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社会資本総合整備計画
春江地区都市再生整備計画

平成26年度～平成30年度（5年間） 福井県坂井市

大目標　子育て世代から高齢者までが安心、快適に暮らすことができる温もりのある住環境づくり

・目標　１　　ＪＲ春江駅舎及びその周辺における交通結節機能の強化、利便性の向上
・目標　２　　人々の交流やふれあいを創出する都市拠点の形成
・目標　３　　拠点間を結ぶ移動して楽しい交通ネットワークの創出

地域交流センターの利用人数

ＪＲ春江駅舎及び周辺施設に対するアンケートによる満足度(アンケートで数値化)

コミュニティバス利用者数

百万円 百万円 百万円 百万円

Ａ　都市再生整備計画事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 道路 率 備考

種別 種別 団体 間接 主体 種別 (基本) H26 H27 H28 H29 H30

A1 都市再生 一般 直接 坂井市 １１０　ha 坂井市 1,305

合計 1,305

Ｂ　関連社会資本整備事業

Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 率 備考

種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H26 H27 H28 H29 H30

合計 0

番号 備考

その他関連する事業

地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 対象 間接 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

平成26年11月13日

計画の名称

計画の期間 交付団体

計画の目標

計画の成果目標（アウトカム指標）

アウトカム指標の定義及び算定式 アウトカム指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

24,400人/年 28,000人/年

25% 50%

3,444人/年 3,800人/年

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

1,305
Ａ

1,305
Ｂ

0
Ｃ

0 効果促進事業費の割合
0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

省略
工種

要素事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

春江地区都市再生整備計画

なし

省略 要素事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

事業種別 事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

参考様式2



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 110 ha

平成 26 年度　～ 平成 30 年度 平成 26 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

人／年 H24 H30

人／年 H24 H30

人／年 H23 H30コミュニティバス利用者数 春江駅停留所からの乗降客
交通結節機能の強化の効果をコミュニティバス利用によって評価す
る 3,444人／年 3,800人/年

ＪＲ春江駅舎及び周辺施設に対す
る満足度

ＪＲ春江駅舎及び周辺施設の利便性に対する満足度(駅利
用者アンケート)

駅舎改修による情報発信機能の充実や周辺施設の整備の効果を
駅利用者の満足度をもって評価する 25 50

地域交流センターの利用人数 地域団体の地域交流センターを利用する人数

地域交流センターの整備・機能強化の効果を地域住民活動等で利
用する人数増加をもって評価する 24400人/年 28000人/年

大目標　子育て世代から高齢者までが安心、快適に暮らすことができる温もりのある住環境づくり
目標　１　　ＪＲ春江駅舎及びその周辺における交通結節機能の強化、利便性の向上
目標　２　　人々の交流やふれあいを創出する都市拠点の形成
目標　３　　拠点間を結ぶ移動して楽しい交通ネットワークの創出

　当地区は、明治時代から地場産業として春江ちりめんなどの絹織物業により繁栄し、多くの工場、そこで働く人々で発展してきた。しかし、現在はモータリゼーションの進展と共に主要地方道福井金津線沿線に商業施設の集中し、古くからある街では賑わい
が薄れてきている。
　このような状況を踏まえ、当地区については「坂井市都市計画マスタープラン（平成２０年４月）」などの上位計画では、「「春江駅と文化の森を活かした子育てにやさしい市街地づくり」と整備目標を掲げ、磯部川沿いの既存の歩行者道路や公園を活かしなが
ら、春江駅、文化の森、小学校、保育園等の子育て関連施設および病院、行政施設を歩行者、自転車道で結ぶこと。
　当地区には拠点施設として春江総合支所、春江中公民館、文化の森が存在する。ＪＲ春江駅からその拠点施設への快適な交通環境、ネットワークを図ること、また春江中公民館の整備をすることにより失われつつある市民同士の連帯感が強くなり、市民活
動、市民交流によりますます地域活性化が図られる。

　
・ＪＲ春江駅舎の機能強化、コミュニティバスの駅前広場の乗り入れなどによる交通結節機能の強化、歩行者、自転車、自動車の安全かつ円滑な交通対策の整備が必要である。
・地域活力向上のため地域住民交流の中心となる交流施設の整備が必要である。
・ＪＲ春江駅、春江中公民館、文化の森、エンゼルランドの拠点間を結ぶ快適な交通環境、ネットワークが必要である。

○坂井市都市計画マスタープラン
春江市街地の整備充実イメージ
「春江駅と文化の森を活かした子育てにやさしい市街地づくり」
・磯部川沿いの既存の歩行者道路や公園を活かしながら、春江駅、文化の森、小学校、保育園等の子育て関連施設および病院、行政施設を歩行者、自転車道で結ぶ。
・春江駅前公園内を整備しさまざまな活動の発表の場とする
「協働のまちづくりを支える環境整備」
・地域住民、まちづくり協議会等の交流・連携を促進する市民活動の拠点整備

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 福井県 坂井市 春江地区

計画期間 交付期間 30



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

・高質空間形成施設（基幹事業／緑化施設）
・地域生活基盤（基幹事業／案内板）

方針に合致する主要な事業
整備方針１：JR春江駅舎及び周辺における交通結節機能の強化、拠点性の向上
・ＪＲ春江駅西口をロータリー化（一方通行化）し、鉄道とコミュニティバスの結節、送迎車両等の適正な交通処理、歩行者、自転車の安全性の確保を図
る。
・ＪＲ春江駅西口に雨にぬれずに移動できる歩行者シェルターの設置を行うことにより防災性、利便性、快適性の確保を図る。
・ＪＲ春江駅東口の駐車場や駐輪場の有効活用、機能強化により利用者の利便性を高める。
・ＪＲ春江駅に情報発信できるスペースを設けることで地域活性化の拠点化を図る

・高質空間形成施設（基幹事業／歩行者シェルター）
・地域生活基盤（基幹事業／公園整備）
・地域生活基盤（基幹事業／駐輪場）
・道路(基幹事業/ 為国６号線他４路線)
・地域創造支援事業（提案事業／駅舎改修）

整備方針２：人々の交流やふれあい尾を創出する拠点整備
・春江地区の市街地にとって、生活拠点である春江中公民館の建て替えを行い、耐震化、バリアフリー化を図るとともに施設や設備を充実することにより
機能強化を図る。
・住民グループの活動を支援し、あわせて地域活動の担い手の育成する場の整備を行う。

・高次都市施設（基幹事業／地域交流センター）

〇都市再生計画事業の計画の管理について
・交付期間中において各種の事業を円滑に進め、目標に向けて確実な効果をあげるために、市役所とまちづくり協議会が事業の進め方の改善等を行うための協議実施する。
〇事業終了後の継続的なまちづくり活動
・当地区では地域自治会を中心としたまちづくり協議会を組織している。協議会における協議に基づき、まちの維持・管理活動等を継続的に広報で知らせ、市民に対し啓発活動を行う予定である。

整備方針３：拠点間を連絡する交通ネットワークの整備
・ＪＲ春江駅舎から文化の森、エンゼルランドを結ぶ磯部川の遊歩道の舗装高質化を図り快適な歩行者の回遊ネットワークを図る。
・ＪＲ春江駅舎から文化の森、エンゼルランドを結ぶ磯部川に案内板，道標の歩行者等の回遊性を促す。



JR春江駅舎等の満足度 （　点　） 25 （Ｈ２４年度） → 50 （Ｈ３０年度）

地域交流センター利用人数 （人/年） 24400 （Ｈ２４年度） → 28,000 （Ｈ３０年度）

コミュニティーバス利用者数 （人/年　） 3,444 （Ｈ２４年度） → 3,800 （Ｈ３０年度）

　春江地区都市再生整備計画（福井県坂井市）　整備方針概要図

目標
ＪＲ春江駅周辺には閑静な住宅地、春江小学校、エンゼルランドふくいやハートピア春江といった教育文化施設、水辺空

間である磯部川が立地しており、これらを活かし子育てがしやすい環境、歩いて暮らすことのできる環境、人々が日常的に

交流しふれあいを楽しめる環境を整え賑わいを創出することを図る。

代表的な

指標

■市道為国６号線改良事業
L=40m

■JR春江駅前公園再整備事業N=1箇所

□ＪＲ春江駅舎改修事業Ｎ＝1棟

■歩行者シェルター設置事業L=90m

■市道駅前１号線改良事業
L=120m

春江中公民館

ハートピア春江

エンゼルランドふくい

■案内誘導サイン設置事業N=8箇所

■回遊ネットワーク整備事業L=600m

■ 春 江 中 公 民 館 建 替 事 業 N=1 棟
A=2250㎡

■東口市道側溝等改修事業L=510m

ＪＲ春江駅

ＪＲ春江駅前拡大図参照

春江石仏線

春江北浦線

北浦高田線

Ｊ
Ｒ


