン 

田園環境保全 
ゾーン 

市街地ゾーン 

市街地 
ゾーン 

森林環境保全 
ゾーン 
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（２）土地利用の基本的な考え方 

地形条件や自然条件を踏まえ、市域を市街地ゾーン、田園環境保全ゾーン、森林環境保全ゾ

ーンに分類し、それぞれ固有の特徴や資源を活かしたまちづくりを進めていきます。 

 

土地利用区分 基本方針 

市街地ゾーン 

市街地は、公共交通の利便性の高い駅周辺に、店舗をはじめ文化施設

や医療、福祉施設など日常の市民生活に必要な施設を集約化することに

より、過度に自動車に依存することなく、安心して住み続けられる居住

環境を提供します。 

また、駅周辺に公共施設や企業等の立地を推進することにより、公共

交通の利用を促進し、公共交通サービスの維持、向上を図ります。 

このため、駅周辺の未利用地や空き家、空き地を活用し、居住環境の

改善を図り、市街地居住を推進します。 

西山公園は、日常的な憩いや健康づくりの場として広く市民に親しま

れているとともに、四季折々の姿は本市を代表する観光の場となってい

ます。この西山公園を中心に多様な都市サービスを配置し、それらを連

続する歩行空間で結ぶことによって、歩くことで都市サービスを享受で

きる環境づくりを推進します。つつじまつりや誠市等の既存のイベント

を活用しながら、歩くことで楽しめる生活環境の充実を図ります。 

さらに、その南北に鯖江地区のにぎわい生活拠点、神明地区のやすら

ぎ生活拠点を配置し、生活サービス機能の利便性を高めます。 

ものづくりのまちづくりとして、河和田地区にものづくり交流拠点、

立待地区にものづくり生活拠点を配置し、地場産業と生活環境が一体と

なった「鯖江ブランド」づくりを支援する環境を整備するとともに、伝

統が感じられる落ち着いたまち並み景観づくりを推進します。 

田園環境保全 
ゾーン 

市域西部の農地は、近年の住宅地開発により一団の農地としてのまと

まりが失われつつあります。また、市域東部の農地についても、幹線道

路の沿道において一部開発が進んでいます。 

郊外に広がる農地は、重要な農業生産基盤として活用するとともに、

雨水流出の抑制や浸水被害の低減機能があり、背後の森林と一体となっ

た地域の原風景として、無秩序な開発を規制し、極力維持、保全します。 

農村集落においては、市街地ゾーンに連絡する公共交通サービスを提

供するとともに、良好な集落環境を維持します。また、世帯分離や新た

な農村居住による宅地需要を集落周辺に集約し、まとまりのある集落を

維持し、集落のコミュニティを維持します。 

既に開発された小規模な住宅地については、田園環境と調和した土地

利用を継続するとともに、将来的に空き地等が発生した場合は菜園等と

しての活用を図ります。 

森林環境保全 
ゾーン 

市域東部に広がる山地をはじめ、文殊山や三里山、三床山などの森林

は、本市の骨格を形成し、都市の背景となる貴重な緑地です。 

これらの緑地のもつ水源涵養機能、土砂災害防止機能、大気浄化等の

環境保全機能、生物多様性の保全機能などの多面的な機能を維持、保全

するため、適切な管理を行います。 
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（３）軸と拠点の配置方針 

本市の地域特性を活かしたまちづくりを推進するため、都市の発展や連携の方向を示す「軸」、

都市機能の集積や高度化を目指す「拠点」について、基本方針を設定します。 

軸と拠点の分類 基本方針 

広域交流・都市連携軸 ・南北方向の広域的な交流・都市連携を支える交通軸と

して、鉄道や高速道路等を広域交流・都市連携軸とし

て位置づけます。  

北陸新幹線、ＪＲ北陸本線、 

福井鉄道 福武線、北陸自動車道 

国道８号等 

地域連携軸 ・東西方向の地域連携を支える交通軸として、国道 417

号、(主)鯖江美山線、(一)鯖江織田線等の幹線道路を

位置づけます。 
 

国道 417号、(主)鯖江美山線等 

(一)鯖江織田線等 

広域交通拠点 ・広域交通の玄関口である鯖江駅、鯖江ＩＣを広域交通

拠点として位置づけます。  鯖江駅、鯖江ＩＣ 

にぎわい生活拠点 ・鯖江地区の中心部を市民生活のにぎわいづくりの拠点

として位置づけ、生活サービス機能、公共交通サービ

ス機能の利便性を高めます。 
 鯖江地区 

やすらぎ生活拠点 ・公立丹南病院のある神明地区の中心部を市民生活のや

すらぎづくりの拠点として位置づけ、生活サービス機

能、公共交通サービス機能の利便性を高めます。 
 神明地区 

ものづくり交流拠点 ・漆器等の伝統産業と交流や観光の連携を図り、生活環

境と一体となったものづくりの拠点として位置づけ、

地域特性を活かした景観づくりを推進します。 
 河和田地区 

ものづくり生活拠点 ・眼鏡等の産業と生活環境が一体となったものづくりの

生活拠点として位置づけ、地域特性を活かした景観づ

くりを推進します。 
 立待地区 

産業集積拠点 ・交通条件を活かした流通業務産業の集積を推進すると

ともに、新たな産業集積を推進します。  東部工業団地 

広域交流・産業振興拠点 ・丹南地域の産業振興を図る拠点として位置づけ、産業

関連を中心に広域的な交流や観光、イベントなど多目

的な活用を推進します。 
 サンドーム福井周辺 

世代間交流拠点 ・健康、福祉、文化などを通じてあらゆる世代が集い憩

うことができる都市空間の創出を推進します。 
 

文化の館（図書館）・ 

健康福祉センター周辺 

青少年交流シンボル拠点 ・豊かな自然環境の中で青少年が交流するシンボル拠点

として位置づけ、既存施設の活用を推進します。  鯖江青年の家 

緑のうるおい拠点 ・市内３箇所の総合公園及び丹南地域総合公園を緑のう

るおい拠点として位置づけ、市民の憩いとレクリエー

ション等の場として活用を推進します。 
 

西山公園、大谷公園、中山公園、 

丹南地域総合公園 

公共交通利便エリア ・各鉄道駅を中心とする概ね半径１㎞の範囲を公共交通

利便エリアとして位置づけ、徒歩による基礎生活圏と

して、都市機能の集積を図るとともに、市街地居住を

推進します。 

・市街地ゾーンを概ねカバーする公共交通利便エリアで

は、鉄道の他、つつじバスや自転車を利用することに

よって、市街地ゾーン内を移動することができ、日常

の多様な生活サービスを利用することができる環境

づくりを推進します。 

 

各鉄道駅周辺 

（三十八社駅、鳥羽中駅、神明駅、 

水落駅、西山公園駅、西鯖江駅、 

サンドーム西駅、北鯖江駅、鯖江駅） 
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