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来街者数　（人/年）

乗降者数　（人/年）

イベントの開催数　（回/年）

旧勝山城下周辺地区旧勝山城下周辺地区旧勝山城下周辺地区旧勝山城下周辺地区　（　（　（　（福井県勝山市福井県勝山市福井県勝山市福井県勝山市）　　）　　）　　）　　整備方針概要図整備方針概要図整備方針概要図整備方針概要図
きゅうかつやまじょうかしゅうへん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつやまし

目標目標目標目標

大目標：歴史的まち並みや伝統行事が息づくまちなかを活性化し、にぎわいのある中心市街地の創出
　 目標１　自然遺産、歴史・文化遺産、産業遺産を活かし、広域的な観光と結びつけ、
　　　　　　 中心市街地の再生を図る中で、来街者をまちなかに誘導し、にぎわいを創出する。
　 目標２　交流の拠点整備を図ることで、市民と来街者が様々な交流をするまちづくりへの促進を図る。

代表的代表的代表的代表的
なななな指標指標指標指標

　117,000人　（平成16年度)　→　150,000人　（平成20年度）

　246,000人　（平成16年度)　→　260,000人　（平成20年度）

         　7回　（平成16年度）　→　       10回　（平成20年度）

○関連事業
　　　広域基幹河川改修事業

■地域生活基盤施設
　 大清水広場　　　A=500㎡
　　　　　・せせらぎ　　　　・パーゴラ
　　　　　・ベンチ　　・植栽　　・照明

■地域生活基盤施設
　 大清水緑地　　　A=160㎡
　　　　　・植栽

■高質空間形成施設
　 回遊性のあるまちなか散策ルート整備
　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝763ｍ
　　　　 ・舗装の高質化　　・消雪装置
　　　　 ・デザイン照明　（フットライト等）

○関連事業
　　　乗りやすい
　　　公共交通環境づくり支援事業
　　　勝山駅周辺整備事業

えちぜん鉄道
勝山駅

えちぜん鉄道　勝山永平寺線

弁天緑地

弁天緑地

九頭竜川

□まちづくり活動推進事業
　　・まちづくり講演
　　・情報紙発行
□事業活用事業
　　・事業効果分析調査

■地域生活基盤施設
　　・情報板
　　　　 総合案内：2ヵ所
　　　　　　　（駅前と市民交流広場）
　　　　 施設案内：13ヶ所
　　　　　　　　　　　　（寺社仏閣等）
　　　　 サイン（道標）　：12ヶ所
　　　　　（散策ルートの交差点部）

■高質空間形成施設
　　　　　大清水空間の整備

○関連事業
　　　市民活動センター整備

■地域生活基盤施設
　 市民交流広場　　　A=2,000㎡
　　　・用地取得　（A=1,450㎡）
　　　・親水空間　（せせらぎ）　・多目的広場　・照明　・植栽
□地域創造支援事業　　・耐震性貯水槽

■既存建造物活用事業
□地域創造支援事業
　　　　地域交流センター整備
　　　　　　　A=1,000㎡

都市再生整備計画区域

回遊性のあるまちなか散策ルート整備

大蓮寺川、大清水空間の整備

現在の大蓮寺川

地域交流センター整備　等

公園･広場（ポケットパーク）整備

凡　　例

S＝１：７，５００

大蓮寺川

大蓮寺川

大蓮寺川

大蓮寺川

■高質空間形成施設
　　・公衆トイレ　　N=3箇所


