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第３章 まちづくりの方針 
１．土地利用の方針 
（１）基本方針 

 

①市街地への都市機能の集約化 

・少子高齢、人口減少社会に対応した社会基盤を確保し、効率的で効果的な都市運営を推進

するため、道路、公園をはじめとする各種都市基盤の既存ストックの水準の高い市街地に

おいて各種都市機能の集約化を図るとともに、増加する空き家や空き地を活用した市街地

居住の推進を図り、快適な都市サービスを享受でき、安心して住み続けられる市街地を形

成します。 

②多様なニーズに対応する居住環境の提供 

・人の一生には、出生から就学、就職、結婚、子育て、リタイアなどのライフサイクルステ

ージがあり、求める居住環境も一様ではありません。子育て世代には身近に自然やゆとり

のある田園居住を選択したり、老後には文化施設や医療、福祉施設の利便性の高い市街地

居住を選択したりするなど、居住環境への多様なニーズがあります。また、市外からの転

入を迎え入れるには、Ｕ・Ｉ・Ｊターンを希望する人たちへの配慮も重要です。 

・本市の恵まれた自然や田園環境、都市基盤のストックの高い市街地環境を活かして多様な

ニーズに対応する居住環境を提供します。 

③身近な生活空間で安心して生活できる居住環境の構築 

・通勤や通学、買い物や通院等は、日常生活における基礎的な行動です。徒歩や自転車で行

ける身近な生活空間で多様な都市サービスを享受できれば、安心して生活することができ

ます。 

・通勤や通学のために人が集まる駅やバス停の付近に日常生活に必要な生活サービス関連施

設の立地を誘導することで、公共交通利用者の利便性を高めるとともに、生活サービスや

公共交通サービスの水準を向上させます。 

④農地の適正な保全、活用と条例等のルールの導入 

・市街地の東西に広がる農地は、重要な農業生産基盤であるとともに、雨水流出の抑制、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貴重な田園環境

を形成しています。このため、農地の開発は最小限に留め、極力農地を保全します。 

・関係部局の連携による総合的な土地利用の規制、誘導により農振農用地を保全、活用する

とともに、農地の保全、活用に関する条例等のルールの導入を検討し、既に農振白地とな

っている農地についても地域住民の理解と協力により極力保全します。 

⑤ものづくりのまちづくりを支援する地域特性に応じた土地利用の推進 

・本市のものづくりを代表する眼鏡、繊維、漆器の地場産業は、居住環境と一体となった生

産環境を有しています。これらの地場産業による「鯖江ブランド」づくりを支援するため、

生産環境と居住環境が調和した地域特性に応じた土地利用の規制、誘導を行います。 
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（２）主要な配置方針 

 

■市街地ゾーンにおける主要な土地利用の配置方針 

土地利用区分 配置方針 

専用住宅地 

・土地区画整理事業等によって面的な基盤整備が行われた御幸、神中、住

吉、上鯖江、東鯖江等を専用住宅地として位置づけ、良好な居住環境が

整備された生活空間を維持、向上させます。 

・(都)鯖江西縦貫線の西側の基盤未整備地区は、市街地居住を推進する受

け皿として専用住宅地に位置づけ、面的な基盤整備を支援します。 

一般住宅地 

・(都)鳥羽中芦山線が計画されている旧北国街道の沿線は、起伏のある地

形で面的な基盤は未整備ですが、沿道に兜山古墳や烏ヶ森社叢、王山古

墳群があり歴史が感じられる落ち着いた住宅地が形成されています。道

路幅員が狭く、自動車の利便性は高くありませんが、特性を活かした住

宅地として居住環境を維持、向上させます。 

・(都)鯖江武生縦貫線が計画されている旧国道８号の沿線には、商業系、

工業系の施設が混在する複合型の住宅地が形成されており、利便性の高

い居住環境を維持、向上させます。 

地域産業併存型 
住宅地 

・河和田地区の漆器、立待地区の眼鏡など地場産業と居住環境が一体とな

った住宅地では、産業振興と居住環境の調和を図り、地場産業を支援す

る居住環境を維持、向上させます。 

商業・業務・ 
生活サービス地 

・本町周辺や神明駅周辺は、地域の中心地区として商業、業務、生活サー

ビス施設が集積しています。公共交通を活かした生活拠点として、市民

生活に必要な機能の集積を図り、利便性を高めます。 

郊外型商業 
サービス地 

・国道８号、(都)鯖江西縦貫線の沿道は、大規模商業施設の立地を抑制す

るものとし、幹線道路の沿道に適した土地利用として、道路利用者の利

便を確保するとともに、良好な沿道景観や背後地の居住環境の保全に配

慮します。 

・サンドーム福井周辺は、サンドーム福井の多目的な活用により広域的な

業務機能の集積を図り、「鯖江ブランド」づくりを支援します。 

工業・流通業務地 
・東部工業団地は、自動車交通の利便性を活かした工業、流通業務地とし

て、機能集積を推進します。 

 

 

 



－42－ 



－43－ 

 



－44－ 

（３）整備、誘導方針 

■公共交通利便エリアへの居住の推進 

自動車に過度に依存することなく安心して生活できる居住環境には、公共交通の利便性が高

いことが重要です。 

本市は、ＪＲ北陸本線、福井鉄道福武線が南北に縦貫しており、北陸本線２駅、福武線６駅

が位置しています。南北に長い市街地は、駅からの距離が概ね 1㎞の範囲にあり、徒歩だけで

なく、自転車やコミュニティバスなどを併用することで便利に生活することができます。 

特に、駅から半径 500ｍの範囲は、徒歩だけで利便性が高い地区です。駅によって周辺の土

地利用は異なるものの、駅周辺での生活サービス施設の立地は公共交通利用者の利便性向上に

なり、公共交通利用者の増加につながります。さらに、公共交通利用者の増加によって生活サ

ービス、公共交通サービスの水準向上が期待できます。 

このため、公共交通の利便性が高い地区を公共交通利便エリアとして位置づけ、対象範囲を

明確にし、エリア内での住宅の建設や転居をはじめ、店舗の新設や企業の立地などを推進しま

す。 

 

 

 

■公共交通利便エリアへの居住のイメージ 
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■空き家、空き地の活用による居住環境の改善①（狭あい道路の整備） 

建築物が密集している市街地中心部等において、民間の共同住宅の建設や戸建住宅の建て替

えにあわせて、４ｍ未満の狭あいな道路の拡幅整備を行い居住環境の改善を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■共同建て替えによる居住環境の改善のイメージ ■狭あい道路の解消のイメージ 

 

 

■空き家、空き地の活用による居住環境の改善②（遊休地の集約による土地の有効利用） 

空き家、空き地が点在する市街地中心部において、土地や建物の所有者の理解と協力のもと

に、未利用地や駐車場の移転、集約化や土地の組み替え、整序などによる遊休地の集約化、有

効活用を支援し、市街地居住を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建築物の配置の誘導による遊休地の有効活用のイメージ 
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■空き家、空き地の活用による居住環境の改善③（情報提供） 

本市では、市内の空き家を有効活用した市街地居住の推進を図るため、現在、空き家情報バ

ンクを実施しており、空き家所有者からの登録情報を居住希望者に提供しています。 

鯖江のにぎわい生活拠点、神明のやすらぎ生活拠点を中心として市街地内の居住人口の増加

を図るため、空き家情報バンクを活用し、居住希望者への提供を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空き家情報バンクの手続きの流れ 

 

 

また、空き家の居住環境を改善し、住宅としての価値

の向上を図るため、空き家のリフォーム希望者に情報を

提供し、地元の建築士会や工務店等との連携によって空

き家のリフォームの取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

■空き家のリフォームの 
取り組みイメージ 

①空き家情報バンクの 

登録 

②空き家の居住希望者 

等への情報提供 

③空き家の所有者等と 

居住希望者等の交渉 

福井県ＨＰ 

ふくい空き家情報バンク 

鯖江市ＨＰ情報 

相談窓口 

宅地建物取引業者 
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情 報 交 換 

賃貸、売買契約の締結 
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提供 

仲介 仲介 

 

 

鯖 江 市 

地元工務店 

建築士会 

リフォーム希望者 

連携 

提案、工事 

連携 

情報 
提供 
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■土地区画整理事業施行地区における計画的な市街化の促進 

市街地における土地区画整理事業は、施行区域が市街地の約 44％に及んでおり、計画的に宅

地を供給してきました。これらの地区では、残存する未利用地を活用するとともに、地区計画

や建築協定、緑地協定等の締結や継続に努め、地域の市民の皆さんにまちづくりの意識啓蒙を

図り、良好な住宅地の形成を促進します。 

 

■ものづくりのまちづくりを支援する地場産業と居住環境が調和した建築物の規制、誘導 

河和田地区では、地場産業である漆器等の産業振興と居住環境が調和した建築物の規制、誘

導を推進するため、地場産業振興特別用途地区を導入し、用途地域による建築物の規制を一部

緩和しました。 

同様に、立待地区においては、地場産業である眼鏡等のものづくりのまちづくりを支援する

ため、眼鏡等の生産環境と居住環境が調和した建築物の規制、誘導を行います。 

 

■土地利用調整に関する条例の導入と地域の市民主体の田園環境と居住環境が調和した地域づくり 

市域西部の田園地域は、農地と集落を基本とする地域ですが、近年の住居系を中心とする開

発が進行した結果、既存の農村集落とは別の分散型のコミュニティが形成され、これまでの環

境とは大きく変化しています。 

特に、小規模な開発によって形成された住宅地は、偏った世帯構成が多く、少子高齢、人口

減少社会においては、住宅地としての持続性が低く、世代交代時に空き家や空き地になること

が懸念されています。 

さらに、市域西部の田園地域には農振農用地から除外された農地（農振白地）が多数分布し

ており、今後さらに無秩序に農地が減少することも考えられます。 

こうした開発は、営農環境や防災機能、田園景観を低下させるだけなく、市街地における都

市機能の集約や市街地居住を阻害することになるため、開発を規制する必要があります。 

このため、新たな工場や大規模商業施設の立地を抑制するための特定用途制限地域の導入や、

小規模な開発の居住水準を高めるための開発指導要綱における規制規模の引き下げや最低敷

地規模の導入について検討します。 

さらに、地域の市民の皆さんが主体となって、分散立地している小規模な住宅地も含めて居

住環境と田園環境が調和した持続性のある地域づくりを進めるため、土地利用に関する総合的

な調整を行う条例等の新たな手法の導入について検討します。 

新たな手法では、鯖江市全体の方針を設定した上で、市民の皆さんが責任と自覚をもって、

主体的に土地の利用について計画を策定するものとし、この計画に基づいて保全する農地と部

分的な開発を許容する農地に区分するなど、土地利用をコントロールすることが考えられます。 
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２．交通体系の整備方針 
（１）基本方針 

①既存ストックを活用した広域交流、都市連携、地域連携の交通ネットワークの充実 

・本市における南北方向の広域的な交流を支える交通軸は、ＪＲ北陸本線や北陸自動車道な

どによって構成されており、福井市や越前市などの隣接する都市との連携を支える交通ネ

ットワークは、国道８号や福井鉄道福武線などによって構成されています。 

・今後は、新たな広域交通軸として北陸新幹線の早期整備が期待されており、本市において

も整備効果を活用するため、福井駅や南越駅(仮称)との交通ネットワークを確保します。

また、国道 417号冠山トンネルの整備を活かして、中京方面との交流、連携を図ります。 

・東西方向の地域連携を支える交通ネットワークは、道路交通によって整備されています。 

・これらの既存の交通施設のストックの活用を基盤として、必要な機能強化を図ることによ

り、広域交流、都市連携、地域連携を支える交通ネットワークの充実を図ります。 

②市民が安心して日常生活を過ごせる公共交通ネットワークの確立 

・鉄道やバスが便利に利用できる環境は、自動車を利用できない人にとって日常生活に必要

な移動に不安がなく、生活サービスを利用できるだけでなく、社会参加の機会が保たれ、

外出機会の増加によって健康づくりにも寄与します。また、日頃は自動車で移動している

人にとっても、移動手段の選択肢が増えることで生活の幅が広がります。 

このように、公共交通サービスは、単なる移動手段ではなく、多様な効果があり、多くの

便益が市民に還元されています。 

・既存の公共交通の利用機会を増やし、積極的に活用することで、公共交通のサービス水準

を維持するとともに、それぞれのサービス水準の向上や公共交通機関相互の連携、自動車

との連携を推進し、安心して日常生活が過ごせる公共交通ネットワークの確立を図ります。 

・また、市民の皆さんにとって利便性が高い公共交通にするため、公共交通サービスの運行

に必要な費用や市民の皆さんの負担額などの情報を公開するとともに、市民の皆さんの意

向把握や参画の場を設けます。 

③地域の宝を活かした交流、連携を支える交通環境の構築 

・本市には、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

など豊富な地域の宝があります。また、広域的な集客施設であるサンドーム福井が位置し

ています。これらの地域の宝を活かした交流、連携を支える交通環境の構築を図ります。 

・特に、西山公園やサンドーム福井は、つつじまつりやコンサート等のイベント時に大勢の

人が集中します。これらの施設と主要な駅やＩＣを結ぶ区間において、快適な歩行空間や

交通サービスを提供し、広域的な観光交通への対応を図ります。 

④歩行者や自転車に配慮した安全で安心な道路空間の確保 

・過度に自動車に依存しない交通環境には、歩行者や自転車が安心して通行できる道路空間

の確保が必要です。多くの道路は、自動車の通行を優先したものですが、地域の特性や道

路の機能を考慮し、歩行者や自転車に配慮した安全で安心な道路空間を確保します。 

・多少の荷物があるときや目的地まで少し距離があるときには、自転車は便利で、健康や環

境にもよい移動手段です。手軽に自転車が利用できる環境があれば、市街地内の移動はよ

り快適になります。市内の駅や主要施設に自転車のレンタルステーションを配置するなど

レンタル自転車の機能の充実を図り、自転車の利用促進を支援します。 
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（２）公共交通ネットワークの整備方針 

■鉄道を中心とする南北方向の公共交通サービスの維持、向上 

（広域交流幹線軸、都市連携幹線軸） 

本市における南北方向の交通軸は、広域交流・都市連携軸を支える交通の骨格を形成するも

のであり、鉄道によって公共交通サービスが提供されています。広域的な鉄道網を形成してい

るＪＲ北陸本線を広域交流幹線軸、隣接する福井市、越前市を連絡する福井鉄道福武線を都市

連携幹線軸として位置づけます。また、将来的には、ＪＲ北陸本線の東側に北陸新幹線の整備

が予定されています。 

駅の配置については、ＪＲ鯖江駅、北鯖江駅をはじめ、福井鉄道の６駅（鳥羽中、神明、水

落、西山公園、西鯖江、サンドーム西）が位置しており、各駅の公共交通利便エリア（駅から

半径 1㎞の範囲）によって南北に長い市街地に公共交通サービスを提供しています。 

これらの鉄道による公共交通の高い利便性をまちづくりの基本とし、積極的に公共交通の利

用を促進することで、現在のサービス水準を維持するとともに、今後の利用動向を踏まえサー

ビス水準の向上を図ります。 

 

■バスによる東西方向の公共交通サービスの維持、向上（生活交通フィーダー線） 

本市における東西方向の公共交通サービスは、東西に広い市域の市民生活を支える公共交通

として、バスを中心としたサービスを提供します。 

バスによる公共交通は、現在、鯖江市が運行するコミュニティバスである「つつじバス」と

福井鉄道が運行する路線バス（福鉄バス）によって構成されています。 

「つつじバス」は、12 路線あり、広域交流・都市連携軸を構成するＪＲ北陸本線の鯖江駅、

北鯖江駅、福井鉄道福武線の神明駅、西鯖江駅（嚮陽会館）を交通結節点として市域全体にサ

ービスを提供しています。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をカバーしています。 

「つつじバス」及び福鉄バスを生活交通フィーダー線※として位置づけ、市街地への連絡や

鉄道による広域交流幹線軸、都市連携幹線軸に接続します。積極的な利用促進により、現在の

サービス水準を維持するとともに、今後利用動向を踏まえ、サービス水準の向上を図ります。 

 

※フィーダー線：本線や幹線から分岐した線 
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（３）道路ネットワークの配置方針 

■高規格幹線道路、地域高規格道路 

・北陸自動車道 ・(構想)丹南西縦貫道路 

高規格幹線道路とは、自動車の高速交通の確保を図るために、全国的な自動車交通網を

構成する自動車専用道路です。本市においては、北陸地方を南北に縦貫する北陸自動車が

市域中央部に位置しており、広域的な交流や都市連携を促進する上で自動車交通の主軸と

して機能しています。 

地域高規格道路は、高規格幹線道路と一体となって、都市圏の育成や地域相互の交流促

進等の役割を担う道路です。本市においては、市域西部に南北に縦貫する丹南西縦貫道路

が配置されており、隣接する福井市、越前市との都市連携の強化など周辺市町との連携促

進を目指す道路です。 

 

■主要幹線道路 

・国道８号（(都)東縦貫線） 

主要幹線道路とは、高規格幹線道路等によって構成される高速交通網の機能を補完する

とともに、都市内交通の基軸となる道路です。 

国道８号は、新潟県新潟市と京都府京都市を起終点とする道路で、北陸自動車道と併走

し、北陸地方の交通の一翼を担う主要路線です。鯖江市域においては、既に整備が終了し

ており、隣接する福井市、越前市を連絡する路線として機能しています。市街地を縦貫す

るため、道路交通機能の確保に配慮した沿道土地利用を誘導するとともに、適切な維持管

理により円滑な道路交通環境を確保します。 

 

■幹線道路 

・国道 417号 ・(主)鯖江美山線 ・(主)福井今立線 

・(主)福井朝日武生線 ・(一)鯖江織田線((都)横越野田線) ・(一)青野鯖江線 

・(一)徳光鯖江線 ・(都)鯖江武生縦貫線 ・(都)鯖江西縦貫線 

・(都)北野水落線 ・(都)白鬼女線((一)福井鯖江線) ・(都)西山長泉寺線 

・(都)鯖江河和田線((主)鯖江インター線、(一)鯖江今立線) ・(都)上鯖江線 

・(仮称)西山公園・鯖江 IC連絡道路 ・(構想)東西連携道路 

幹線道路は、主要幹線道路の機能を補完し、広域的な交通や地域内を移動する交通に対

応する路線です。東西、南北方向に概ね１㎞間隔で配置し、地域や市街地の骨格を形成す

る道路です。 

都市計画道路の未整備区間の整備を促進します。また、整備が完了した区間については、

各区間の特性に応じた沿道土地利用を誘導するとともに、適切な維持管理により円滑な道

路交通環境を確保します。 
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■補助幹線道路（市街地） 

・(都)吉谷朝日線 ・(都)鳥羽中芦山線 ・(都)染北線 

・(都)染東線 ・(都)染西線 ・(都)染南線 

・(都)鯖江北中山線 ・(都)鯖江駅東線 ・(都)北鯖江定次線 

・(都)東鯖江新庄線 ・(都)鯖江駅前線 ・(都)北部循環線 

・(都)西部循環線 ・(都)鯖江瓜生線 ・(都)鯖江駅北線 

市街地内に位置する補助幹線道路は、市街地の各地区に発生、集中する道路交通の処理

を担う路線です。また、地区の骨格を形成し、土地利用を促進させるとともに、街路樹に

よる緑化や供給処理施設の収容空間として地区の都市環境を形成する道路です。 

都市計画道路の未整備区間の整備を促進します。また、整備が完了した区間については、

各区間の特性に応じた沿道土地利用を誘導するとともに、適切な維持管理により円滑な道

路交通環境を確保します。 

 

■補助幹線道路（郊外） 

・(都)鯖江北中山線((主)鯖江美山線) ・(一)鯖江今立線 

・(一)鯖江清水線 ・(一)石田家久停車場線 ・(一)鯖江浅水線 

・(一)上河内北中線 ・(一)西尾鯖江停車場線 ・(一)領家河和田線 

・(一)三尾野鯖江線 ・広域農道 

郊外(市街地外)に位置する補助幹線道路は、幹線道路の機能を補完し、市街地と市域各

地区を連絡する道路交通の処理を担う路線です。既存の県道等を中心として構成し、一部

の市道や広域農道を活用したネットワークを形成します。 

狭幅員区間の拡幅など部分的な整備を行うとともに、適正な維持管理により円滑な道路

交通環境を確保します。 

 

■コミュニティ道路 

・(都)丸山北野線 ・(都)北野線 ・(都)上鯖江循環線 

・(都)鳥羽中芦山線 

コミュニティ道路は、比較的自動車交通の少ない路線で、歩行者と自転車、自動車が道

路空間を共有する歩車共存の道路です。車道部にブロック舗装やカラー舗装を行ったり、

自動車の走行速度を制限したりするなど、路線が位置する特性に応じた整備により、快適

な道路空間を提供する道路です。 

土地区画整備事業等の基盤整備が行われた地区内で完結する路線や沿道の住宅地等の環

境を活用するために既存の幅員を基本に再整備する路線などを対象とし、地域に日常生活

を演出する場としての道路空間を提供します。 
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（４）道路ネットワークの整備方針 

■都市計画道路の適正化 

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）

を計画決定しています。計画の総延長は約90㎞に及んでおり、そのうち22路線が改良済みであり、

改良率は 86.8％となっています。 

県内の他市町と比べて高い改良率となっているものの、未整備区間の整備にはさらなる時間を要

する状況になっています。 

都市計画決定以降、長期未着手になっている路線には、他路線の整備や交通状況の変化等により

整備の必要性が低下した路線や、整備の実現性や整備効果が望めない路線があります。 

これらの路線については、地域の状況や路線の機能等を考慮し、必要に応じて計画の廃止やルー

トや幅員の見直しを行います。 

 

■歩行者、自転車交通に配慮した道路空間の創出 

自動車交通量の多い道路で歩行者や自転車が安心して通行するためには、自動車交通から分離さ

れた歩行者や自転車のための通行空間が必要です。 

また、近年自転車利用者の増加に伴い自転車と歩行者の事故が急増しています。市街地中心部な

ど歩行者、自転車交通が多い地区においては、専用の通行空間の確保が求められています。 

このため、既定の道路幅員を基本として、道路機能に応じた幅員構成の再配分を行うとともに、

段差の解消等のバリアフリー化により歩行者、自転車交通が安全で安心して通行できる道路空間を

創出します。 

 

■地域の特色を活かした道路空間の演出 

鯖江市民の誇りの象徴である西山公園や「誠市」などのイベントが実施される本町周辺は、市街

地観光の中心となっています。また、旧北国街道である(都)鳥羽中芦山線の沿線には、兜山古墳や

烏ヶ森社叢、王山古墳群があり歴史が感じられる落ち着いた住宅地が形成されています。 

これらの地域の特色を活かした道路空間の演出として、既存の道路幅員の中で、回遊性や連続性

のある歩行者空間を確保し、にぎわいづくりを支援します。 

また、サンドーム福井でのイベント開催時には、大勢の人が利用するＪＲ鯖江駅や福武線サンド

ーム西駅を結ぶ歩行空間の整備や交通サービスの提供について検討します。 
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■福武線の活用で市街地全体を行動範囲とする歩行者空間ネットワーク 
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