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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。 
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（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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居 

住 

希 

望 

者 
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空き家情報リンク 

情 報 交 換 

賃貸、売買契約の締結 

入居

希望 
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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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３．公園、緑地の整備方針 
（１）基本方針 

 

①都市の背景となる骨格的な緑の保全と活用 

・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。これらの緑地は、水源の涵養や土砂災害の防止、

大気浄化等の環境保全機能、生物多様性の保全機能など多面的な機能を有しています。 

・また、集落に近接する里地里山は、人の暮らしに近い自然があり、多様な生物の生息、生

育空間であり、人の生活、生産活動の場でもあります。 

・これらの緑地は、安心して住み続ける環境を持続するため、今後とも適切な維持管理を行

い、一団の緑地として次世代に継承します。また、これらの緑地のもつ景観やレクリエー

ション機能等を活かした自然体験や農業体験等による交流や学習の場として積極的に活

用します。 

②西山公園をはじめとする地域の個性を活かした公園、緑地の整備と活用 

・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。この本市のシンボルである西山

公園をはじめ大谷公園や中山公園、東公園、日野川緑地を拠点として位置づけ、地域の個

性を活かした緑の空間を整備、活用します。 

・兜山古墳や烏ヶ森社叢、王山古墳群は郷土の歴史を伝える都市内緑地として、歴史的な環

境を活かした整備を推進します。 

③鯖江市の豊かな自然が感じられる水と緑のネットワークの整備 

・本市には、緑豊かな森林だけでなく、市域を南北に流下する日野川をはじめとして、鞍谷

川、浅水川等の河川があり、貴重な水辺空間を提供しています。これらの水辺空間を水の

連携軸として位置づけるとともに、拠点間を結ぶ緑の連携軸として位置づけ、市民をはじ

め、本市を訪れた人たちにとって鯖江市の豊かな自然が感じられる水と緑のネットワーク

の整備を推進します。 

④市民が主役となった緑化活動、身近な公園の維持管理の推進 

・緑豊かなまちづくりを進めるためには、市民の皆さんが主役となった緑化活動や身近な公

園の維持管理が必要です。行政は、市民の皆さんの緑に関する知識の普及や意識啓発を図

るとともに、市民の皆さんが主体となった緑化活動や身近な公園の維持管理などの取り組

みを支えるための施策の充実を進めます。 
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（２）緑の将来像 

 

 緑の将来像 

都市の背景となる 
骨格的な緑地 

・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として、適切

な維持管理を行い、一団の緑地として次世代に継承します。 

・交流や学習の場として積極的に活用します。 

ふるさとの原風景 
となる田園環境 

・市域の東部、西部に広がる田園環境は、背後の森林と一体となった地

域の原風景として、極力維持、保全します。 

・既存集落に点在する神社や寺院の境内林や屋敷内の樹木などを保全す

るとともに、集落環境との調和に配慮した住宅等の緑化を推進します。 

緑豊かな市街地 

・市街地においては、面的な基盤整備に応じて計画的に公園、緑地を確

保するとともに、街路樹等の道路空間の緑化を推進し、市民や事業者

の皆さん、鯖江市を訪れる人々がゆとりと潤いを感じることができる

緑豊かな市街地の形成を推進します。 

・市民や事業者の皆さんが主役となって住宅や店舗、工場等の民間施設

の緑化を推進し、市民や事業者の皆さんと行政の協働による緑豊かな

市街地の形成を目指します。 

都市や地域の個性 
となる水と緑の拠点 

・西山公園をはじめ大谷公園、中山公園及び日野川緑地を豊かな緑のシ

ンボルとして位置づけ、日常的な憩いや健康づくりの場として広く市

民の皆さんに提供するとともに、鯖江市を訪れる人々に緑の豊かさを

印象づける緑のシンボルとして整備、活用を推進します。 

駅の 
身近な緑スポット 

・鉄道各駅は、通勤や通学、買い物など市民の皆さんの日常生活におい

て移動やコミュニティの重要な場です。鉄道利用者をはじめとして多

くの市民の皆さんの憩いとなるように、周辺の市民や事業者の皆さん

との協働により緑化を推進します。 

水の連携軸 

・日野川、鞍谷川、浅水川など市域を流下する河川を水の連携軸として

位置づけ、都市や地域の骨格となる水空間、環境空間として環境保全

に努めるとともに、市民の皆さんの憩いや健康づくり、レクリエーシ

ョン活動の場として積極的に活用します。 

・河和田川、金谷川の一部は、良好な自然環境を有し、ゲンジボタルや

オシドリなどの希少な野生生物の生息する地域として環境保全区域

（鯖江市環境市民条例）に指定しており、環境を保全します。 

緑の連携軸 

・水と緑の拠点を結ぶ緑の連携軸は、街路樹等によって緑の連続性を確

保するとともに、地域の特性を活かした沿道景観の形成を図り、市域

全体の緑のネットワークを形成します。 
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（３）配置方針 

都市公園による公園緑地の整備目標を 139.3ha、市民一人当たり 20.6 ㎡とし、計画的な整備を

進めます。 

 

■都市公園による公園、緑地の整備現況と目標 

現     況 目     標 

面  積 
市民一人 

当たり面積 
面  積 

市民一人 
当たり面積 

80.2 ha 11.9 ㎡ 139.3 ha 20.6 ㎡ 

※現況の整備面積 80.2haに、西山公園、大谷公園、日野川緑地の未整備 

区域(59.1ha)の整備を加えて整備目標の 139.3haを達成 

※都市公園法による都市公園の市民一人当たり標準面積：10㎡ 

 
①都市公園 

 種  別 整備目標及び配置方針 

住 
区 
基 
幹 
公 
園 

街区公園 

近隣公園 

・市街地内においては、公園の種別毎の利便エリアの範囲を考慮し、歩いて行

ける範囲を基本として配置します。 
・今後の面的な基盤整備において計画的に公園を整備するとともに、利用者の

ニーズに応じた公園の確保を目指します。 
・既設の公園においては、遊具や施設のバリアフリー化や老朽施設の長寿命化

に努めます。 
・既存の公園等の里親制度の活用を拡大するとともに、制度の充実を図ること

により、市民の皆さんによる公園の維持管理を推進します。 
 

都 
市 
基 
幹 
公 
園 

総合公園 

運動公園 

・西山公園は、隣接して整備予定の道の駅との連携を図り、市民の日常的な憩

いや健康づくり、レクリエーション機能の強化を図るとともに、広域的な観

光交通の増加に対応した整備を図ります。 
・大谷公園は、「実のなる公園」をテーマとした個性ある整備を推進します。 
・整備済みの中山公園、東公園の適正な維持管理に努めるとともに、積極的に

活用します。また、未整備区域のある西山公園、大谷公園については、整備

を推進し、段階的に供用します。 
 

緑  地 

・日野川緑地は、河川と一体となったオープンスペースとして整備を推進する

とともに、河川環境の保全に配慮した活用を推進します。 
 

 
②公共施設緑地 

・地域の状況を踏まえ、都市公園の整備が困難な地区については、広場などの公共空地の充実に

より都市公園の機能を補完します。 
・その他、必要に応じて身近な避難場所となる防災公園を配置します。 
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③地域制緑地 

種  別 整備目標及び配置方針 

風 致 地 区 

景 観 重 要 樹 木 

・鯖江市景観計画及び市民意向等に基づき、風致や地域の原風景を構成する

樹木の保全を図るため、必要に応じて風致地区または景観重要樹木の指定

を検討します。 
 

緑 地 協 定 

・地域の緑地の維持管理や緑化の普及を推進するため、地域の市民の皆さん

の主体的な意向に基づき、緑地協定の締結を支援します。 
 

関係法令による 

保全が担保される 

地 域 制 緑 地 

・河川区域、保安林、地域森林計画対象民有林、農業振興地域農用地区域に

ついては、それぞれの計画に基づき、関係機関と調整し、適切に維持管理

を図ります。 
 

 

 

 

   

■文殊山 ■三里山 

 

   

■三床山 ■日野川緑地 
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－64－ 

（４）整備、誘導方針 

■個性豊かな特色ある公園、緑地の整備と活用 

水と緑の拠点である西山公園や大谷公園ついては、豊かな自然環境や貴重な歴史的遺産など

本市の都市や地域の個性が感じられる整備を推進し、中山公園、東公園、日野川緑地とともに

市民の皆さんの身近なオープンスペースとして、また市民や観光客の皆さんとの交流の場とし

て活用します。 

大谷公園は、「実のなる公園」と位置づけ、グミ、栗、柿、イチジク等の実のなる木々によ

る四季折々の季節感と「育て、収穫し、食する」といった体験学習型の森林公園として整備を

進めています。 

 

  

■西山公園 ■大谷公園 

 

 

■公園のバリアフリー化、老朽施設の長寿命化の推進 

都市公園のストックを有効に利用するとともに、公園利用者の安全性の確保、利便性の向上、

ライフサイクルコストの縮減を図るため、公園施設のバリアフリー化及び適切な修繕や計画的

な長寿命化対策などの予防保全的管理を推進します。 

老朽化した遊具等を更新する場合は、公園利用者のニーズの把握に努め、ニーズに対応した

遊具の導入について検討します。 

 

 

■健康づくりに寄与する公園遊具の例 
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■市民が主役となった身近な緑化活動の推進 

緑豊かなまちづくりを推進するため、市民や事業者の皆さんと行政が協働して積極的な緑化

に取り組みます。 

市民や事業者の皆さんは、里親制度の活用等による身近な公園の維持管理や美化活動を推進

するとともに、地区計画制度や緑地協定などを活用した地域の市民や事業者の皆さん主体のル

ールづくりなどにより、身近な緑化活動に積極的に参加、参画します。 

行政は、公共公益施設の積極的な緑化などにより、市民や事業者の皆さんの緑化活動を先導

するとともに、花壇や街路樹の設置を推進します。また、地域の市民グループ、ボランティア

団体等による緑化活動を支援するため、既存の公園等の里親制度の拡充について検討し、地域

の特性を活かした緑豊かなまちづくりを推進します。 

 

■里親公園の登録箇所数 

 平成 20年 平成 21年 平成 22年 

里親登録公園箇所数 68 75 81 

里親登録団体数 50 51 56 

資料：庁内資料（平成 23年 3月 31日現在） 

 

 
■市内小学６年生による「実のなる公園」大谷公園の植樹祭 

 
※道路、河川、公園などの里親制度について（わが街環境美化活動支援事業） 

【目的】鯖江市の施策だけでは、道路、河川、公園等の公共施設の十分な維持管理が困難なことか

ら、道路、河川、公園の里親制度の普及拡大により、市民や団体等の皆さんとの協働によ

って公共空間の環境美化運動を推進 

【概要】里親（区長、団体など）と鯖江市が合意書を交わし、公共空間の環境美化を推進 

 道路、河川、公園 
対象 区長、団体等 

活動方法 ボランティアで施設管理と美化活動をします 

活動内容 

・道路路肩の草刈、花壇(街路樹桝)整備や清掃、路肩や法面の花の植栽、河川敷や

堤防の草刈、堤防で花の植栽（管理者の同意が必要）、公園内の草刈、花壇づく

り、柵などの塗装塗替え、簡易な施設の維持補修、空缶、ゴミ等の回収など 

・情報の提供(道路、堤防、公園の破損等) 

道具等 

・原則、清掃用具等は、里親の方で準備 

・花苗、肥料等購入費用の一部を市が支援（道路、河川） 

・草刈作業や低木剪定作業に対し報償金を支払う（公園） 
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４．景観形成の方針 
安心して住み続けるまちづくりには、本市の自然や歴史、地域の特性を活かした美しいまち

づくりが必要です。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、景観形成の目標及び方針を定めています。 

また、景観形成の目標の実現に向けて、具体的な行為の制限や景観形成の基準などを「鯖江

市景観計画」に定めています。 

（以下、「鯖江市景観づくり基本計画」及び「鯖江市景観計画」より抜粋） 

 

（１）基本目標 

美しい景観を形成していくために第一に必要なことは、市民一人ひとり、そして行政関係者

が景観づくりに関する認識を高めることです。 

身近なところから少しずつ美しくしたり、人や環境にやさしい空間をつくったりするなど、

きめ細かい努力と同時に、「世界に誇ることができる景観をつくる」といった、大きな願望を

抱き景観づくりに取り組む必要があります。 

また、景観づくりは、市民の皆さんをはじめ市、県、国などの各種行政機関、企業などが協

力しあい、長い年月をかけて進めるものです。このため景観づくりの基本目標は、親しみやす

く、印象づよく、景観の将来像をイメージしやすいものとする必要があります。 

 

本市の景観を構成する５つの要素（華）を育むことで、鯖江市らしい良好な景観を形成し、

まちそのものの美しい発展につなげることができるよう、市の花であるつつじの 5枚の花びら

になぞらえ、景観づくりの基本目標を以下のように定めます。 

 

 

 

※鯖江市景観計画ではより広い意味合いをもたせるため、 

「街」を「まち」と表現しています。 
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（２）基本方針 

 

①心の華を育む  市民一人ひとりが景観づくりに関する意識を高め景観づくりを推進する 

・美しい景観を形成していくために第一に必要なことは、市民一人ひとり、そして行政関

係者が景観づくりに関する認識を高めることです。身近なところから少しずつ美しくし

たり、人や環境にやさしい空間をつくったりしていくなど、きめ細かい努力と同時に、「世

界に誇ることができる景観をつくる」といった大きな願望を抱き景観づくりに取り組む

必要があります。 

・景観づくりには、「心」が大変重要と言えます。この「心」を大切にしていくことで、華

あるまちをつくります。 

②花の華を育む  花のある景観づくりを推進する 

・本市の魅力あるまちづくり、景観づくりの象徴となっているのが西山のツツジ、サクラ

などの花、そして花いっぱい運動の花です。この花のある景観づくりを将来的にも継続

し、美しい「花」で華あるまちをつくります。 

③自然の華を育む  美しい自然や鯖江らしい地形を継承する 

・本市は、東西を緑豊かな山や丘陵で囲まれ、その中央に舌状の鯖江台地が南北にのびて

います。平坦部には、美しい田園が広がり、日野川をはじめとする河川がゆったりと流

れています。この豊かな自然、鯖江らしい地形、美しい田園風景を大切にしていくこと

で、安心して暮らせる豊かな「自然」の華あるまちをつくります。 

④歴史の華を育む  歴史の積み重ねを大切にする 

・東部や西部の山麓や台地上の地域では、古くから人々の営みが行われていました。戦災、

震災を免れた歴史の蓄積が現在の鯖江を奥行きの深い魅力ある地域にしています。景観

づくりにあたっては、時代時代の歴史の積み重ねを大切に取り扱い、「歴史」で華あるま

ちをつくります。 

⑤まちの華を育む  産業の活性化を図りながらまちの個性を磨く 

・本市は、眼鏡のまち、繊維のまち、漆器のまちとして、また西山公園のあるまちとして

知られています。これらの個性に磨きをかけることによって、華あるまちをつくります。 
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（３）景観構造ごとの方針 

①景観構造の把握 

市内にはさまざまな種類の景観資源が存在し、加えてさまざまな土地利用がされています。 

３つの面的な景観と６つの線的な景観ごとに、景観形成の基本的な方針を定めます。 

 

１）地域（面的な景観）   

 ① 自然景観地域 … 東西を取り囲む山地、丘陵地 

 ② みどり景観地域 … 市街地景観地域の東西に広がる平坦地。西側は美しい田園

と比較的新しい住宅地、東側は、集落が散在する美しい田

園集落､背後の斜面緑地等 

 ③ 市街地景観地域 … 鯖江台地を中心に発展した中心市街地の商業地区とその

周辺の近隣商業地区、住宅地、工業地 

 

２）軸（線的な景観）   

 ① センターロード … 台地のほぼ中央に位置し、西山シンボルエリア、神明景観

核、鯖江景観核を貫通している旧国道８号 

 ② ペア景観軸 … 福井市、越前市等を結ぶ国道８号、西縦貫線 

 ③ 歴史の道景観軸 … 福井市、越前市等を結ぶ旧北国街道 

 ④ 越前海岸アクセス景観軸 … 越前海岸と鯖江を結ぶ国道 417号 

 ⑤ 伝統芸術景観軸 … 陶芸の里宮崎―鯖江―漆の里河和田―和紙の里今立、一乗

谷朝倉氏遺跡を結ぶ鯖江織田線、県道福井今立線等 

 ⑥ 河川・水辺景観軸 … 市街地景観地域とみどり景観地域の境に位置する日野川

と穴田川（ウォーターエッジ※）及び、市内の主な河川、

水辺空間 

※ウォーターエッジ：水際、水辺 
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②景観構造ごとの方針 
 

１）面的な景観 

共通の方針 

・貴重な景観資源を積極的に保全、活用するとともに、各種制度や施策等と連携して、地域の個性が感じられ 

る景観づくりを進めます。 

・安全で安心して暮らせる照明環境を整えるとともに、地域のシンボルとなっている建造物のライトアップや 

まち並み景観と調和した夜間照明の実施などにより、良好な夜間の景観づくりに取り組みます。 

・地場産業に関連する工場等は、特徴ある地場産業が営まれていることが感じられるように施設の外観や外部 

空間を演出します。 

・建築物のイメージを統一するなど、道路、公園、河川などの公共施設を適正に誘導します。  

・公園、公共施設の敷地や民有地の緑化を進め、身近な景観の向上に努めます。 

・市民や企業の主体性を育みながら、身近な景観に対する意識づくりやルールづくり、実践活動を支援します。 

① 自然景観地域 …東西を取り囲む山地、丘陵地 

・変わることのない風景として山並の景観を維持、保全します。 

・山際や山間の集落地では、周辺景観と調和した緑豊かな景観の維持、保全に努めます。 

・地域の自然や歴史にふれながら、学習できる場を整備します。 

② みどり景観地域 …平坦地の集落が散在する美しい田園集落､背後の斜面緑地等で 
構成される地区 

【集落】 ・シンボル的な巨樹、巨木を保全するなど、周辺景観と調和した緑豊かな景観維持に努めます。 

 ・農地や農村集落、鎮守の森など、緑に包まれた美しい集落、山裾と一体となった集落の景観を 

  保全します。 

【住宅地】 ・既に整備が行われた新しい住宅地等では、敷地内や敷地周囲の緑化を進め周辺の田園景観との 

  調 和を図ります。 

【農地】 ・無秩序な開発を抑え、優良な農地の維持、美しい田園景観の保全に努めます。 

 ・さばえ菜花をはじめ、景観作物などを活用したうるおいのある景観を創出します。 

【工業地】 ・工場地では、敷地周囲の積極的な緑化や適切な指導、アクセス道路沿道の緑化等により、周辺 

  の 田園景観との調和を図ります。 

③ 市街地景観地域 … 鯖江台地を中心に発展した中心市街地の商業地区と 
          その周辺の近隣商業地区、住宅地、工業地 

・西山公園などからの見下ろしの景観、平坦地、日野川などからの見上げ景観等の眺望景観に配慮し、眺望景 

観を阻害するおそれのある建築物等の高さや色彩等を規制、誘導するとともに、眺望の視点場を整備するなど、

より多くの人が眺望景観を気軽に楽しむことができるようにします。 

＜台地景観ゾーン＞ 

・台地をツツジなどの緑で覆われた美しい丘とします。 

・坂道の魅力を向上させるとともに、楽しく散策できる歩行空間の整備、充実に取り組みます。 

【商業地】 ・市の顔となる個性的な駅前の景観づくりに取り組みます。また、民間活力を誘導し地域の特性 

  を活かしたにぎわいの感じられる景観づくりを進めるとともに、歴史遺産や商店街を魅力的な 

  散策路でつなぎ、回遊性を高めます。 

【住宅地】 ・本町や七曲りなど、歴史的な雰囲気を残す特色のあるまち並みが残っている地域では、そこに 

  暮らす地域住民の誇りと愛着を大切にしながら、歴史、文化が薫る景観づくりに取り組みます。 

＜平坦地景観ゾーン＞ 

【住宅地】 ・住宅地では、地区ごとにテーマを決めた緑化を進めるなど、身近な景観の向上に努めます。 

【工業地】 ・産業拠点として計画的に整備された工場地では、周囲の景観への影響に配慮し、敷地周囲の積 

  極的な緑化や適切な指導、アクセス道路沿道の緑化等により、総合的な視点から景観づくりに 

  取り組みます。 
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２）線的な景観 

共通の方針 

・市街地景観地域では、街路樹の整備などにより緑豊かな道路景観づくりを進めるとともに、沿道の建築物や 

屋外広告物などの誘導を図ることで、にぎわいとまとまりが感じられる景観づくりに取り組みます。 

・郊外部の自然景観地域、みどり景観地域では、山肌をあまり露出させないなど、恵まれた自然景観と調和し 

た道路景観づくりに取り組みます。 

・身近な道路空間は、花や緑でうるおいを演出し、地域への誇りと愛着が感じられる、人にやさしい景観づく 

りに取り組みます。 

・主要な幹線道路の沿道を、多くの人が行き交う重要な視点場として位置づけ、地域の景観特性に応じた道路 

景観づくりに取り組みます。 

・眺望が優れたところや歴史遺産が隣接するところ、またそのアプローチとなるまち角を演出します。 

・歴史遺産を最大限に活かすため、全市的に分布する歴史遺産をネットワークする散策路を整備します。 

・本市を特徴づけるために、本市独自のストリートファニチャーを開発し、景観の軸となる道路や商店街、駅 

前などに設置します。 
 

①センターロード 

・台地の背骨となる通りとして風格のある景観づくりに取り組みます。 

・沿道建築物の誘導を進め、リズミカルなまち並みを演出します。 

・市の玄関にあたるところや中間の西山公園、景観軸の交差点など、通りの節目となるところを魅力的に演出 

します。 
 

②ペア景観軸 

・街路樹と沿道宅地内の植栽により、特徴的な緑の帯をつくります。 

・サインや看板類を整理し、にぎやかさとまとまりが感じられる通りとします。 

・２つのシティゲート※をはじめ、主要なまち角をわかりやすく演出します。 
 

③歴史の道景観軸 

・旧北国街道及びその沿道では、今に残る貴重な街道の雰囲気や沿道の歴史が感じられる落ち着いた趣のある 

道路とします。 

 
④越前海岸アクセス景観軸 

・恵まれた自然景観との調和を図るとともに、越前海岸や泰澄大師ゆかりの土地など、景観軸の先にある目的 

地のイメージに配慮した道路とします。 
 

⑤伝統芸術景観軸 

・恵まれた自然景観との調和を図るとともに、地域の産業や地場産品を取り入れた特徴ある道路とします。 
 

⑥河川・水辺景観軸 

・豊かな河川環境では、周辺景観と調和したうるおいとやすらぎの感じられる空間、市民に親しまれるレクリ 

エーションの場として良好な景観づくりを行います。 

・景観軸との交点である橋や橋詰の空間については、デザインに特徴をもたせるなど、アクセントとなる景観 

づくりに配慮します。 

・用途地域の指定区域の境界となる日野川、穴田川のウォーターエッジについては、サクラやモミジの植栽を 

行うなど、市街地の境界として、視覚的に明確になるように景観に配慮するとともに、市街地の境界として 

ＰＲし、用途地域の指定のないみどり景観地域の無秩序な開発を抑制します。 

・河川や用水路の整備に際しては、自然石等を利用するなど、生態系に配慮します。 

・住民に親しまれる清水のある景観を積極的に保全、活用します。 

※シティゲート：市街地の入り口。国道８号（ペア景観軸）と伝統芸術景観軸、越前海岸アクセス景観軸の 

交差点がシティゲートとして位置づけられています。 
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（４）整備、誘導方針 

■良好な景観形成のための行為の制限 

景観法に基づき、景観計画区域における行為の制限を定めます。 

一定規模以上の建築等の行為を行う場合や計画地が景観形成地区内の場合は、計画段階で事

前に、景観法に基づく市への届出が必要となります。 

良好な景観形成のための行為の制限に関する事項を景観計画で定めることにより、本市は、

景観形成基準に適合するよう指導指針に基づいて、具体的な対処方法に係る指導、勧告、変更

命令を行うことができます。 

■鯖江市景観計画区域（市全域）における届出の対象となる行為 

行為の種類 届出の対象となる行為 

建築物 

○以下に該当する建築物の新築、増築、改築、移転又は外観の変更 

・地盤面からの高さが 13ｍを超えるもの 

・階数が 4以上のもの 

・延べ床面積が 1,000㎡を超えるもの 

工作物 

○以下に該当する工作物の新設、増築、改築、移転又は外観の変更 

・地盤面からの高さが 13ｍを超える煙突、高架水槽、街路灯等 

・地盤面からの高さが 13ｍを超える又は築造面積が 1,000㎡を超える製造施設、貯

蔵施設、運動施設、遊戯施設等 

屋外における物品

の集積または貯蔵 

○以下に該当する物品の集積又は貯蔵 

・地盤面からの集積又は貯蔵の高さが 3ｍを超えるもの 

・その用に供される土地の面積が 1,000㎡を超えるもの 

 

■景観重要建造物、景観重要樹木の指定 

地域のシンボルとなるような景観上の特徴を有する建造物や樹木などの景観資源は、景観の

質を高める景観構成要素です。 

このため、景観計画区域内の建築物、工作物（以下「建造物」）、樹木（樹林地は除く）のう

ち、道路など公共の場所から容易に見ることができ、良好な景観形成に重要な役割を果たすも

のを景観重要建造物及び景観重要樹木に指定し、地域の景観資源を核とした良好な景観の形成

に積極的に取り組みます。 

また、景観重要建造物及び景観重要樹木の管理者は、保全のための適正な維持管理を行うこ

ととし、景観重要建造物の外観の変更や景観重要樹木の伐採または移植を行う際には、市長の

許可が必要となります。 

■景観重要建造物、景観重要樹木の指定方針 

 指定方針 

景観重要建造物 

①優れたデザインをもち、地域の良好な景観を特徴づけている建造物 

②地域の歴史や文化を感じさせる、又は創出していくことが期待できる建造物 

③地域の良好な景観形成の規範となる建造物 

④市民に親しまれている建造物 

景観重要樹木 

①その樹容（規模、樹形等）から地域の良好な景観を特徴づけている樹木 

②歴史的又は文化的に価値が高い樹木 

③まちかどなど、アイストップ※となる都市景観の形成上重要な位置にあり、地域の良好

な景観形成を進めるうえでその保全が求められる樹木 

④市民に親しまれている樹木 

※アイストップ：人の注意を向けるように意識的に置かれたもの、あるいは人の注意を惹きつけるもの 
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■屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置に関する行為の制限 

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外に表示されるものであり、看板、はり

紙、広告塔、広告板、建築物や工作物等に表示または掲出されたものです。 

良好な景観の形成、風致の維持を図るため、屋外広告物の表示及び掲出に関する行為の制限

を定めます。 

■鯖江市景観計画区域（市全域）における届出の対象となる行為 

 届出の対象となる行為 

広告物 

○以下に該当する広告物の表示又は設置 

・地盤面からの高さが 4ｍ（建築物と一体の場合は、その高さの合計が 13ｍ）を超え

るもの 

・表示面積の合計が 30㎡を超える（壁面広告の場合は、表示面積の合計が壁面の 1/2

以上かつ 30㎡を超える）もの 
 

■景観重要公共施設の指定による景観形成への配慮 

道路、河川、公園等の主要な公共施設は、整備を行うことにより景観形成に多大な影響を与

えることがあります。また、施設の保全や改修についても特殊な配慮が必要な場合があります。 

このため、景観重要公共施設を指定し、施設の特性に応じた整備方針を設定し、景観形成に

配慮した公共施設整備を行います。 

また、指定した公共施設において、公衆電話や電柱、広告塔、バス停留所等の占用物件を設

置する際には、当該景観公共施設の整備方針に適合したデザインとします。 

 

■市民と行政の協働による景観形成の推進 

景観は、人々の営みの積み重ねによって形づくられるものであり、本市に暮らすすべての

人々が景観づくりの担い手となります。 

景観づくりを進めるにあっては、景観形成の理念や目標を市民や事業者の皆さんと行政がお

互いに共有し、それぞれの役割を分担し継続的な取り組みを進めます。 

 

■市民と行政が協働して取り組む景観づくりのスローガン 

参加と協力、咲かせよう、美しい鯖江の景観 

「景観づくり」は特別な活動ではなく、身近なところから始めることができます。例えば家

の周りを綺麗に掃除したり、花壇やプランターに花を植えたりすることも景観づくりのひとつ

です。市内でも、公民館やさまざまな団体が主体となって景観づくりの活動に取り組んでいま

す。 

美しい本市の景観を、未来の子どもたちに伝えることができるよう、できることから取り組

んでいきます。 
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５．都市環境の方針 
安心して住み続けるまちづくりには、自然環境への負荷を軽減するとともに、動植物との共

生に配慮した循環型の社会システムが必要であり、環境学習などによる市民の意識醸成が求め

られています。 

本市における都市環境の保全に関する基本理念及び方針については、「鯖江市環境基本計画」

において以下のように定められています。（以下、「鯖江市環境基本計画」より抜粋） 

 

（１）基本理念 

現在の環境問題の多くは、便利さを優先する日常生活や企業の事業活動に起因しており、近

年では地球規模の環境問題にまで広がってきています。 

持続可能な社会の構築に向けて、市民、市民団体、事業者、市(行政)が連携、協力して環境

保全を推進するため、４つの基本理念と望ましい将来像を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「共 生」：自然と共生する地域環境の創造 

・山地や河川の豊かな自然環境の保全 
・自然とふれあえる場所の確保 

 

「循 環」：循環型の地域社会システムの構築 

・効率的な資源循環の体制づくり 
・循環型地域社会づくりの取り組み推進 

「育 成」：環境市民（環境に配慮して行動する市民）の育成 

・子供から大人まで幅広い年齢層の環境学習の推進 
・市民協働による環境保全活動の普及推進 

 

「連 携」：各主体間等の連携、協働による取り組み 

・市民参加型の環境保全活動の推進 
・地球環境に配慮した取り組みの推進 

 

人と生きものが仲よくくらせるまち 

望ましい環境像 
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（２）基本方針 

本市における環境保全に対する取り組み方として、自然環境、生活環境、資源循環、地球環

境、市民協働、環境学習の６つの視点から基本方針を設定します。 

 

自 然 環 境 

基本方針 人と生きものの暮らしにかけがえのない森を守り育てることが重要であ

るととらえ、豊かな自然と生態系を守るため、生物多様性に配慮し、自然

を育む礎となる大気、水、土壌の健全なネットワークを維持するとともに、

生きものとのふれあいを通して、自然との共生を目指し、豊かな自然環境

を次の世代に引き継ぎます。 
具体的な 

取り組み 

○山林の保全と整備 

○里地里山の保全 

○自然とのふれあいの推進 

○野生鳥獣保護と有害鳥獣対策の推進 

○動植物の保護と生息環境の保全 

○法規制等による自然環境の保全 

○市街地等における緑地の確保と景観の保全 

○歴史、文化遺産の保全と活用 

 

生 活 環 境 

基本方針 大気汚染、水質汚濁、道路交通騒音、振動等の環境監視調査や事業所へ

の立入調査を実施することにより、公害の発生を防止するとともに、市民

生活や事業活動における環境負荷を低減し、安全で健康的な生活環境を確

保します。 
具体的な 

取り組み 

○環境保全の推進体制強化 

○水環境保全対策の推進 

○大気環境保全対策の推進 

○騒音、振動防止対策の推進 

○化学物質等に対するリスクの低減 

○良好な居住環境の確保 

○環境負荷の低減に向けたまちづくりの推進 

 

資 源 循 環 

基本方針 循環型社会を構築するため、3R（リデュース〔排出抑制〕、リユース〔再

利用〕、リサイクル〔再生利用〕）を徹底し、ごみ減量や資源循環が効率的

に行われる環境づくりを進めます。環境に配慮する企業を支援し、環境保

全と産業振興の両方を目指します。 

具体的な 

取り組み 

○ごみの減量化 

○ごみの排出抑制（リデュース） 

○ごみの再利用（リユース） 

○ごみの再生利用（リサイクル） 

○環境と産業施策との連携 

○ごみの適正処理推進 
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地 球 環 境 

基本方針 市民、市民団体、事業者、市（行政）が温室効果ガス削減に向けたまち

づくりに取り組むことで、地球温暖化防止を中心とした地球環境の保全に

寄与します。 
具体的な 

取り組み 

○地球温暖化防止に向けた取り組みの推進 

○省エネルギー活動の推進 

○新エネルギーの利用推進 

○その他の地球環境問題への対応 

 

市 民 協 働 

基本方針 市民、市民団体、事業者、市（行政）が連携、協働し、環境について考

え、行動することで、環境負荷の少ないまちづくりに取り組みます。 
具体的な 

取り組み 

○日常生活での環境配慮行動の徹底 

○地域環境の美化推進 

○団体的な取り組みの推進 

○事業者の自主的な取り組みの推進 

○市民参加型環境保全活動の推進 

○大学、高専との連携 

○制度、体制の充実 

 

環 境 学 習 

基本方針 環境市民の育成のために、鯖江市環境教育支援センター（エコネットさ

ばえ）を拠点として、市民の環境保全意識の高揚や自発的な実践行動の推

進、多種多様な環境講座等を積極的に実施します。 
具体的な 

取り組み 

○市民における環境学習の推進 

○こどもエコクラブを通じた取り組み 

○学校等における環境学習の充実 

○地域における環境学習の推進 

○事業所等における環境学習の推進 

○体験型の環境学習推進 

○環境学習における支援制度の充実 

○環境保全に関する普及啓発の推進 

○鯖江市環境教育支援センター（エコネットさばえ）の機能充実 
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（３）計画目標 

本市における環境保全を推進するための計画目標として、本市を４つに区分した地域別の環

境目標と、環境保全のための活動主体別の行動目標を以下のように設定します。 

 

①地域別環境目標 

 環境目標 

西部地域 やすらぎが感じられる健康的な田園居住地域 

中央地域 環境負荷を抑えた魅力と活力のある快適なまち 

東部地域 水と緑がきらめく環境に調和した循環型地域 

河和田地域 恵み豊かな自然と共生し伝統を育むうるしの里 

 

②主体別行動目標 

 行動目標 

市民 
環境に配慮したライフスタイルへの転換 

役割：一人ひとりが進んで環境に配慮した行動に努める 

市民団体 

市民、事業者、市(行政)と連携した環境保全活動の展開 

役割：すべての主体が一体となって相互に協力し、環境保全に向

けた活動に取り組むこと 

事業者 
事業活動に伴う環境負荷の低減 

役割：事業活動に伴う環境への負荷を低減するよう努めること 

市(行政) 

環境保全施策の総合的、計画的推進 

役割：各主体と連携し、環境保全に関するさまざまな施策を総合

的、計画的に推進すること 
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■平成 26年までに目指すべき環境水準 

【自然環境】 

○お清水等の保全数 現在の 14箇所をすべて保全します。 

○ビオトープ数 各地区１箇所以上を確保します。 

○生物調査箇所数 毎年１回以上行い、調査箇所数を増やします。 

○林野面積 市総面積の 35％以上を維持します。 

○耕地面積 市総面積の 24％以上を維持します。 

 

【生活環境】 

○大気汚染監視 すべての項目について環境基準値以下を達成し、その状態を維持します。 

○悪臭監視 すべての地点で全項目について規制基準値以下を達成し、その状態を維持します。 

○地下水水質監視 すべての地点で環境基準値以下を達成し、その状態を維持します。 

○河川水質監視 すべての地点の BOD値が環境基準値以下を達成し、その状態を維持します。 

○道路交通騒音監視 すべての地点で環境基準値以下を達成し、その状態を維持します。 

○道路交通振動監視 すべての地点で要請限度以下を達成し、その状態を維持します。 

○ダイオキシン類 大気、水、土壌中の濃度について調査を行い、すべての地点で環境基準値以下の

 水準を維持します。 

 

【資源循環】 

○ごみの 1人 1 日当たりの排出量 1 日 1 人当たり 900ｇ以下を目指します。 

○燃えるごみに占める生ごみの割合 35％以下を目指します。（重量比） 

○ごみの資源化率 25％以上を目指します。（重量比） 

○燃えるごみに占める紙類の割合 15％以下を目指します。（重量比） 

 

【地球環境】 

○カーセーブデー実施事業所数 市内 50事業所以上の参加を目指します。 

○福井鉄道福武線鯖江市内駅利用者数 52 万人以上を目指します。 

○つつじバス利用者数 20 万人以上を目指します。 

○酸性雨に関する調査 酸性雨に関する調査を続け、動向を把握します。 

○広葉樹の植樹 市民参加による毎年 1 回以上の植樹を行い、森林等へ新たに

 3,500 本の広葉樹を根付けします。 

 

【市民協働】 

○全市的な環境イベントの開催 年 1回以上の開催を継続します。 

○河川一斉清掃参加者数 8,000 人以上の参加を目指します。 

 

【環境学習】 

○こどもエコクラブ数 50 クラブ以上を目指します。 

○環境リーダー認定数 200名以上の登録を目指します。 

○鯖江市環境教育支援センター(エコネットさばえ)来館者数 

 12,000人以上の来館を目指します。 

○環境講座等参加者数 8,000 人以上の参加を目指します。 
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６．都市防災の方針 
安心して住み続けるまちづくりには、地震や洪水、土砂災害等の自然災害に対して十分な対

策を講じることが必要です。 

近年、地球温暖化等の要因により、全国的に計画降雨強度を超えた集中豪雨による浸水や洪

水被害が頻発し、人命や都市機能に甚大な被害をもたらしています。 

また、平成 23 年 3 月には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ました。 

本市においても、九頭竜川水系である日野川及び他の一級河川が市内を縦断している状況の

中で、平成 16年 7月 18日の福井豪雨をはじめとして、幾度となく浸水による人的、物的被害

に見舞われており、災害から貴重な生命や財産を守り、市民が安心して日常生活を過ごすこと

ができる安全な環境づくりが緊急の課題になっています。 

 

●基本方針 

①洪水や土砂災害など自然災害に強い都市基盤の整備 

・森林や農地の適正な管理による水源涵養機能や遊水機能の維持、回復に努めるとともに、

治山、治水事業、日野川をはじめとする河川区間の適正な管理によって自然災害に強い都

市基盤の整備を推進します。 

②市街地や集落における防災性の強化 

・市民の皆さんの生命や財産を守るため、建築物の防災性向上に向けた耐震診断、耐震改修

を促進します。特に、災害時の避難施設となる公共公益施設の耐震化を計画的に進めます。 

・道路、公園、開発行為に伴う調整池などの適正な配置や維持管理を行い、災害時における

迅速で安全な避難、救護、復旧を実現する都市基盤を整備します。また、防災性の強化に

向けて、4ｍ未満の狭あいな市道の整備について検討します。 

③災害関連情報の周知、土地利用誘導による減災 

・「鯖江市災害時サポートガイドブック」を活用して、洪水による浸水や土砂災害の発生の

おそれのある区域等の情報を広く市民の皆さんに周知し、身近な災害に対する市民の皆さ

んの関心を高めるとともに、被害の減災に努めます。 

・災害の発生のおそれが大きい区域における宅地開発や建築行為に対して、土砂災害防止法 

（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律）に基づく制限を行

います。 

④地域における市民主体の安全で安心なまちづくりの推進 

・市民の皆さんと関係機関、行政機関が協働して防災体制の整備、強化に努め、地域防災計

画に基づいた総合的な防災対策に取り組みます。 

・地域の市民の皆さんによる自主防災組織の強化及び防災リーダーを育成し、災害時におけ

る要援護者の確認、避難体制の確立を促進します。 

・冬期の除雪は、高齢者や体の不自由な市民の皆さんにとって大きな問題です。地域のコミ

ュニティにおいて手順やルールなどをつくり、共助によって対応する仕組みについて検討

します。 
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【治水対策】（「鯖江市総合治水基本計画」より抜粋） 

[１] 基本方針 

●“水害に強いまちづくり”を目指して、行政は、河川、下水道、農業用排水路等の整備 

（ハード対策）や、情報伝達や防災意識の向上（ソフト対策）を図り、国、県、市との 

連携及び市民、事業者との協働による総合的な治水対策を推進します。 

 

■総合的な治水対策の構成 

治水施設 
による対策 

河道改修  

・河川の河道の改修 河川の河底の改修、河幅の拡幅等による能力の増強 

堤防改修  

・河川の堤防を改修 河川堤防を高く盛る等による河川流下能力の増強 

放水路、調節池、排水機場  

・放水路 

・調節池 

・排水機場 

流下能力を補うため、河川流量の分水による治水対策 

河川の流下能力を補うための治水施設 

下流河川への強制排除施設(高水位時) 

下水道事業の促進  

・雨水幹線の整備 

・雨水貯留池の整備 

・ポンプ場の増設 

鯖江市公共下水道事業の雨水幹線 

ピーク流量を均一化させ、放流先河川への負担軽減 

内水流量の強制排除する施設 

農業用排水路の整備  

・農業用排水路の整備 流下能力の不足区間の改修 

流
域
に
お
け
る
対
策 

保水、 
遊水機能 
の維持、 
増大 

遊水地の設置 雨水流出量を貯留して、ピーク流量を均一化する 

雨水流出抑制施設の設置 
雨水流出量を貯留して、流出総量は変わらないが、ピー

ク流量を低減できる 

雨水浸透施設の設置 雨水流出量を浸透して、流出総量の低減を図る 

盛土の抑制 
湛水能力を有する土地に、盛土による湛水能力の減少を

抑制する 

水害に 
対して 
安全な 
土地利用 
等 

土地利用の規制 
浸水常襲地区※等での土地利用の規制により、浸水被害

の抑制を図る 

過去の浸水被害の公表 
過去の浸水被害状況を公表し、市民の浸水被害への意識

の向上を図り、協働による参加を普及する 

建築物の耐水化の推奨 高床式家屋等による浸水対策 

 市民、事業者との連携や協力でできる主な対策 

雨水浸透施設の設置  ：浸透性舗装、浸透ますの適用（歩道、駐車場、集合住宅、一般住宅） 

雨水流出抑制施設の設置：雨どい等から雨水貯留タンクへ接続し貯留 

盛土の抑制      ：地域の実体に応じて配慮、残土処分の確保 

建築物の耐水化の推奨 ：高床式、二階建て等（新築） 

 

※常襲地区：やや強い雨で道路の冠水等の浸水被害が発生する地区であり、パトロールを常に行う

必要がある地区 
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[２] 整備計画 

①河川、下水道、農業用排水路等の整備（ハード対策） 

●鯖江市全域における浸水被害の発生原因の改善を図るとともに、河川整備計画等の上位計画

の見直しを要請して、河川改修を促進します。 
 

②情報伝達や防災意識の向上（ソフト対策） 

●過去に経験した浸水被害の教訓を踏まえ、情報伝達の不足を改善し、迅速な避難行動に

よる安全確保を行います。 
 

情報収集、提供 ・降雨、水位情報収集及び提供のシステム化 
・ハザードマップの活用 
・過去の浸水履歴の周知 

維持管理、体制 ・危機管理体制の確認 
・水防体制の強化、訓練 

自助、共助、公助による防災対策 ・土のう積みの体験訓練 
・避難場所の確認と自主避難訓練 

 
③国、県、市の連携、市民、事業者との協働 

●過去に経験した浸水被害の教訓を踏まえ、浸水原因の要因を減らし、情報伝達の不足を改善

し、迅速な避難行動による安全確保のため、行政と市民との連携を強化します。 
 

維持管理、体制 ・農業用の用排水路せきの適正な管理 
・雨期前の重点的管路の清掃、排水機場の点検作業 
・雨水流出抑制施設の普及 
・市民、事業者への助成制度の創設や、条例による義

務化の検討 

自助、共助、公助による防災対策 ・道路雨水ます等の清掃 
・高齢者等の災害時要援護者の支援 
・災害ボランティアとの連携 
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【地震対策】（「鯖江市建築物耐震改修促進計画」より抜粋） 

[１]耐震化の目標 

①住宅 

建築物の用途分類 
現状の耐震化率 
(平成 19 年度) 

耐震化率の目標 
(平成 27 年度) 

住    宅 73.7％ 90％ 

 

②多数の者が利用する特定建築物 

・災害時の拠点となる公共施設（県庁、市役所、学校、体育館等）、不特定多数の者が利用す

る建築物（百貨店、ホテル、遊技場、美術館等）、特定多数の者が利用する建築物（賃貸共

同住宅、事務所、工場等） 

建築物の用途分類 
現状の耐震化率 
(平成 19 年度) 

耐震化率の目標 
(平成 27 年度) 

多数の者が利用する特定建築物 80.3％ 88.5％ 

 

公共建築物 

福井県  96.3％  100％ 

 鯖江市  65.6％  80％ 

 計  72.6％  85％ 

 民 間 建 築 物  85.4％  90％ 

 

●市有建築物の耐震化の現況と目標 

 建築物の 
総  数 

① 

耐震性 
有棟数 
② 

耐震化率 
(平成 19 年度) 

②/① 

耐震化率の目標 
(平成 27 年度) 

多数の者が利用 
する特定建築物 

90 59 65.6％ 80％ 

上記以外の市有 
建築物 

211 174 82.5％ 88％ 

合    計 301 233 77.4％ 85％ 
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[２]目標実現のための施策 

●建築物の耐震診断及び耐震改修の促進 

・建築物所有者等の地域防災対策を支援する環境整備 

・市民への積極的な普及、啓発、支援制度の検討 

・各種相談対応、耐震改修の重要性を周知するための情報提供 

・ブロック塀の倒壊、窓ガラスの飛散、大規模空間をもつ建築物の天井の落下等による二次

的被害が発生するおそれのあるものへの対策指導の実施 

・二次的被害発生を防止する支援体制の整備 

・地震時に通行を確保すべき道路の沿道建築物耐震化の推進 

 

●建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

・「表層地盤ゆれやすさマップ」を活用した地震に対する防災意識の醸成 

・耐震相談窓口による市民への相談対応 

・各種パンフレット等の活用による耐震診断、改修に関る情報提供 

・リフォームにあわせた耐震改修の誘導 

・町内会等と連携した防災活動の実施による市民の意識啓発、活動支援 

 

 

■表層地盤ゆれやすさマップ 

 

●その他耐震診断及び耐震改修の促進に関して必要な事項 

・福井県木造住宅耐震促進協議会等との連携による木造住宅耐震診断の促進 

 

 

鯖江市 
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