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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 210 ha

平成 25 年度　～ 平成 29 年度 平成 25 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

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

件/年 平成24年度 平成29年度

ha 平成24年度 平成29年度

回/年 平成24年度 平成29年度

人 平成24年度 平成29年度4,3484,348
防災性の高い安全なまちづくりに向けて各種事業を行うことによっ
て、近年、減尐傾向と見られる定住人口の維持を目指す。

今富地区の居住人口定住人口

350地域コミュニティ活動回数 地域で取組むコミュニティ活動の回数
新旧住民の交流と地域コミュニティの活性化に向けて、地域コミュ
ニティ活動回数の約１割増を目指す。 315

180

消防活動困難地域面積
消防自動車の出入りができる幅員5.5ｍ以上の道路から
ホースが到達する100ｍ以上離れた区域の面積

生活道路の不備が消防・救急活動面での大きな問題になっている
ことに対して、消防活動困難地域面積の約１割減を目指す。 33 30

交通事故発生件数 今富駐在所管内で発生した交通事故発生件数
生活道路等の不備が交通安全面での大きな問題となっていること
に対して、交通事故件数の約１割減を目指す。 202

都道府県名 福井県 小浜市 今富地区（2期）

計画期間 交付期間 29

大目標：地域のコミュニティが息づく安全・安心な田園定住空間の創造。
   目標１：災害に強い居住環境の形成に向けて、安全性・防災性の向上を図る
   目標２：施設の整備と地域で取り組む活動を促進し、地域コミュニティの更なる醸成を図る

・平成20～24年度にかけて、第一期計画に基づき、道路の拡幅整備や防犯灯・避難場所誘導サインの設置等を行った。その結果、通学路の安全性向上や消防活動困難区域減尐、地域コミュニティ活動増加等の成果が得られた。
・しかしながら、地区内には依然として震災時の消防活動が困難な区域が残ることや、新たな避難場所の整備（関連事業で整備される今富公民館）に伴って誘導サインの設置が必要であることなど、更なる防災性の向上が望まれる。
・また、道路拡幅に伴って、生活道路の優先順位の不明確化による交通事故の増加という新たな課題が生じている。
・当地区の大部分は、都市計画マスタープランにおいて「生活と自然の共生地域」として位置づけられており、豊かな田園と背後に構える多田ヶ岳などの自然に抱かれた良好な居住環境を形成する地区とされている。
・今富地区は、もともと小浜市街地に隣接する一団の農地と農家集落からなる地区であったが、国道27号が通る他、小浜市の中でも最大の規模を誇る今富小学校が位置しているなど、住宅市街地としてのポテンシャルが高く、近年急速に人口が増加し
た。
・そのため、新旧住民の混在が絶えず、より円滑な地域コミュニティ形成が望まれる。

・第1期計画では、通学路を中心とした生活道路の整備改善を行った。その結果、通学時の安全性は向上したが、道路の優先順位が不明確になるといった新たな課題が生じた。また、画一的な基盤であり主要な道路も尐ないことから災害時の避難場所
である小学校へのアクセスもわかりにくい状況にある。そのため、地区内における運転マナー喚起に向けた取り組みや避難場所への誘導機能の向上に加え、防災施設の整備により地域の防災性を高めることにより、子供や高齢者など誰もが安心して
生活できる環境を更に整えていくことが必要である。
・小学校周辺の生守地区では、昭和55年から平成12年の20年間で人口が約２倍にまで増加しており、新しい世帯が転入し定住人口が増加することは、地域の活性化を図る上で望ましい状況である。しかし、その一方で成熟したコミュニティを形成しづら
いといった課題もあることから、地域を舞台として新旧住民の交流が促進される機会の創出が必要である。

・都市計画マスタープランでは、当地区を含む周辺地域のまちづくり方針として“自然と共生する定住環境づくり”が示されており、地域の暮らしが豊かな自然と深く結びついていることを再認識し、この自然を地域の個性づくりに積極的に活用しながら、水
や緑との共生に配慮した定住環境をつくるとされている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値



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

方針に合致する主要な事業
整備方針１：安全性・防災性の高い市街地環境の整備
・地区内の狭隘な生活道路を対象として、道路の拡幅整備等を行うことにより、地区内における総合的な安全性の向上を図る。
・災害時の指定避難場所である今富小学校及び関連事業で整備する今富公民館への誘導サインを主要な交差点部に設置することにより、災害時におけ
る円滑な移動を確保する。
・災害時の指定避難場所の敷地内に防災倉庫を設置することにより、災害時における地域の防災性、安全性を高める。

道路改良（基幹事業：道路）
避難場所誘導サインの整備（基幹事業：地域生活基盤施設、情報板）
備蓄倉庫整備（基幹事業：地域生活基盤施設、地域防災施設）

整備方針２：住民交流・地域コミュニティの醸成
・まちの課題解消等に向けて、地域住民で検討する機会をつくり、地域の安全性や居住性の向上を図る。
・新規に整備される今富公民館において、これまで機能的に実施が困難であった新たな地域コミュニティ活動等を行うことにより、地域における新旧住民の
活発な交流と円滑な地域コミュニティの醸成を図る。

まちづくり活動支援事業（提案事業：まちづくり活動推進事業）
今富公民館建設事業（関連事業）

○事業終了後の継続的なまちづくり活動
・まちづくり交付金の事業期間中においては、地域コミュニティ活動を積極的に推進し新旧住民同士のコミュニティを高めていく。事業期間後においてもこれらの活動を継続的に展開していく中で、住民主体の自立的なまちづくり活動へと繋げていく。

○交付期間中の計画の管理について
・交付期間中において各種事業を円滑に進め、目標達成に向けて確実な成果を上げるために、事業の内容や事業の進め方等に関するモニタリングを実施する。あわせてモニタリングの結果や事業の進捗状況等については、広報誌等により地域住民に
公表する他、必要に応じて随時市民に公表する。



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 小浜市 直 365ｍ 平成２５年度 平成２７年度 平成２５年度 平成２７年度 31 31 31 31

小浜市 直 300ｍ 平成２５年度 平成２７年度 平成２５年度 平成２７年度 42 42 42 42

小浜市 直 570ｍ 平成２５年度 平成２９年度 平成２５年度 平成２９年度 102 102 102 102

小浜市 直 400ｍ 平成２６年度 平成２９年度 平成２６年度 平成２９年度 52 52 52 52

小浜市 直 120ｍ 平成２６年度 平成２９年度 平成２６年度 平成２９年度 23 23 23 23

小浜市 直 50ｍ 平成２５年度 平成２７年度 平成２５年度 平成２７年度 77 77 77 77

小浜市 直 180ｍ 平成２５年度 平成２６年度 平成２５年度 平成２６年度 31 31 31 31

小浜市 直 11.5ｍ 平成２５年度 平成２６年度 平成２５年度 平成２６年度 90 90 90 90

小浜市 直 140ｍ 平成２５年度 平成２８年度 平成２５年度 平成２８年度 24 24 24 24

道路（地方都市リノベーション事業）

公園

公園（地方都市リノベーション事業）

古都及び緑地保全事業

河川

下水道 －

駐車場有効利用システム －

小浜市 直 1式 平成２６年度 平成２８年度 平成２６年度 平成２８年度 3 3 3 3

小浜市 直 1式 平成２５年度 平成２５年度 平成２５年度 平成２５年度 4 4 4 4

高質空間形成施設 －

高次都市施設 －

地方都市リノベーション推進施設

生活拠点施設

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 479 479 479 479 …A

交付対象事業費 484 交付限度額 194 国費率

細項目

地域生活基
盤施設

情報版

地域防災施設 －

（参考）事業期間

市道今富３号線

市道今富14号線

市道今富15号線

市道中道線

事業
うち民負担分

市道野代支線

0.4000

事業箇所名 事業主体 直／間 規模
交付期間内事業期間

市道森川線

市道平田線

市道多田循環線1号橋

市道多田3号線

－

－

－

－

－

住宅市街地
総合整備
事業

0

既存建造物活用事業（地方都市リノベーション推進施設）



提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
小浜市 直 平成２５年度 平成２５年度 平成２５年度 平成２５年度 1 1 1 1

小浜市 直 － 平成２９年度 平成２９年度 平成２９年度 平成２９年度 3 3 3 3

－

小浜市 直 － 平成２６年度 平成２６年度 平成２６年度 平成２６年度 1 1 1 1

－

合計 5 5 5 5 …B
合計(A+B) 484

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
小浜市 ㎡ ○ 平成　　年度 平成　　年度

小浜市 ㎡ ○ 平成　　年度 平成　　年度

小浜市 ㎡ ○ 平成　　年度 平成　　年度

合計 0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

防犯灯整備 今富公民館前

まちづくり活
動推進事業

まちづくり活動支援 －

－

事業活用調
査

事業評価 －

－

0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

今富公民館建設事業 　　　和久里地内

多田企業用地整備事業 　　　多田地内

多田企業用地整備事業 　　　多田地内



都市再生整備計画の区域

　今富地区（2期）（福井県小浜市） 面積 210 ha 区域 和久里、木崎、多田、生守、湯岡、伏原、生守団地

【図面作成上の留意点】

・下図は都市計画総括図を使用すること。未都
計の場合は、適宜下図を作成すること。
・Ａ４横長であれば、縮尺は自由。ただし、必ず
スケールバー・方位を記入すること。
・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取りとし、
地区名、区域面積を記入すること。
・地区の相対的な位置関係が明確になるように、
国道、高速道路、IC、鉄道、鉄道駅、ランドマー
クとなるような施設（市役所、文化会館等）につ
いては、必ず図示すること。
・その他必要な事項は適宜追加してよいが、必
ず凡例を記入すること。

【記入要領】
・「区域」欄は、計画区域の主な所在地を記入すること。

例）○○町○丁目、○丁目、○○町○丁目の全部と○○町○丁目、○○町○丁目の一部

【図面作成上の留意点】

・下図は都市計画総括図を使用すること。未都
計の場合は、適宜下図を作成すること。
・Ａ４横長であれば、縮尺は自由。ただし、必ず
スケールバー・方位を記入すること。
・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取りとし、
地区名、区域面積を記入すること。
・地区の相対的な位置関係が明確になるように、
国道、高速道路、IC、鉄道、鉄道駅、ランドマー
クとなるような施設（市役所、文化会館等）につ
いては、必ず図示すること。
・その他必要な事項は適宜追加してよいが、必
ず凡例を記入すること。

【記入要領】
・「区域」欄は、計画区域の主な所在地を記入すること。

例）○○町○丁目、○丁目、○○町○丁目の全部と○○町○丁目、○○町○丁目の一部
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