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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 55 ha

平成 21 年度　～ 平成 25 年度 平成 21 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
まちづくりの経緯及び現況

都道府県名 福井県 勝山市
カツヤマシ

旧勝山城下周辺地区
キュウカツヤマジョウカシュウヘンチク

計画期間 交付期間 25

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　歩いて暮らせるまちづくりを推進し、生活文化を活かしたまちなか居住の推進を図る。

・本地区では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を目指し、平成16年度～20年度の5箇年においてまちづくり交付金事業を展開している。
・第1期事業では、市民や来街者のふれあいの拠点を形成するため、既存建造物活用事業により市の指定文化財に指定された旧機業場の建物を活用して、交流機能と勝山市の情報発信機能、地場産業の繊維の歴史を紹介する展
示機能を持たせた地域交流センターの整備を行った。また、市民や来街者が、快適に散策のできる空間の創出を図るため、景観性を高めた散策ルートの整備を行い、地域のイベント等に活用できる大清水広場と機業場に隣接して市
民交流広場等の整備を行った。
・平成15年に地域住民で組織した「まちなか整備推進会議」はこれまで定期的に開催され、まちづくりのあり方や、具体的デザインのワークショップを行い、又まちづくり活動推進事業によるまちづくり講演会や情報誌の発行により、まち
づくりの意識高揚を図ってきた。
・大清水広場では地域住民によるイベントを開催、市民活動センター前では土曜夕市が行われるなど市民自らの取組みが始まってきている。また、本地区内の2地区においてまちづくり委員会が立ち上がるなど、地域住民のまちづくり
に対する意識の向上が表れている。
・散策路の整備にあわせ、平成18年度より「勝山市歴史的まちなみ景観創出事業」を開始し、建物や工作物の改修や新築に対して補助を行い、区域内において３４件の申請があり、景観整備に対する住民意識が高まってきた。平成２
０年１０月には本町地区の約６haにおいて景観協定を締結し景観形成地区の指定がされ今後も継続した取り組みにより景観形成地区拡大が見込まれる。
・今後は、第1期事業の関連事業としていた県事業による勝山駅周辺整備事業が平成20年度より着手され、勝山市の鉄道玄関口として、県事業にあわせた駅周辺の環境整備が望まれている。
・第1期事業の事後評価を行った結果、地域住民のまちづくりに対する意識の向上が高まってきたほか、まちなかのイベント開催等が活発になり、中心市街地へ人を呼び込む取組みが生まれ、来街者数の増加につながった。しかしイ
ベント非開催時のにぎわいは不十分で、中心市街地へ入込客数を増やすための魅力づくりと仕掛けづくりが課題として残るほか、散策路等の体系的整備は道半ばの状況で第1期事業が終了している。
　そこで、第2期事業においては、市民・観光客による中心市街地への来街とまちなか居住者の散策の強化に向けて、新たな回遊路整備や休憩できる公園整備に取組む。また、イベント非開催時の中心市街地への入込客数を増やす
ため、玄関口イメージや交通環境改善に向けた勝山駅前整備を行い鉄道の有効活用を図るほか、歴史的まちなみ景観創出事業により魅力的な地域の景観整備の促進を図る。
・第5次総合計画では、「小さくてもキラリと光る　誇りと活力に満ちた　ふるさと勝山」を目指すべきまちの姿とし、「美しい環境や景観の中で便利で快適に暮らせるまちづくり」を政策の一つに掲げ、快適な定住環境をつくり、誇りのもて
るうるおいのあるまちづくりを目指している。
・本区域内においては、第1期事業で高めた魅力を活かし、コンパクトシティづくりを本格的に進めるため、平成21年度から公営住宅等整備事業によ市営住宅建設に着手し、歩いて暮らせるまちづくりを推進する。

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人/年
平成20年度 平成25年度

人/年
平成20年度 平成25年度

件

平成20年度 平成25年度

人/年
平成20年度 平成25年度

5万6千人

従前値指　　標 目標値

るうるおいのあるまちづくりを目指している。
・本区域内においては、第1期事業で高めた魅力を活かし、コンパクトシティづくりを本格的に進めるため、平成21年度から公営住宅等整備事業によ市営住宅建設に着手し、歩いて暮らせるまちづくりを推進する。
・平成14年度に策定された、勝山市エコミュージアム推進計画による「わがまちげんき発掘事業」などで、地域資源を活かした活動が始まり、サバのなれずし、エゴマなどの特産化が始まり各地区で成果が表れてきている。

・第1期事業により来街者数は増加したもののイベント非開催時のにぎわいは不十分である。
・城下町としての風情ある古いまちなみを形成し、豊かな自然景観を背景とするこの地区で、市民が住みたくなり、また来街者が滞在時間を伸ばしたくなる魅力を強めるためには、楽しく回遊でき、交流が育まれるようにすることが重要であり、未整備区間
の散策路整備及び気軽に休憩できる場づくりが必要である。
・公共交通による観光客等の来街促進や、市民が他都市への移動に際し、絶えずわがまちに誇りを感じられるようにするため、平成２０年度から着手された勝山駅前ロータリー整備にあわせ、勝山市の鉄道玄関口としての整備が急務となっている。
・誰もが住みたくなるまちづくりに向け、高齢化に伴い自主的な除雪作業が困難な状況の支援として、融雪装置等の整備を行い快適な定住環境づくりを行うことが必要である。

☆歴史的市街地の再生と中心市街地の活性化を結合するまちづくり
・第５次勝山市総合計画では、中心市街地の活性化に向けて、各種資源を活かし、まちなか交流施設の整備・充実、多様なイベント企画の推進、まちなか整備の推進等の施策が掲げられ、にぎわいの創出と活力あるまちづくりが方針とされている。
・[改訂]勝山市都市計画マスタープランでは、この地域を中心市街地とし、市民生活の利便性を高め、勝山市の活力と魅力の再生・創出に向けて、観光や交流の推進などに取組むことを基本方針としている。また、勝山駅周辺については、まちの玄関口
として交流機能を推進することを位置づけている。
・勝山市エコミュージアム構想では、豊かな自然との共生のもと「ひと」を大切にする参加と交流の「まち」づくりが基本理念として掲げられている。

定　　義 目標と指標及び目標値の関連性

景観補助申請数 勝山市歴史的まちなみ景観補助制度活用延申請数

歴史的なまち並み景観の創出により、地区住民が誇りを持つこと
によりまちなか居住の推進を図ると共に、来街者をまちなかに誘
導する。

乗降客数 えちぜん鉄道勝山駅の乗降客数（定期外）
まちなか整備により、勝山市全体のイメージアップを図ることと、駅
周辺整備との相乗効果の中で、鉄道利用者数増を図る。

34件

6万1千人

まちなか案内客数 観光ボランティア及び市職員によるまちなか案内客数
交流センターに来られた来街者をまちなかへ誘導することで、中心
市街地のにぎわいを創出する。 302人 600人

55件

1350人居住者人口 区域内の居住者人口
地区内の人口が毎年減少している傾向にある中で、まちなかに市
営住宅を整備し、歩いて暮らせるまちづくりを推進することにより居
住者人口の減少傾向を食い止める。

1350人



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

・整備方針３（市街地の洪水防止を図る。）
・中心市街地を流れる都市河川で一級河川大蓮寺川の流下能力を超える水量を地下放水路に分流し、想定される被害を未然に防ぎ、住民の生命と財
産を守るため放水路整備を行う。

広域基幹河川改修事業（関連事業、県）

・整備方針４（まちづくり活動への意識向上）
・地域住民で組織した「まちなか整備推進会議」では、まちづくりのあり方、具体的デザインのワークショップを行いながら進めているが、より多くの市民に
まちづくりへの意識向上を図るため、まちづくり講演会の開催や情報紙の発行を行う。

まちづくり活動推進事業（提案事業）

方針に合致する主要な事業
・整備方針１（市民、来街者の回遊・交流促進）
・市民や来街者が快適に、楽しく散策の出来る空間の創出を図るため、景観性を高めた散策ルートの整備及び気軽に休憩できる場の整備を行う。また、
よりわかりやすいまちとするため、総合案内板、サインの整備を行う。
・えちぜん鉄道勝山駅前に憩いの広場、また国登録有形文化財である勝山駅舎や日本最古の電気機関車（テキ６）の動態展示施設を整備し市街地の玄
関口としての整備を行うとともに、公園整備等駅周辺の景観整備を行う。
・えちぜん鉄道の利用者の利便性を高めるため、自転車駐車場の整備を行う。

公園（基幹事業）
高質空間形成施設（基幹事業）
地域生活基盤施設（基幹事業）
既存建造物活用事業（基幹事業）
地域創造支援事業（提案事業）
勝山駅周辺整備事業（関連事業、県）

・整備方針２（誰もがすみたくなるまちづくり）
・勝山市歴史的まちなみ景観創出事業により地域の景観を高め地域住民が誇りをもち住み続ける環境を整える。
・少子高齢化により自主的な除雪が困難になっている状況の支援として、融雪装置の整備を行う。
・第1期事業において整備を行った地域交流センターと市街地を結ぶ中継点に位置する中央公園を回遊性のある公園に整備を行う。
・歩いて暮らせるまちづくりを推進するため、まちなかに市営住宅を整備する。

公園（基幹事業）
高質空間形成施設（基幹事業）
地域創造支援事業（提案事業）
公園（関連事業、市）
公営住宅等整備事業（関連事業、市）

○交付期間中の計画の管理について
・交付期間内において各種事業を円滑に進め、目標に向けて確実な成果をあげるため、まちなか整備推進会議を定期的に開催し（３ヶ月に１回）、事業の進め方や目標値に向かっての取り組み内容を具体化する検討を行う。



都市再生整備計画の区域

　旧勝山城下周辺地区（福井県勝山市） 面積 55 ha 区域
本町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目の全部と
昭和町一丁目、元町一丁目、沢町一丁目、栄町一丁目、遅羽町千代田の一部



乗降客数 （人/年） 56,000 （H20年度） → 61,000 （H25年度）

まちなか案内客数 （人/年） 302 （H20年度） → 600 （H25年度）

居住者人口 （人/年） 1350 （H20年度） → 1350 （H25年度）

　旧勝山城下周辺
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）　整備方針概要図

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　歩いて暮らせるまちづくりを推進し、生活文化を活かしたまちなか居住の推進を図る。

代表的な

指標

・ 市立図書館

・ 勝山市役所

・ 市民会館

・ 大清水緑地

・ 公衆トイレ

・ えちぜん鉄道勝山永平寺線

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（計画）

回遊性のあるまちなか散策ルート整備（整備済）

消雪路線（計画）

大蓮寺川整備、大清水空間

現在の大蓮寺川

公園・広場整備

公衆トイレ整備 等

駅前広場整備

凡　　　例　

S = 1 : 7,500

・ 市民活動センター

・ 公衆トイレ

・ はたや記念館ゆめおーれ勝山

・ 公衆トイレ

□地域創造支援事業
ﾓﾆｭﾒﾝﾄ展示（発電機） N=1箇所

○関連事業
都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
中央公園整備 A=9,700㎡

■道路
消雪、舗装 L=2,488m

■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=461m
・舗装の高質化 ・照明

□まちづくり活動推進事業
・まちづくり講演
・情報誌発行

□事業活用事業
・事業効果分析調査

□地域創造支援事業
・歴史的まちなみ景観創出事業補助

■高質空間形成施設
勝山駅前歩道整備
（舗装の高質化、消雪設備、シェルター、電線類地下埋設等）

■地域生活基盤施設
勝山駅前広場整備
（広場舗装、植栽、照明、休憩設備、情報板、自転車駐車場）

■既存建造物活用事業
勝山駅舎改修 A=110㎡

○関連事業
広域基幹河川改修事業

・ えちぜん鉄道

勝山駅

○関連事業
地域住宅交付金事業（市営住宅）

■公園
比島公園整備 A=860㎡

○関連事業
地域自立・活性化交付金事業
（勝山駅前広場整備）

□地域創造支援事業
消雪、舗装 L=260m

・ 教育会館

大清水広場 ・

□地域創造支援事業
テキ６展示施設 A=150㎡
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