豊かな自然環境や歴史、 文化を大切にし、

市民の誇りと交流が育まれる元気なまち

大野インターチェンジ周辺
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第１章 都市マスタープランとは
都市マスタープランとは ◆
◆◆
◆◆
◆◆◆
◆◆◆
◆◆
1-1．策定の背景と目的
○都市マスタープランとは、都市計画法第 18 条の 2 に定める「市町村の都市計画に関する
基本的な方針」のことで、住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫のもとに住
民の意見を反映し、まちづくりの具体性ある将来ビジョンをつくり、将来の目指すべき「ま
ち」の姿を定めるものであり、大野市では平成 9 年に策定しました。
○しかしながら、少子化・高齢化の進行や人口減少、厳しい財政状況など社会環境が変化す
る中、北部第三土地区画整理事業※などの市街地開発事業※や中心市街地活性化の拠点施
設整備の進捗、中部縦貫自動車道整備の進展などを背景に、新たに必要とされる土地利用
の誘導や都市施設整備などを進めるため、計画内容を見直すことが必要になっています。
○このため、今後の市民の安全・安心を支え、誰もが住みたいと感じるようなまちをつくる
ことを目的に、平成 21 年から 23 年の 2 ヵ年にかけて都市マスタープランの改訂を行いま
した。

1-2．役割と位置付け
（1）計画の役割
①都市計画の目標や、都市・地域づくりの方針を示す
○都市マスタープランは、社会経済情勢の変化や自然・歴史・生活文化・産業などの地域
特性を踏まえた上で、現況分析に基づき課題を明確にし、今後、まちで目指す都市像を
つくり上げ、
都市計画の目標や新しい時代に対応した市民生活を支えることができる都
市と地域づくりの方針を示します。
②上位計画と整合し、個別の都市計画相互の調整を図る
○都市マスタープランは、議会の議決を経て定められた大野市の総合計画や福井県都市計
画区域※マスタープランに即すとともに、土地利用・都市施設・都市環境などの個別の
都市計画について、相互に整合性のある取り組みを進めることができるよう、調整した
姿を示します。
③個別の都市計画の決定・変更の指針となる
○都市マスタープランは、それ自体には直接的な法的拘束力はないものの、今後の都市づ
くりのガイドラインとして、用途地域※や地区計画※などの直接法的拘束力を持つ制度
に対して方向付けをする基本指針としての役割を果たします。
④都市計画に関し、地域住民の理解と協働を促す
○都市計画は住民合意の上に進めることが必要なことから、都市のあるべき姿やまちづく
りの方針などを検討するに当たり、
市民の意見を反映させながら計画づくりを進めるこ
とで、市民のまちづくりへの参加や協働を促します。
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（2）計画の位置付け
-地方自治法-

-都市計画法-

第五次大野市総合計画※

福井県都市計画区域マスタープラン※

まちづくりの目標と方向を明示した大野市の最上位計画

(大野都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)

即す
-都市計画法大野市都市マスタープラン
市の都市計画に関する基本的方針
◆大野市の都市像
(1) 都市づくりの目標
(2) 人口フレーム

他法令に基づく

(3) 都市づくりの基本姿勢

関連計画
※

○緑の基本計画

整合

(4) 将来都市構造

○景観計画
○中心市街地活
性化基本計画※
など

連携

【全体構想】

【地域別構想】

◆都市づくりの方針

◆地域づくりの方針

(1) 土地利用方針

(1)地域づくりと地域区分

(2) 交通ネットワークづくりの方針
(3) 公園・緑地※づくりの方針
(4) 水を生かしたまちづくりの方針

の考え方
(2)市街地地域の方針

(5) 景観づくりの方針

(3)田園集落地域の方針

(6) 災害に強いまちづくりの方針

(4)山間地域の方針

(7) 人に優しいまちづくりの方針

◆都市マスタープランの実現化に向けて
都市マスタープラン実現の仕組み/都市マスタープランの評価と見直し

その他の取り組み

都市計画の決定又は変更

○各種条例・法制度などの活用

○地域地区※・地区計画
※

※

○都市計画道路 ・都市公園

○地区レベルでのルールづくり（協定）など

計画に沿った事業などの実施
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※参考：上位計画による位置付け
（１）第五次大野市総合計画（平成 22 年度策定、目標年次：平成 32 年度）
○第五次大野市総合計画は大野市の最上位計画であり、平成 23 年度から 32 年度までの 10
年間で目指す、大野市の将来像や人口の見通し、
まちづくりの基本目標を設定しています。
○「ひかりかがやき、たくましく、心ふれあうまち」を将来像に据え、人や産業、自然の元
気が集まり、元気が次々と新しい元気を生み出すまちづくりを目指すため、人が元気、産
業が元気、自然が元気、そして行財政改革という構想実現のための柱を、将来像の下に設
定しています。
○それぞれの柱については、まちづくりの目標となる基本目標を定めると共に、対応する施
策を組み、事業を実施していくこととなっています。
［構想実現のための柱と基本目標］
人が元気

：優しく賢くたくましい大野人(おおのびと)が育つまち
：共に思いやり支え合う安全で安心なまち

産業が元気：誰もが快適で暮らしやすいまち
：越前おおのの魅力あふれる活力あるまち
自然が元気：美しく豊かな自然環境を育み継承するまち
行財政改革…基本構想実現に向けた行政運営

（２）福井県都市計画区域マスタープラン(大野都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)
（福井県

平成 16 年度策定）

○福井県都市計画区域マスタープランは、長期的な視点に立って都市の将来像とその実現の
ための大きな道筋を示すものであり、主要な都市施設※や区域区分など個々の都市計画に
関しては、この方針に即して定められることとなっています。
■都市づくりの基本理念
１ 盆地に栄えた城下町の風情が漂う都市づくり
２ 持続可能な都市づくり
３ 都市間の連携による都市づくり
４ 活発な首都圏・中部圏交流を促進する都市づくり
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1-3．目標年次
○上位計画となる第五次大野市総合計画は、平成23～32年度が計画期間となっています。
○本マスタープランでは、第五次大野市総合計画の始期にあわせ、平成23年を計画期間の始
期年次とします。また、20年後の平成42年度を目標年次とし、10年後の平成32年度を中間
年次として定めます。
○本マスタープランの策定後、社会情勢の大きな変化や大野市の都市構造に大きな影響を与
えるプロジェクトなどが実施される場合は、本マスタープランの適切な見直しを行います。

平成 32 年度
（2020 年度）
（中間年次）

平成 23 年度
（2011 年度）
（始期年次）

中期的なまちづくり

長期的なまちづくり

社会経済情勢の変化に
対応した適切な見直し
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平成 42 年度
（2030 年度）
（目標年次）

◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆
◆
◆
◆ 第２章
第 2 章 大野市の現状
大野市の現状 ◆
◆◆◆
◆◆◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆
◆
2-1．位置
○大野市は、福井県の東部に位置し、北は勝山市と石川県白山市に、東と南は岐阜県高山
市や郡上市、関市、本巣市、揖斐川町に、西は福井市と池田町に接しています。
○交通は、国道 157 号が南北に、国道 158 号が東西に走り、東は東海北陸自動車道、西は
北陸自動車道に連絡しています。鉄道はＪＲ越美北線（九頭竜線）が国道 158 号にほぼ
平行して走り、越前花堂駅でＪＲ北陸本線と接続しています。

図

大野市の位置
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2-2．自然特性
○市の面積は、福井県内最大の 872.30km2 であり、そのうち約 87％を森林が占めています。
○市域は大野盆地とそれを囲む山々などから構成されており、大野盆地は直径約 10km の
円形状で、白山の支脈に囲まれています。また、日本百名山の一つである荒島岳をはじ
め、赤兎山、経ヶ岳、銀杏峰などがそびえています。
○岐阜県境を源とする九頭竜川と、その支流の真名川、清滝川、赤根川は、大野盆地を南
から北へ流れています。これらの河川は、上流で九頭竜峡や真名峡などの峡谷美をつく
り、下流域では大野盆地を潤しています。
さと

○名水百選の「御清水」をはじめ多くの湧き水があることから国土交通省の「水の郷百選」
に選ばれるなど豊かな自然に恵まれております。また、夜空がきれいなことから環境省
の「星空の街」に選定されています。

2-3．歴史
（1）市の歴史
○天正 3（1575）年、織田信長の部将金森長近は、信長から大野を与えられ、程なく亀山
に城郭を、その東麓に城下町を造りはじめました。城下町は、碁盤目状（短冊状）に区
画され、その外側には寺社が配されました。このとき整備されたまち並みが、今日の中
心市街地の骨格となっています。
○明治 4 年の廃藩置県後、明治 14 年から福井県に属し、国道 157 号・158 号とＪＲ越美
北線の開通などに伴って奥越地域の中心都市として発展してきました。平成 17 年 11
月 7 日に和泉村を編入合併し、現在に至っています。
（2）市街地の変遷
〈昭和 25 年頃の市街地〉
○城下町の北端に京福電鉄大野勝山線の大野三番駅、亀山東側に役場などの公共施設が
配置され、この頃の市街地は、城下町を中心とした非常にコンパクトなものでした。
〈昭和 45 年頃の市街地〉
○車社会の到来や高度経済成長の影響を受け、市街地は南部と東部に拡大しました。特
に、ＪＲ越前大野駅東区域の開発に伴い、亀山のふもとにあった公共施設の郊外移転
が進み、現在の文化会館などが新築されました。これにより、徒歩でどこでも行くこ
とができたコンパクトな市街地としての特性が失われ始めました。
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〈現在の市街地〉
○現在の市街地は、昭和 45 年頃よりさらに拡大しました。大きな変化は、バイパスなど
の整備により市街地の外周に交通が移り、その沿道では駐車場を備えた店舗の立地が
進んでいます。
＜明治 42 年＞

＜昭和 25 年＞

＜昭和 45 年＞

＜現在（平成 18 年）＞

出典：日本図誌体系（明治 42 年～昭和 45 年）
、1 万分の 1 地形図（平成 18 年）

図

大野市街地の変遷
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2-4．人口構造
○国勢調査によると、平成 17 年時点の人口は 37,843 人であり、平成 7 年から 10 年間で
7.9％減少しています。また、平成 17 年以降の人口推移を住民基本台帳人口で見ると、
平成 17 年 11 月の旧和泉村との合併後も、平成 18 年時点で 39,590 人であった人口は年々
減少し、平成 21 年時点で 38,061 人となっています。
○人口減少の要因を自然増減と社会増減で見ると、出生より死亡が多い自然減に、転入よ
り転出が多い社会減となっています。
○平成 17 年の 65 歳以上の割合は 27.5%、15 歳未満の割合は 13.3%と、少子化・高齢化が
急速に進んでいます。
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人口増減の推移
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2-5．通勤通学流動
○平成 17 年の通勤通学流動をみると、大野市内に通勤通学している市民は 77.4%、他市
町へ通勤通学している市民は 22.6%となっています。
○合併前の旧市町村別に流出状況をみると、旧大野市では福井市が 12.0%と高く、次いで
勝山市が 6.1%であり、旧和泉村では旧大野市が 10.3%、福井市が 3.4%となっています。
大野市全体で 11.9%の人が福井市へ通勤通学しており、生活利便性を高めるためには、
福井市への移動利便性を高めることが重要と考えられます。
表
合計
大野市

自市町村

22,274
(100.0%)

17,233
(77.4%)

旧大野市

21,865
(100.0%)

16,884
(77.2%)

旧和泉村

409
(100.0%)

349
(85.3%)

通勤通学流動

単位：人

他市町村

流出第1位 流出第2位 流出第3位
計
5,041
(22.6%)
計
福井市
勝山市
美山町
4,981
2,626
1,337
214
(22.8%)
(12.0%)
(6.1%)
(1.0%)
計
旧大野市
福井市
60
42
14
(14.7%)
(10.3%)
(3.4%)
出典：H17国勢調査

2-6．産業・経済
（1）農業
○農家数の推移を見ると、平成 17 年で 2,464 戸となっています。昭和 60 年以降年々減
少しており、昭和 60 年から平成 17 年までの 20 年間で 30.7％減少しています。
（2）工業
○従業者数は、平成 20 年で 2,502 人となっています。平成 2 年以降年々減少しており、
平成 2 年から平成 20 年までの 18 年間で 43.2％減少しています。
○製造品出荷額は、平成 20 年で 5,374 千万円となっており、平成 2 年以降増減を繰り
返し、平成 2 年から平成 20 年までの 18 年間で 11.8％減少しています。
（3）商業
○商店数の推移を見ると、平成 19 年で 560 店舗となっています。昭和 60 年以降年々減
少しており、昭和 60 年から平成 19 年までの 22 年間で 39.3％減少しています。
○販売額の推移を見ると、平成 19 年で 4,466 千万円となっており、昭和 60 年から平成
3 年までは増加をしていましたが、その後減少に転じ、昭和 60 年から平成 19 年まで
の 22 年間で 14.6％減少しています。
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2-7．観光
○年間観光入り込み客数の推移を見ると、平成 21 年で 1,475 千人/年となっており、平成
9 年から平成 13 年までは増加をしていたものの、その後減少に転じ、平成 9 年から平
成 21 年までの 12 年間で 19.4％減少しています。
○中心市街地では、平成 21 年で 425 千人/年となっています。平成 9 年以降横ばいで推移
してきましたが、平成 15 年度よりまちなか遠足誘致促進事業など、交流観光の取り組
みを強化したこともあり、平成 15 年以降増加に転じ、平成 9 年から平成 21 年までの
12 年間で 19.0％増加しています。
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越前おおの結ステーション

寺町
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2-8．主要プロジェクト
○大野市では、中部縦貫自動車道※（高規格幹線道路※）が計画されており、現在市域の一
部区間で事業中となっています。
○勝山インターチェンジ－大野インターチェンジ間の7.8kmが平成24年度までに暫定2車線
で供用開始が予定（福井北インターチェンジ－大野インターチェンジ間の26.4kmは平成28
年度を目標に暫定2車線での供用開始ができるよう要望している）されています。また、
大野東インターチェンジ－和泉インターチェンジ間の約14kmについても平成21年3月13日
に事業化が決定されています。
※中部縦貫自動車道は、長野県松本市を起点に飛騨、奥越地方を通り、福井市に至る約 160km の高規格
幹線道路であり、中央自動車道長野線、東海北陸自動車道、北陸自動車道を相互に連絡して広域交通
の円滑化を図ることを目的としています。なお、大野インターチェンジ－和泉インターチェンジ間の
インターチェンジの名称は仮称です。

■中部縦貫自動車道の計画概要

出典：国土交通省
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3-1．都市づくりの目標
全国的な少子化・高齢化の進行、人口減少の中、誰もが住みたい、住み続けたいと思
う都市づくりが重要になります。しかし、財政面の制約による維持管理コストの小さい
都市づくりや地球環境問題への配慮が必要になるなど、都市づくりを取り巻く社会環境
は大きく変化しています。そのため、市街地を拡大することを重視した都市づくりから、
既成市街地の魅力を強化し有効活用する都市づくりへの転換が全国的に進んでいます。
これまで大野市では、増加する人口などを見込み、自然や歴史、文化を生かした都市
の整備を進めてきました。市民意識調査からも「緑・水辺の豊かさ、美しさ」
「日常の買
い物などの便利さ」などに関して、ある程度評価できる都市になってきていると分析で
きます。
しかし、今後は人口の減少が進むと予想される中で、維持管理コストを抑制するため
都市の拡大を抑えながら「現在の市街地を有効活用する都市づくり」に方針を転換し、
市民が自分達のまちを誇りに思い、市民が望む「まちの活性化」を実現させる必要があ
ります。そのため、中部縦貫自動車道の整備効果を最大限に生かし、これまで育んでき
た人、歴史、文化、伝統、自然環境、食などに磨きをかけ、市民満足度の向上と観光な
ど交流の活性化を図り、それらに支えられた持続可能な都市づくりを進めることが重要
と考えます。
平成 9 年に策定した都市マスタープランでは、
『みんなでつくる個性豊かなまち』を目
標に掲げ、自然環境や歴史や文化を産業や経済に生かすまちを目指しておりましたが、
これからの都市づくりにおいても、持続すべきものと考えます。
このことから、市民、事業者、行政などが協力しながら自然環境や歴史、文化などま
ちの個性を生かし魅力を高め、市民の誇りと観光客などの交流が育まれる、元気な都市
づくりを進めていきます。

【都市づくりの目標】

豊かな自然環境や歴史、文化を大切にし、
市民の誇りと交流が育まれる
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元気なまち

3-2．人口フレーム
○本マスタープランの上位計画である第五次大野市総合計画では、平成 32 年の目標定住人
口を、国立社会保障・人口問題研究所が行った大野市の将来推計人口 31,650 人に対して、
中部縦貫自動車道の一部供用開始や、国道 158 号、保健・医療・福祉サービス拠点施設な
どの整備による若者と元気な高齢者の人口増を見込み、33,000 人と設定しています。
○第五次大野市総合計画ではさらに、定住人口の減少が続く中で、地域の活力を支えていく
ためには交流人口の増加が必要であることから、人、歴史、文化、伝統、自然環境、食な
どの地域資源を磨きつつ有機的に連携させ、中部縦貫自動車道の一部供用開始など社会基
盤を整えることで、観光入り込み客数を 150 万人/年
（4,000 人/日）から 200 万人/年（5,000
人/日）に増加させ、定住人口 33,000 人に 1 日当たりの観光入り込み客数 5,000 人を加え
た「ふれあい交流人口」の規模を 38,000 人にすることとしています。
○本マスタープランでは、中間年次（平成 32 年度）における人口フレームを、第五次大野
市総合計画を踏まえ、定住人口を 33,000 人、1 日当たりの観光入り込み客数 5,000 人を
加えた「ふれあい交流人口」を 38,000 人と設定します。
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平成32年

（出典：観光振興課）
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3-3．都市づくりの基本姿勢
○これからの大野市では、核家族化による世帯数の増加を考慮しても、市全体での住宅需要
の増加は見込み難く、市街地（住居系用途地域指定区域など）を拡大する必要性は小さい
と考えられます。
○第五次大野市総合計画では、人口減少に伴う大野市の活力低下を観光客の増加などで補う
ことを掲げており、市民が心豊かに暮らせることはもちろんのこと、市外の人が訪れたく
なるまちづくりが重要になります。そのため、中部縦貫自動車道の整備効果を最大限に生
かせるよう、
中心市街地や郊外レクリエーション拠点などの魅力の強化や訪れやすくする
交通環境の改善など、観光交流の活性化を意識した都市づくりを進めることが重要です。
以上のことを踏まえ、大野市の都市づくりの基本姿勢を以下のように定めます。

基本姿勢
（1）人口減少時代に対応できる維持・管理コストの少ない機能集約型の都市づ
くりを行います。
①暮らしに必要な様々な機能が集まり、住みたいと思う市街地の形成

○行政サービスをはじめ、商業などの暮らしに必要なサービス機能を確保するため、中
心市街地にその機能を集めます。また、市民の暮らしがより安全・安心で、豊かにな
るよう、保健・医療・福祉などの機能の充実に努めます。

○人口が減少する時代に対応できるよう、維持・管理コストを抑えるため、市街地を拡
大せず、既存の施設を有効に利用します。
②中心市街地と集落を結ぶ道路ネットワーク、
まちなか観光拠点と郊外の観光拠点を結ぶ
ネットワークの形成

○市民の生活空間を確保するため、中心市街地と主要な集落を結ぶネットワークづくり
を行います。

○今ある資源に磨きをかけ、中心市街地と郊外観光拠点の回遊が生まれる移動しやすい
ネットワークづくりを行います。
③住み慣れた地域で住み続けられる公共交通などの確保

○住み慣れた地域で住み続けられるよう、移動制約者※などが暮らしに必要不可欠な移
動手段の確保に努めます。
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（2）市民が誇りを感じて住み続けたいと思い、市外の人が訪れ、移り住みたい
と思う、個性を生かした都市づくりを行います。
①歴史や文化、伝統、自然環境などの資源の有効活用

○大野市には、来訪者がすばらしいと感じる、歴史資産や自然環境資源が数多くありま
す。多くの人が大野市を訪れ交流が育まれるよう、歴史や文化、伝統、自然環境など
を生かした都市づくりを目指します。
②中部縦貫自動車道の整備効果を生かした都市づくり
○市域では、中部縦貫自動車道の整備が進められています。この道路により、大野市と
関東圏が最短距離で結ばれ、北陸圏や中京圏との広域ネットワークが形成されること
で、観光客の誘致や企業立地が期待できます。また、地震など災害時の緊急輸送や救
急医療活動の支援、冬季における安全で安心な交通の確保など、市民の生活にとって
「生命の道」「生活の道」「希望の道」であり必要不可欠な道路であります。中部縦
貫自動車道永平寺大野道路及び大野油坂道路の早期の全線開通を、関係機関に強く働
きかけていくとともに、
中部縦貫自動車道の整備効果を生かす都市づくりを行います。
○中部縦貫自動車道を利用する人が、大野市の観光スポットや歴史、食文化などに興味
を持ち、気軽に訪れることができるよう、越前おおのまるごと道の駅※構想の核とな
るパーキングエリアを誘致し、中心市街地や主たる観光施設への円滑で快適な移動を
確保するため、移動手段など総合的な整備を図ります。
③市民が住み続けたいと思い、来訪者が住んでみたいと思うまち

○大野市独自の生活や文化に合わせて築きあげられてきた町割りや伝統的な町家など
が連なる古いまち並み、生活必要品を気軽に求められる身近な商店街、自然の恩恵を
受けている水やおいしい農作物、人情味あふれる市民性は、大野市に住み続けたい、
来訪者が移り住みたいと思う重要な要素です。この恵まれた環境を市民や来訪者が実
感できる都市づくりを行います。

中部縦貫自動車道大野油坂道路の
くい打ち式

越前大野城からの市街地
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3-4．将来都市構造
○第五次大野市総合計画の将来像「ひかりかがやき、たくましく、心ふれあうまち」を実
現するため、大野市の土地利用は、①大野の特性を生かした土地利用、②自然と共生す
る土地利用、③安全で快適な土地利用を目指し、総合的かつ計画的に土地利用を進めま
す。
○大野市は、なだらかな地形の盆地地域と急峻な地形の山地地域から構成されています。
大野市の地形や特性を生かした都市づくりを進めるため、
骨格的な土地利用の区分を示
す「地域とゾーン」、その中の特徴ある土地利用を示す「拠点」、人・物・情報などの活
発な動きを示す「交流軸」を定め、基本方針を以下のように設定します。

（1）骨格的な土地利用
基本方針
森林ゾーン

・急峻な地形からなる森林ゾーンには、国立公園や県立自
然公園があります。環境保全や防災、地下水の重要な供
給源など多くの機能を有する森林資源の適切な保全管理

山地地域

に努めます。
自然型観光
レクリエーション
拠点

・六呂師高原、宝慶寺、麻那姫湖、九頭竜湖の周辺などを
自然型観光レクリエーション拠点として位置付けます。
・市民や来訪者が憩いのひとときを過ごせるよう、豊かな
自然環境を生かした観光レクリエーションや交流の拠点
として、魅力を強化します。

田園ゾーン

・市街地を取り囲む田園ゾーンは、大型店をはじめとする
大規模集客施設の規制や宅地開発を極力規制し、農地の
保全や田園集落を維持し、心が癒される美しい田園景観

盆地地域

づくりを促します。
市街地ゾーン

・現在用途地域に指定されている地域を市街地ゾーンとし
て位置付けます。
・奥越地域の中心都市としての都市機能が集積する拠点及
び市民生活を支える各種都市機能の集積する拠点として
の都市づくりを図ります。

※山地地域は都市計画区域外、盆地地域は都市計画区域内(5,251ha)を想定
田園ゾーンは用途地域外、市街地ゾーンは用途地域内(642.4ha)を想定
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（2）交流軸
軸
広域交流軸

基本方針
・人や物、情報、資本の流れを都市づくりに生かすため、中部
縦貫自動車道と国道 158 号を広域交流軸と位置付け、中京圏
などとの広域的な交流と連携を促進します。
・中部縦貫自動車道と 5 カ所のインターチェンジの整備を促進
します。

地域交流軸

・広域交流軸と一体になり、人や物、情報、資本の流れを都市
づくりに生かすため、国道 157・158 号を地域交流軸と位置付
け、福井市などとの交流と連携を図ります。
・国道 157・158 号の整備を促進します。

田園ゾーン
（乾側地区の花のジュータン）

市街地ゾーン
（七間通り）

森林ゾーン
（九頭竜湖）
－ 18 －
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図 将来都市構造
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都市づくりの方針は、主に都市計画施策により実現を図ることを想定しているため、
「3-4.
将来都市構造図」の示す区域のうち、都市計画区域内を想定する田園ゾーン、市街地ゾーン
を主な対象として、以下 7 つの方針を定めます。
4-1.土地利用方針
4-2.交通ネットワークづくりの方針
4-3.公園・緑地づくりの方針
4-4.水を生かしたまちづくりの方針
4-5.景観づくりの方針
4-6.災害に強いまちづくりの方針
4-7.人に優しいまちづくりの方針

大野インターチェンジ周辺

未整備都市計画道路の見直しの検討

七間通りの町家

まちなか循環バス
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4-1．土地利用方針

土地利用方針の構成
土地利用の

土地利用の

盆地地域における拠点・エリアの

課題

方針

配置

市街地ゾーンにおける、方針の実
現に向けた取り組み

（1）土地利用の課題
①中部縦貫自動車道の整備をまちの活力につなげる土地利用が必要です
○大野インターチェンジ周辺では、市域に人や物、情報、資本を呼び込むため、人々が
大野市を訪れたくなり、企業などが進出したくなる土地利用が求められます。
○中部縦貫自動車道を利用する人が、大野市の観光スポットや歴史、食文化などに関心
を持ち、大野市で足を止めたくなるような魅力づくりが求められます。
②少子化・高齢化の進行や人口減少に対応した、市民が暮らしやすい、機能集約型の都市
づくりが必要です
○少子化・高齢化の進行や人口減少に対応した、市民が暮らしやすい都市づくりを進め
るため、暮らしに必要な機能が集まった市街地づくりが求められます。
○暮らしに必要な行政サービス機能や商業サービス機能、保健や医療、福祉機能などの
ほか、歴史的資源が豊かな大野市の特性を生かし、市民や観光客が魅力を感じる中心
市街地を形成することが必要です。
○働く場所（商工業地）は住宅地の環境を阻害しない範囲で、近くにあることが望まれ
ます。
○市街地では、人口密度を維持していくために、できるだけ既成市街地にとどめて拡大
しないことが望まれます。また、歴史的資源を次世代に継承するため、中心市街地内
では、空き地と空き家の有効活用や、一部にある住工混在地域での住環境の改善が必
要です。
③田園集落で暮らす人が住みやすく、美しい景観が保たれる土地利用が望まれます
○集落で暮らす人が住みやすいと感じられるよう、集落の生活環境の維持や改善と農地
の保全などが求められます。
○良好な田園環境を活用しながら、交流や保養、レクリエーションを行える場が望まれ
ます。
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（2）土地利用の方針
将来都市像を実現するため、次の方針に基づき、土地利用を進めていきます。
①市民の暮らしを支える市街地の維持
○奥越地域の中心として都市機能が集積する市街地では、人口が流出しないよう、限ら
れた財源などを効果的に使い、住み続け、移り住みたいと思える土地利用を行います。
○市街地外で大型店などの立地規制を講じながら市街地の拡大を抑制します。既に行政
サービスや商業などの生活サービス機能が集まる中心市街地では、暮らしに必要な機
能を維持し、高齢化社会でも暮らしやすい都市づくりを進めます。
②中部縦貫自動車道を生かした戦略的な都市機能の導入
○工業拠点では、中部縦貫自動車道の開通に伴う利便性を生かし、企業誘致がより進む
土地利用を行います。
○大野インターチェンジ周辺は、来訪者を市街地に迎え入れ、越前おおのを印象づける
場所であることから、中部縦貫自動車道を利用して訪れる人に、大野市の観光や産業
の魅力を感じてもらえる情報発信などの都市機能導入を図ります。その他の都市機能
導入に当たっては、優先的に市街地などに誘導し、そこで立地が困難なものに限り、
インターチェンジ周辺の市街地に近接する区域に限定して、立地を誘導します。
○大野インターチェンジから大野東インターチェンジの間では、大野市の観光スポット
や歴史、食文化などに興味を持ち、気軽に訪れることができるよう、越前おおのまる
ごと道の駅構想の核となるパーキングエリアを誘致し、休憩施設などの機能を配置し
ます。
③魅力ある中心市街地の保全、充実
○昔からのまち並み、歴史や文化を感じる亀山周辺を核とする古くからの様式を残す建
築物群が、中心市街地の魅力を形成しており、その保全、充実を誘導します。特に近
年増加している空き地と空き家の有効活用を図ります。
④快適で居住性の高い住環境の整備
○市街地では、住工混在の改善などの土地利用に努め、道路などの基盤が整備された場
所に人口定着を誘導します。また、基盤整備が十分でない場所では、地区特性に配慮
しながら、広場の整備など居住環境の向上を進めます。

⑤田園集落の居住環境の充実、保全
○田園集落では、緑豊かな環境に恵まれたゆとりと潤いのある居住環境の充実に努めま
す。
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⑥豊かな自然環境の保全とまちづくりへの活用
○市域の大部分を占める森林地域、盆地を縁取る里山※及び広大な田園地域では、大野
市の個性を象徴する貴重な自然環境として、保全に努めます。
○六呂師高原周辺、宝慶寺周辺などの地域では、その豊かな自然環境、歴史を生かした
レクリエーション拠点としての魅力強化を図り、まちづくりの資源として活用します。
⑦地下水に優しい土地利用の推進
○地下水涵養※の源となる森林ゾーンと涵養地域である市街地南部の田園ゾーンでは、
地下水涵養量の増加、水質保全につながるような土地利用を図ります。

（3）盆地地域における拠点・エリアの配置
盆地地域は、
「田園ゾーン」と「市街地ゾーン」から構成されます。奥越地域の中心都市
にふさわしい都市機能の集積や広域的な観光レクリエーション機能の強化を図るため、以下
の拠点地区・土地利用エリアを配置します。
田

ゾーン

拠

点

など

園

小山工業拠点
春日野工業拠点
中据工業拠点

ゾ

青島工業拠点

ー
ン

都市と農村の交流拠点
（スターランドさかだに）
終末処理場周辺
都市拠点
大野東インターチェンジ
周辺エリア

都市機能・内容
・既存企業の振興の促進や新規企業の誘致を推進
し、工業機能の集積を高めます。
・地下水に優しく水質汚染の恐れがない産業など
の誘致を図ります。
・既存企業の振興を促進し、工業機能の強化を図
ります。
・都市と農村の交流拠点としての魅力強化を図り
ます。
・終末処理施設の機能充実を図るとともに、保養
やレクリエーション機能の強化を図ります。
・中京や関東方面から多くの人が市街地を訪れた
くなるよう、立地を生かした機能導入と景観づ
くりを進めます。
・大野インターチェンジから大野東インターチェ
ンジ間に、越前おおのまるごと道の駅構想の核
となるパーキングエリアを配置し、大野市へ立
ち寄りたくなるような休憩場所や情報発信な
どの機能確保を図ります。
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市

ゾーン

拠

点

など

中心市街地エリア

都市機能・内容
・市民が利用しやすい市役所を実現するため、
「市

街

民が気軽に集い、憩い、学ぶ」ことができる新
庁舎の整備を行います。

地

・現在ある資源を有効に利活用し、「観光による
交流人口の増加」と「商店街を中心とした生活

ゾ

の充実」を目指した機能の強化を図ります。

ー

歴史・文化まちづくり拠点

・市民活動や市民と観光客の交流を促すため、交

ン

（越前おおの結ステーショ

流の中心的な場所となる施設の充実や有効活

ン周辺）

用を図ります。
・亀山公園は、市民の憩いの場としてより利用さ
れるよう、さらに魅力の強化を図ります。

保健・医療・福祉

・市民の暮らしを支えるため、「保健・医療・福

サービス拠点

祉サービスの総合機能」をはじめ、「健康支援

（多田記念大野有終会館）

機能」
「子育て支援機能」
「高齢者・障害者の生
活支援機能」「市民活動・交流支援機能」の充
実と、各機能の相互連携による質の高いサービ
スの提供を図ります。

中野工業拠点

・既存企業の振興や新規企業の誘致を推進し、工
業機能の集積を高めます。

大野インターチェンジ

・市街地に人を呼び込むための情報発信機能を誘

周辺エリア

導します。また、工業や商業サービス機能のう
ち、用途地域や未利用の工業拠点への立地が困
難なものに限り、誘導を図ります。
・越前おおのを印象づける場所にふさわしい景観
づくりを進めます。

歴史・文化まちづくり拠点
（越前おおの結ステーション周辺）

保健・医療・福祉サービス拠点イメージ図

－ 24 －

全 体 構 想

図

盆地地域における拠点・エリアの配置
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（4）市街地ゾーンにおける、方針の実現に向けた取り組み
以下の土地利用により、居住者にとって住みやすく、大野市を訪れる人にも魅力的な市
街地をつくりあげていきます。

【市街地ゾーンにおける、方針実現に向けた取り組み】
※土地利用の方針は、（２）に示す方針を指します。

土地利用の

方針の実現に向けた取り組み

土地利用の配置

①市民の暮

・中心市街地エリアやその周辺では、高齢者な

・中心市街地エリア

らしを支

どに優しい、徒歩や、自転車で暮らせる安全・

（中心市街地活

える市街

安心なまちづくりを行います。

性化基本計画に

方針※

地の維持

・空き家や空き地の解消を図るため、町家をは
じめとする既存住宅の賃貸などによる有効活

基づく中心市街
地）やその周辺

用、低利用地※や未利用地※での住宅整備の誘
導を図ります。また、歴史的まち並み環境に
配慮した道路や広場などを整備し、魅力を高
め、若年層の定着を図れるような居住を促進
します。
・市民が気軽に訪れ、集いやすい中心市街地エ
リア内には、市民生活の安心を支える市庁舎

・行政サービスゾー
ン

住居系

の整備を行います。
・保健・医療・福祉サービス拠点施設を整備し、 ・保健医療福祉サー
行政サービスの充実を図ります。

ビス拠点
（多田記念大野有
終会館）

④快適で居

・区画整理などで新たに整備された区域では、

住性の高

ゆとりある住宅地として人口定着を誘導しま

い住環境

す。

の整備

・上記以外の専用住宅ゾーンでは、一定の基準
やルールに基づいた適切な民間開発の誘導な
どにより、専用住宅地の形成を図ります。
・中野工業拠点のうち、住宅が建ちはじめ工場
地として利用が進みにくい北東側について
は、工業地需要などを考慮し、住居系土地利
用に見直しを行います。
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土地利用の

方針の実現に向けた取り組み

方針※

・一般住宅ゾーンでは、生活道路の改良をはじ

土地利用の配置

・一般住宅ゾーン

め、緑化や防災など、生活環境の向上に重点
住居系

を置いたまちづくりを行います。
・住工混在地区では、小規模工場の移転跡地な

・住工共存ゾーン

どの空き地を利用し、小公園の整備や身近な
土地の緑化など、居住環境の改善を図ります。
①市民の暮

・居住や観光振興を促進するため、市民や観光

らしを支

客が商店街を気軽に訪れ、くつろげる環境を

える市街

つくるなど、商業地の環境整備を進めます。

・商業ゾーン
（既存商業地）

地の維持
商業系

③魅力ある

・中心市街地エリアでは、亀山や学びの里めい

・中心市街地エリア

中心市街

りん、越前おおの結ステーションなどの施設

（中心市街地活性

地 の 保

（歴史・文化まちづくり拠点）をはじめ、歴

化基本計画に基

全、充実

史や水などの観光素材が豊富な区域であるこ

づく中心市街地）

とから、歴史的なまち並みの整備、散策ルー

・歴史・文化まちづ

ト、湧水スポットや小公園などの整備を進め
ます。

くり拠点
（越前おおの結ス
テーション周辺）

②中部縦貫
自動車道

・工業地では、市民の雇用の場を確保するため、 ・工業ゾーン
企業誘致を進めます。

（中野工業拠点）

を生かし
た戦略的
な都市機
工業系

能導入の
検討
④快適で居

・工業地の中で、一部に工場立地はあるものの、 ・住工共存ゾーン

住性の高

比較的住宅立地が進んでいる場所では、工場

い住環境

の退去に伴い住工混在を改善する観点から、

の整備

住環境に配慮して住居系土地利用への見直し
を行うなど、新たな土地利用の規制と誘導を
行います。

－ 27 －

全 体 構 想
土地利用の

方針の実現に向けた取り組み

土地利用の配置

②中部縦貫

・中部縦貫自動車道の整備効果を生かした工業

・大野インターチェ

自動車道

や商業サービスなどの都市機能の導入は、優

を生かし

先的に用途地域や未利用の工業拠点に誘導を

た戦略的

図り、そこでは立地が困難なものに限り、イ

な都市機

ンターチェンジ周辺での立地の誘導を図りま

能の導入

す。

方針※
中部縦貫自動車道の整備効果を生かす土地利用

ンジ周辺エリア

・施設などの立地誘導は、市街地の拡大を防ぐ
ため、情報発信機能や流通業務機能など中部
縦貫自動車道の効果を最大限に生かせる機能
に限定します。
・市街地の北東部では、関係機関と調整を図り
つつ、既存行政サービス機能の維持充実を目

・広域サービスゾー
ン

指します。

北部第三土地区画整理事業区域

五番通り

大野インターチェンジ周辺エリア
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イメージ図

全 体 構 想

図

市街地ゾーンにおける、方針の実現に向けた取り組み
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4-2．交通ネットワークづくりの方針

交通ネットワークづくりの方針の構成
交通ネット

交通ネット

盆地地域における、基本方針実

ワークづくり

ワークづくり

現に向けた幹線道路 ※ づくりの

の課題

の方針

取り組み
市街地ゾーンにおける、基本方
針実現に向けた幹線道路・補助
幹線道路※づくりの取り組み

（1）交通ネットワークづくりの課題
①中部縦貫自動車道の整備をまちの活力に繋げる交通ネットワークづくりが必要です
○中京・関東方面との人や物などの流れを強めるため、中部縦貫自動車道と市内 5 カ所
のインターチェンジ整備の促進が求められます。
○中部縦貫自動車道の利用者を市街地ゾーンに誘導するため、大野インターチェンジと
市街地を直結する(都)大野インター線※や(都)東縦貫線、(都)中保中野大橋線の整備
が求められます。また、一度訪れた人が再び訪れたいと思うような印象を高められる
沿道景観づくりが望まれます。
※(都)は都市計画道路の略称であり、都市計画道路であることを示します。

○中部縦貫自動車道を利用する人が、大野市で足を止めたくなるような景観を重視した
道路整備が求められます。
②市民が暮らしやすい交通ネットワークづくりが必要です
○大野市と福井市を結ぶ道路整備の促進や、来訪者を迎え入れ、越前おおのを印象づけ
る場所である越前大野駅周辺の環境改善など、
鉄道と他の公共交通とのネットワーク
の充実が望まれます。
○行政サービス機能や商業サービス機能などが集まる市街地ゾーンと田園ゾーンに点
在する集落間の移動を確保するため、道路ネットワークの維持や強化が必要です。ま
た、高齢化などで車の運転が困難な人が増えることを考慮した公共交通などの移動手
段の確保が必要です。
○市街地ゾーンでは、安全・安心に生活できるよう、通過交通や来訪者の通行を促す道
路網の形成を進めるほか、増加する高齢者などに優しいバリアフリー※化などを進め
る必要があります。
○未整備都市計画道路は、社会環境の変化などを踏まえた道路の必要性を考慮したうえ
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で見直しが必要です。
③観光客が楽しく回れる交通ネットワークづくりが必要です
○市街地ゾーン内の観光施設をはじめ、その他の観光拠点に観光客を誘導するための道
路ネットワークの強化が望まれます。
○自動車道に加え、市の豊かな自然環境や歴史環境を楽しみながら移動できる交通シス
テムの充実が望まれます。（自動車を停め、自転車に乗り換えて散策できる自転車道
の整備、中心市街地エリアでの徒歩での回遊を促す駐車場整備など）
○観光客が回遊するルート沿いで、
市の魅力を高められる道路景観づくりが望まれます。

（2）交通ネットワークづくりの方針
将来都市像を実現するため、次の方針に基づき、交通ネットワークづくりを進めていきま
す。
①広域的な連携を強化する道路づくり
○中部縦貫自動車道、国道 157 号・158 号などの整備を促進することにより、北陸圏、
中京圏、関東圏を結ぶ新たな広域的なネットワークの構築を図ります。
②田園ゾーンでの暮らしや拠点づくりを支える道路づくり
○田園ゾーンでの暮らしを支えるため、市街地ゾーンと田園ゾーンを結ぶ交通ネット
ワークの整備を促進します。
③安全で利便性の高い市街地をつくるための道路づくり
○市街地ゾーン内の道路は、市民が生活に利用する道路、中心市街地エリアなどに市外
からの観光客などを誘導する道路、主に通過交通を処理する道路に分類されます。各
道路が受け持つ機能を明確にし、道路ごとに求められる機能の強化を目指します。
④広域通過交通を処理する道路づくり
○市街地ゾーンの外側を通っている外環状道路は、市街地に立ち寄らない広域通過交通
を処理するとともに、市街地エリアに向かう軸として活用を図ります。
⑤生活交通を円滑に処理する道路づくり
○市街地ゾーン西部の居住環境の向上、生活交通の円滑な処理を主な目的とする新たな
南北や東西軸の整備に努めます。
⑥中心市街地エリアへのアクセスルートにふさわしい道路づくり
○大野インターチェンジから中心市街地エリアへのアクセス機能を担う(都)三番線・
(都)七間線や東西方面からのアクセス機能を担う(都)六間東中線・西部アクセス道路
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は、中心市街地エリアを訪れる人が歴史や文化の豊かさなど大野市の魅力を感じるこ
とができるよう、沿道も含め、ふさわしい景観づくりを行います。
⑦効果的で効率的な道路づくり
○道路整備については、社会経済情勢などの変化から、効果的で効率的な道路づくりが
求められています。現在整備済みの道路の改良を基本とし、新たに整備が必要な道路
は、役割や整備効果を十分検討し、整備を行います。
⑧都市計画道路の見直し
○長期間未整備の都市計画道路などについては、社会情勢や都市構造の変化に伴う路線
の役割の変化や整備効果などを踏まえ、路線の廃止や変更も含め検証し、見直しを行
います。
⑨中心市街地エリアでの周辺駐車場の確保
○中心市街地エリア内では車の通行を減らし、
住民や観光客が安心して歩けるよう道路
環境を整備するとともに、中心市街地エリアの周辺部で駐車場の確保に努めます。
○自動車を利用して訪れる観光客などには、中心市街地の魅力を存分に楽しんでもらう
ため、回遊の拠点となる越前おおの結ステーション駐車場へ優先的に誘導を図ります。
⑩歩行者空間と自転車空間の充実
○自転車利用者と歩行者の双方に対して、安全性の確保と快適性の向上を図るため、自
転車と歩行者の通行空間を区分するなど、自転車交通ネットワークの形成を進めます。
特に中心市街地エリア内では、ゆっくり歩いたり、自転車で移動してもらうため、回
遊ルートを明確にし、歩行者や自転車が利用しやすい道路整備を行います。
○真名川沿いなど大野市の豊かな自然を感じ、市域の散策を楽しんでもらうため、サイ
クリングロード整備などによる自転車走行空間の充実を進めます。
⑪公共交通などの機能強化
○越前大野駅では、鉄道とバスの乗り継ぎの改善や駅前広場の整備を行い、市民や来訪
者の利便性の向上に努めます。
○障害者や高齢者などの移動制約者が通院や買い物を気軽にできるよう、地域の実情に
合った移動手段の確保に努めます。
○環境に配慮したまちづくりを進めるため、超小型電気自動車※を活用するなど、市民
や行政、研究機関が協働して、新しい移動手段の研究に取り組みます。
※道路交通法上は普通自動車免許が必要な自動車
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（3）盆地地域における、方針実現に向けた幹線道路づくりの取り組み
以下の幹線道路ネットワークづくりにより、市民や大野市を訪れる人に安全で便利な道
路ネットワークをつくります。
【幹線道路づくりの取り組み】
※交通ネットワークづくりの方針は、
（２）に示す方針を指します。
交通ネット
幹線道路づくりの
ワークづくりの
道路の位置付けと構成路線
取り組み
方針※
①広域的な連携 ・高規格幹線道路と、既存の東 （高規格幹線道路）
を強化する道
西方向、南北方向の主要幹線
○中部縦貫自動車道
路づくり
道路 ※を大野市の骨格道路と （主要幹線道路）
します。
○国道 157 号
※市街地周辺では(都)東縦貫線（国
道 157 号バイパス）
。

②田園ゾーンで
の暮らしや拠
点づくりを支
える道路づく
り

・田園ゾーンに環状型の道路を
配置し、集落、各拠点間の交
流と連携を強化します。
・市街地周辺に環状型の道路を
配置し、通過交通が市街地に
進入しないようにします。
・市街地ゾーンとその周辺の道
路網の骨格を構成し、郊外か
ら市街地ゾーンにある主要
施設などへのアクセスを容
易にします。

○国道 158 号バイパス
（幹線道路）
○国道 476 号
（幹線道路）
○市域連絡道路
○北部幹線

（幹線道路）
○(都)中保中野大橋線
○(都)六間東中線＋西部アクセ
ス道路
○(都)鍬掛新庄東中線
○国道 157 号
※市街地周辺の(都)東縦貫線（国道
157 号バイパス）併走区間。

○(都)三番線
※(都)東縦貫線－北部幹線間の区間
を除く。

・市街地ゾーンと六呂師高原な
ど自然型観光レクリエー
ション拠点を連絡するアク
セス道路とします。

（幹線道路）
○(主)大野勝山線
(市街地ゾーン－六呂師高原)
※(主)は主要地方道を指します。

○(主)松ヶ谷宝慶寺大野線
など
(市街地ゾーン－宝慶寺周辺)
⑩歩行者空間と
自転車空間の
充実

・真名川沿いなど大野市の豊か ●真名川沿いサイクリングロード
な自然を感じられる場所を
中心に、市域の回遊を楽しめ
健康増進につながるサイク
リングロードを整備します。
○：整備済、一部整備済、事業中路線
●：計画・構想路線
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図

盆地地域における、幹線道路づくりの取り組み
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（4）市街地ゾーンにおける、幹線道路・補助幹線道路づくりの取り組み
以下の幹線道路・補助幹線道路ネットワークづくりにより、市民や大野市を訪れる人に
安全で便利な道路ネットワークをつくります。
【幹線道路・補助幹線道路づくりの取り組み】
※交通ネットワークづくりの方針は、
（２）に示す方針を指します。
交通ネット
幹線道路・補助幹線
ワークづくりの
道路づくりの
道路の位置付けと構成路線
方針※
取り組み
①広域的な連携 ・ 広 域 か ら 市 街 地 （高規格幹線道路）
○中部縦貫自動車道
ゾーンへのアクセ
を強化する道
ス機能を担い、通 （主要幹線道路）
路づくり
過交通を円滑に処
④広域通過交通
○国道 157 号
理する道路としま
を処理する道
※市街地部は(都)東縦貫線（国道 157 号バイパ
す。
路づくり
ス）。
○国道 158 号バイパス
（幹線道路）
○北部幹線
③安全で利便性 ・市街地ゾーン内の （幹線道路）
の高い市街地
幹線道路として、
<東西軸>
をつくるため
市民の生活交通を
○(都)中保中野大橋線
の道路づくり
円滑に処理する道
○(都)六間東中線＋西部アクセス道路
路とします。
○(都)鍬掛新庄東中線
<南北軸>
○国道 157 号及び(都)清滝線
※市街地部の(都)東縦貫線（国道 157 号バイ
パス）併走区間。

⑤生活交通を円
滑に処理する
道路づくり
⑧都市計画道路
の見直し

・市街地ゾーン内の
交通を処理する補
助幹線道路網をつ
くります。
・長期間未整備の都
市計画道路のう
ち、補助幹線道路
については、整備
効果などを検証
し、見直しを行い
ます。

○(都)三番線
（補助幹線道路）
<東西方向>
○(都)中野友江線
○(都)上中野赤根線
○(都)石灯籠線
○(都)七間線
○(都)駅前清滝線
○(都)明治公園線
<南北方向>
●(仮)新庄清滝中野線
※(仮)は仮称名の道路を指します。
(都)上中野赤根線以南から(都)鍬掛新庄東
中線以北の区間。

○(都)上中野線＋(都)六間東中線
○(都)春日線
○(都)向島線＋善導寺線
○(都)駅東線
○(都)上神明明治線
○(都)中挟美里線
○：整備済、一部整備済、事業中路線
●：計画・構想路線
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市街地ゾーンにおける、幹線道路・補助幹線道路づくりの取り組み１
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【幹線道路・補助幹線道路づくりの取り組み】
※交通ネットワークづくりの方針は、
（２）に示す方針を指します。
交通ネット
幹線道路・補助幹線道路
ワークづくりの
道路の位置付けと構成路線
づくりの取り組み
※
方針
⑥中心市街地エ ・ 市 街 地 ゾ ー ン を 訪 れ る 人 の イ <市域北・東側からのアクセス>
メージを高め、期待感を抱かせ
リアへのアク
○(都)三番線
る景観づくりを重視した道路を
セスルートに
○(都)中保中野大橋線
配置します。
ふさわしい道
○(都)七間線
・インターチェンジから市街地
路づくり
○(都)六間東中線
ゾーンへの交通は、分散導入さ
※六間東中線は市域東側からの
せることで、混雑の低減を図り
アクセスに加え、越前大野駅
ます。
からのアクセスを担う。

⑨中心市街地エ
リアでの周辺
駐車場の確保

⑩歩行者空間、
自転車空間の
充実

⑪公共交通など
の機能強化

<市域西側からのアクセス>
○西部アクセス道路
○歴史･文化まちづくり拠点
（越前おおの結ステーショ
ン周辺）
○大和町市有地
○市役所など

・中心市街地エリアを快適に歩け
るよう、エリア周辺部で駐車場
の確保に努めます。
・来訪者に中心市街地エリアの魅
力を存分に楽しんでもらうた
め、回遊の拠点となる越前おお
の結ステーション駐車場へと優
先的に誘導します。
・寺町や御清水など観光拠点を結 ○散策ルート（中心市街地エリ
ア）
ぶ散策ルートを配置します。
・中心市街地エリア内では、観光
客などが利用する歩道の整備、
プランターの設置など、楽しく
歩ける空間の充実に努めます。
・市街地ゾーン周辺のサイクリン ○(都)七間線
グルートと中心市街地エリアを ○(都)六間東中線など
結ぶ道路については、中心市街
地に気軽に立ち寄れるよう安全
面に配慮しつつ自転車空間の充
実に努めます。
・駅前広場などを整備し、越前大
野駅を中心とした公共交通機能
の強化を図ります。
－
・市民の暮らしの豊かさや観光客
の利便性を高めるため、公共交
通などの移動手段の確保に努め
ます。
○：整備済、一部整備済、事業中路線
●：計画・構想路線
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市街地ゾーンにおける、幹線道路・補助幹線道路づくりの取り組み２
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4-3．公園・緑地づくりの方針

公園・緑地づくり方針の構成
公園・緑地づくりの課題

公園・緑地づくりの方針

（1）公園・緑地づくりの課題
①大野市らしさを形成する公園・緑地を保全するとともに、魅力の強化が重要です
○大野市の魅力の一つである緑豊かな環境を形成している森林ゾーンや田園ゾーン、そ
れらの流域を流れる河川を保全することが重要です。
○豊かな水や緑を市民や観光客が楽しみやすい自然豊かなレクリエーション拠点とし
て適切に保全し、魅力を高めることが望まれます。
○市のシンボルとなっている亀山公園を整備し、魅力を高めることが望まれます。
②市民の暮らしの快適性を高める公園・緑地の確保や適切な維持管理が重要です
○公園や緑地が少ない市街地ゾーンでは、気軽に休憩でき、緑を感じられる広場など
を確保することが望まれます。
○既に整備された公園や緑地については、市民や観光客が快適に使えることが求められ
ます。
○市民の防災に対する意識が高まる中、災害時の避難所として防災機能を有する公園の
整備が望まれています。
③市民や観光客が緑の豊かさを感じる取り組みが望まれます
○比較的緑が少ない地域では、宅地内の緑化を促したり、小さな緑の空間を散歩道な
どのネットワークでつないだりするなど、市民や観光客が緑の豊かさを感じる取り
組みが望まれます。

（2）公園・緑地づくりの方針
将来都市像を実現するため、次の方針に基づき、公園や緑地づくりを進めていきます。
①市街地の背景を構成する緑の保全と活用
○荒島岳、飯降山などから構成される盆地を縁取る主要な山並みや農村風景は、良好な
景観要素であることから、農林業者などと連携しながら、その保全に努めます。
○六呂師高原周辺は、周辺の環境に配慮しつつ、魅力ある自然型観光レクリエーション
拠点を目指します。
○宝慶寺周辺は、歴史的資源の保全に努めるとともに、銀杏峰周辺の自然を生かした魅
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力ある自然型観光レクリエーション拠点を目指します。
②オープンスペースとしての河川の保全と活用
○九頭竜川、真名川の大規模河川は、水域の保全と親水空間としての活用を図ります。
○真名川上流の麻那姫湖周辺は、湖や河川を核にした魅力ある自然型観光レクリエー
ション拠点を目指します。
○赤根川、清滝川などの中小河川は、身近な親水空間として保全、活用します。
③大野市の緑の核となる大規模公園・緑地の保全整備と活用
○総合公園※奥越ふれあい公園は、奥越地域で暮らす人々が緑に親しみ、憩いやスポー
ツ・レクリエーションの場として利用できるよう適切な維持管理に努めます。
○中心市街地の緑の核となる風致公園※亀山公園は、中心市街地の活性化に役立つよう、
周辺施設との連携を図り、市民や観光客の憩いの場として充実した施設整備を進めま
す。
④市民の暮らしを豊かにする小規模公園・緑地の保全整備と活用
○現在、都市計画決定している近隣公園※明治公園と、街区公園※28 カ所は、市民に有
効利用されるよう、適切な維持管理を図ります。
○中心市街地では都市公園が少ないことから、既存の広場の活用を図ります。また高齢
者などに身近な休憩や交流の場を提供するため、低利用地や未利用地などを活用し、
広場などの整備を行います。
○既に都市計画決定している都市公園や新たに整備する広場などに、
耐震性貯水槽の設
置など、防災機能を有した公園の整備を図ります。
⑤市民の誇りとなり、訪れる人に大野市の魅力を感じさせる緑の空間の保全整備と活用
○市街地ゾーンに近い大規模河川の真名川では、自然体験や学習の場となっている真名
川水辺の楽校※の有効活用を図ります。また、市民や来訪者が水と緑に触れ合えるよ
う河川敷を利用したサイクリングロードなどの環境整備を行います。
○湧水地をはじめ身近な親水空間である赤根川や木瓜川などの河川沿いの環境整備を
図ります。また親水空間から中心市街地エリアへのアクセスルートでは、街路樹の保
全や市民の協力のもと沿道でのプランターによる緑化などを行うことで、水と緑の
ネットワークの充実を図ります。
○中心市街地エリア内では、身近に水と緑が感じられる大野市らしい環境づくりを進め
るため、既存の湧水地の再整備や低利用地や未利用地を活用した気軽な休憩所などに
水の見える空間を整備し、市民や観光客に親しまれる場をつくります。
○緑豊かなまちづくりの実現を目指すため、
公共施設の整備では緑の空間を率先して導
図 公園・緑地づくりの方針
1（盆地地域全体）
入します。また、民間の宅地において緑化が進むよう指導や助言を行います。
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六呂師高原周辺

図

公園・緑地づくりの方針 1（盆地地域全体）
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4-4．水を生かしたまちづくりの方針

水を生かしたまちづくり方針の構成
水を生かしたまちづくりの課題

水を生かしたまちづくりの方針

（1）水を生かしたまちづくりの課題
①河川・湖沼の親水空間としての保全、魅力強化が重要です
○九頭竜川と九頭竜湖、真名川と麻那姫湖は、多くの人が訪れる環境資源です。観光客
などを呼び込めるよう、
郊外部にある河川や湖の観光レクリエーション拠点としての
保全と魅力強化が重要です。
○市街地ゾーン内を清滝川や木瓜川が流れ、周辺を真名川や赤根川が流れています。市
街地ゾーンで暮らす人々が日常的に水に親しめるよう、身近な親水空間としての整備、
環境保全が重要です。
②大野市らしさを感じる環境資源としての湧水地の活用が重要です
○中心市街地エリア内やその周辺には、御清水や本願清水をはじめとする複数の湧水
地があります。名水のまちを多くの人に印象付け、観光客を誘い、散策をより楽し
いものにできるよう、環境の保全や整備改善を図るなど、湧水地の有効活用が重要
です。
○市街地ゾーンでは、近年地下水が低下していることから、上流域で涵養量を増やす取
り組みを行い、良質な湧水を確保することが望まれます。
③湧水の確保に向けた市民の理解や取り組みの拡大が望まれます
○市民一人一人が、地下水は地域特有の水循環によって成り立っていること、また、
この地下水が決して無限にあるものではなく地域共有の貴重な資源であることを認
識し、その保全対策に大野市全体で取り組んでいく必要があります。
○湧水文化を後世に引き継ぐため、関係機関や団体などとの連携を強化し、市民の理解
と協力を得ながら、保全に必要な施策を進めていくことが課題です。

図

公園・緑地づくりの方針 2（市街地ゾーン拡大）
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4-4．水を生かしたまちづくりの方針

水を生かしたまちづくり方針の構成
水を生かしたまちづくりの課題

水を生かしたまちづくりの方針

（1）水を生かしたまちづくりの課題
①河川・湖沼の親水空間としての保全、魅力強化が重要です
○九頭竜川と九頭竜湖、真名川と麻那姫湖は、多くの人が訪れる環境資源です。観光客
などを呼び込めるよう、
郊外部にある河川や湖の観光レクリエーション拠点としての
保全と魅力強化が重要です。
○市街地ゾーン内を清滝川や木瓜川が流れ、周辺を真名川や赤根川が流れています。市
街地ゾーンで暮らす人々が日常的に水に親しめるよう、身近な親水空間としての整備、
環境保全が重要です。
②大野市らしさを感じる環境資源としての湧水地の活用が重要です
○中心市街地エリア内やその周辺には、御清水や本願清水をはじめとする複数の湧水
地があります。名水のまちを多くの人に印象付け、観光客を誘い、散策をより楽し
いものにできるよう、環境の保全や整備改善を図るなど、湧水地の有効活用が重要
です。
○市街地ゾーンでは、近年地下水が低下していることから、上流域で涵養量を増やす取
り組みを行い、良質な湧水を確保することが望まれます。
③湧水の確保に向けた市民の理解や取り組みの拡大が望まれます
○市民一人一人が、地下水は地域特有の水循環によって成り立っていること、また、
この地下水が決して無限にあるものではなく地域共有の貴重な資源であることを認
識し、その保全対策に大野市全体で取り組んでいく必要があります。
○湧水文化を後世に引き継ぐため、関係機関や団体などとの連携を強化し、市民の理解
と協力を得ながら、保全に必要な施策を進めていくことが課題です。
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（2）水を生かしたまちづくり方針
将来都市像を実現するため、次の方針に基づき、水を生かしたまちづくりを進めていきま
す。
①河川や湧水地などの親水空間としての整備や活用
〈自然の豊かさを感じる親水空間の整備・活用〉
○九頭竜湖や九頭竜峡、麻那姫湖など、郊外部にある河川や湖沼のうち、既に観光レク
リエーション拠点となっている場所では、良好な景観と環境づくりや NPO などと連携
した自然を生かした遊びなど、主にソフトによる魅力の維持と強化を図ります。
〈暮らしの中で身近に水の豊かさを感じる親水空間の整備・活用〉
○真名川、清滝川、赤根川などの比較的規模が大きく市街地に近接する河川は、骨格的
な親水空間として活用するため、関係機関と調整を図りながら、遊歩道の整備を進め
ます。なかでも、真名川については、身近な自然体験や学習の場となっている真名川
水辺の楽校の有効活用を図るほか、
河川敷での新たなサイクリングロードや水辺を楽
しむ親水空間などの整備を進めます。
〈“水のまち”を印象づける、中心市街地での親水空間の整備〉
○市民や観光客に親しまれている御清水などをはじめとする市街地内の湧水地につい
ては、大野市の魅力を発信し続けられるよう、適切な保全や修景を行い、周りの建物
などについても良好な景観が保てるよう努めます。
○「大野に帰ってきた」
「大野に来た」と感じられるような大野市らしい魅力ある空間
を創出させるため、越前大野駅の駅前広場をはじめ、市民や観光客の目に触れやすい
場所で、“水”を生かした空間整備を進めます。
〈市民参加による水環境の保全〉
○水辺の魅力は、親水空間だけでなく、水量や水質なども大きく影響するため、日常生
活の中で水を汚さない配慮など、市民ぐるみで水路や湧水地を守り育てていきます。
○豊富で清らかな湧水により育まれた文化を後世に引き継ぐため、越前おおの湧水文化
再生計画（仮称）を策定し、関係機関や市民、企業が協働し、湧水の再生に関する取
り組みを行います。

②地下水に配慮した土地利用の保全
○地下水などの水環境の保全と利用の調和を図るため、農地や森林などの涵養源の保全
を図ります。
○市街地内の地下水の上流域では、
大量に地下水を利用する工場などの立地抑制を図り
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ます。
③上水道の整備などによる水の安定供給と、下水道などの整備・維持による水質の保全
○市街地の住民の多くは、地下水を生活用水として使用していることから、必要な水量
の把握と安全・安心に飲める水の安定供給について、市民の理解を得ながら水道の施
設の有効利用や整備を図ります。
○河川などの水質の保全や生活環境の改善のため、市街地部では公共下水道、その他の
地域では農業集落排水や合併処理浄化槽などにより、生活排水処理対策を進めます。

九頭竜峡

真名川水辺の楽校

本願清水

芹川清水
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4-5．景観づくりの方針

景観づくり方針の構成
景観づくりの課題

景観づくりの方針

（1）景観づくりの課題
①盆地を縁取る山並み景観、盆地の農村景観の保全、演出が重要です
○森林ゾーンの山並みや田園ゾーンの農村は、良好な景観を形成していることから、景
観法や大野市屋外広告物条例※などにより、その保全や演出を行うことが重要です。
○市民や観光客をはじめとする多くの人々が利用する国道 158 号や中部縦貫自動車道
から、沿道に広がる森林や田園の美しい風景を阻害されないよう、その維持と保全が
求められます。
②大野の歴史、文化が蓄積された、まち並み景観の保全、整備が重要です
○中心市街地エリア内では、越前大野城への眺望景観をはじめ、寺町通りに代表され
る趣を感じるまち並み景観など、大野の歴史と文化が蓄積された景観を楽しむこと
ができます。より多くの方に楽しんでもらえるよう、古くからのまち並みを演出す
るための景観の保全や整備が望まれます。
○中心市街地エリアでは、容積率※の高い商業地域※や近隣商業地域※が指定され、高さ
規制がなされていないことから、古くからのまち並みの中に高い建物が建つなど、良
好な景観を阻害する要素となっています。そのため、高さ規制の適用や、近年増加し
ている空き地や空き家の適切な活用などにより、風情あるまち並みが感じられる景観
の保全が求められます。

景観セミナー
寺町通り
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（2）景観づくりの方針
将来都市像を実現するため、次の方針に基づき、景観づくりを進めていきます。
①自然、歴史、人々の営みを背景とした景観づくり
○大野市らしい景観を決定づけている 3 つの要因である「地形や植生、気候や四季の移
り変わりなどを含めた自然」
「時代時代の営みの蓄積である歴史的資産」
「現在繰り広
げられている人々の営み」を生かした良好な景観形成を図ります。
②場所ごとの景観特性を大切にした景観づくり
大野市景観計画※を踏まえ、ゾーン毎に次の通りに景観づくりを行います。
〈田園ゾーン〉
○平野部や山間部に広がる美しい田園風景を守るため、農業施策と連携し、田畑の保
全に努めます。
○歴史的資産や荒島岳、
越前大野城など、地域を代表するものへの眺望を大切にします。
また主要な河川では、水と身近に親しめる景観形成を進めます。
○大野市と他地域を広域的に結ぶ中部縦貫自動車道や国道 157 号・158 号の沿道は、既
存の緑豊かな資源を生かした景観形成を進めるほか、来訪者を迎え入れ、越前おおの
を印象づける場所である大野東インターチェンジ周辺では、来訪者を意識した美しい
景観形成を進めます。
〈市街地ゾーン〉
○来訪者を市街地に迎え入れ、越前おおのを印象づける場所である大野インターチェン
ジ周辺では、来訪者を意識し、日本百名山の荒島岳を代表とする大野市の景観の良さ
を感じてもらえる景観形成を進めます。
○大野インターチェンジ周辺に都市機能の導入を図る場合は、周辺の景観との調和を図
ります。
○赤根川や清滝川、木瓜川や善導寺川では、身近に水と親しめるよう水辺とその周辺の
景観形成を進めます。
○ゾーンの骨格的な道路の三番通りと六間通りは、にぎやかさと潤いがある景観形成を
進めます。特に、越前大野駅から越前おおの結ステーションまでの六間通りと越前大
野駅前広場は大野市らしい景観形成を進めます。
○中心市街地エリアにおいて、越前大野城への眺望に配慮した高度地区の指定を検討し
ます。また、寺町通りに代表される趣を感じるまち並み景観などについては、次世代
への継承を図ります。
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4-6．災害に強いまちづくりの方針

災害に強いまちづくり方針の構成
災害に強いまちづくりの課題

災害に強いまちづくりの方針

（1）災害に強いまちづくりの課題
①安全・安心を高める生活環境の改善が重要です
○木造住宅が密集する中心市街地エリアや市街地ゾーンでは、地震など万一の災害に対
する安全・安心を高め、市民の尊い生命と貴重な財産を守るため、日々の暮らしの空
間の中で、身近な避難場所や避難路の確保、建築物の耐震化・不燃化など、生活環境
の改善が求められます。
②自然災害の発生を未然に防ぐための施設整備が重要です
○集中豪雨などによる自然災害の発生を未然に防ぐため、
河川や水路などの改良が求め
られます。

（2）災害に強いまちづくりの方針
将来都市像を実現するため、次の方針に基づき、
災害に強いまちづくりを進めていきます。
①地震・火災に強いまちづくり
〈防災上重要なネットワークなどの形成〉
○災害時の安全な避難を可能とするため、小中学校や公共施設を中心に指定されている
避難所※及びこれらを結ぶ避難路※の充実と強化を進めます。
○円滑な救援活動と物資の輸送を行うための幹線道路の整備を促進します。
○広域的な防災ネットワークの形成のため、中部縦貫自動車道の整備を促進します。
〈耐震化・不燃化の促進とオープンスペース及び防火水槽などの確保〉
○建物が密集する商業地では、地震による倒壊や火災の発生と延焼による被害の拡大
を防止するため、歴史的なまち並みなどに配慮しながら、建築物の耐震化と不燃化
を誘導します。
○木造家屋が密集する住宅地では、地震時に建物倒壊により通行不能となることを防
ぎ、延焼を遮断して避難時の安全を確保するため、建築物の耐震化と不燃化や庭木
などの緑の確保を促します。また、必要な道路の整備や避難場所となるオープンス
ペースが確保できるよう誘導を進めます。
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○緊急時の輸送路となる幅員の広い道路では、災害の拡大を防止する防災帯としての
整備を図ります。
○都市機能が密集する市街地内では、貴重な防火資源として寺社などの境内地の保全
と湧水地の活用を進めていきます。
○市街地での火災の発生と延焼による被害の拡大を防ぐため、上水道を活用した消火
栓や飲料水兼用貯水槽、耐震性防火水槽を整備し、被害の軽減を図ります。
②大雨や大雪などの異常気象に強いまちづくり
〈大雨に強い河川整備と農地・森林の保全〉
○集中豪雨による災害を未然に防止するため、国や県に働きかけ、危険度が高い河川の
改修を促進します。
○河川の氾濫防止に役立てるため、森林や農地による保水性の向上を図るとともに、公
共施設の整備時などには雨水の浸透性に配慮します。
〈雪に強い道路整備と住まいづくり〉
○積雪期における円滑な道路交通を確保するため、流雪溝の整備と機械による除雪など
で生活道路の機能を維持し、雪に強い道路整備を推進します。
○高齢者世帯をはじめ、市民が積雪時に安心して住めるよう、雪に強い住居の普及に努
めます。
○市や市民、関係機関などの協力体制を整備し、雪に強いまちづくりを推進します。

国道 158 号

機械による除雪
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図

災害に強い都市づくりの方針
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4-7．人に優しいまちづくりの方針

人に優しいまちづくりの方針の構成
人に優しいまちづくりの課題

人に優しいまちづくりの方針

（1）人に優しいまちづくりの課題
①バリアフリー、ユニバーサルデザイン※のまちづくりが求められます
○高齢化が進む中で、多くの人が不自由なく生活できるバリアフリーやユニバーサルデ
ザインのまちづくりが求められています。
②自動車の運転ができない人も安心して移動できるまちづくりが求められます
○自動車の運転ができない障害者や高齢者、子どもが日常生活に不自由なく移動できる
よう安心で便利なまちづくりが求められます。

（2）人に優しいまちづくりの方針
将来都市像を実現するため、次の方針に基づき、
人に優しいまちづくりを進めていきます。
①障害者や高齢者、子どもなどにとって安全で快適な空間の形成
〈公的な空間でのバリアフリー化、ユニバーサルデザイン整備など〉
○障害者や高齢者、子どもなどの利用を前提とした道路や公園、公共交通機関の環境整
備と改善を進めます。
区

分

道路

公園

公共交通機関

内

容

・歩車道の分離
・路上障害物（電柱、標識、路上駐車、放置自転車など）へ
の対策
・歩道の段差の解消
・案内標識、視覚障害者誘導用ブロックの設置 など
・車いす利用者を想定した出入口の確保
・主要な施設へのアプローチと動線の確保
・障害者に配慮した誘導標識、案内設備 など
・駅舎へのアプローチや動線の確保
・駅前広場やバス停留所でのバリアフリー化などの環境改善
・列車やバスのバリアフリー化 など
・コミュニティ交通などの移動手段の確保 など
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〈建築物のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン整備など〉
○公共建築物や多くの人が利用する民間建築物では、施設へのアプローチや施設内での
動線の確保など、障害者や高齢者を含む市民誰もが利用しやすい施設となるよう、既
存建築物のバリアフリー化と新設建築物でのユニバーサルデザイン整備を進めます。
○一般住宅では、障害者や高齢者が自立した生活を維持できる住宅改修などへ支援し、
バリアフリー化を促進します。
②総合的な人に優しいまちづくりの推進
〈取り組み事業〉
○市内の既存公共施設については、施設点検を行い、優先順位が高いものから順次、必
要な整備改善を進めていきます。
○駅周辺や市役所周辺などの主要な公共施設や多くの人が訪れる越前おおの結ステー
ション周辺の観光施設及びこれらを結ぶ主要な道路では、
優先的に整備と改善を図り
ます。
〈推進体制〉
○障害者や高齢者に優しいまちづくりを効果的に進めるためには、出発地から目的地ま
で切れ目無くバリアフリー化を実現するなど、行政や交通事業者など、事業主体の枠
を超えて総合的に取り組みます。
○福祉部門などと建設部門の連携をはじめ、民間事業者やまちづくり団体を含む幅広い
関係者などが協力することで、人に優しいまちづくりに取り組みます。
〈公共施設までの交通サービスの確保〉
○公共施設までのアクセスを確保し、障害者や高齢者を含む市民誰もが快適に生活でき
るよう、移動手段の確保に努めます。
③健康で元気に暮らせるまちづくりの推進
○市民が健康で元気に暮らせるよう、日常的に散策などで利用される亀山公園や真名
川などに、水・緑に触れ合える空間を整備します。
○健康づくりの場としての利用が期待される奥越ふれあい公園や明治公園など既存の
公園の充実を図り、市民の気軽な利用を促します。
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5-1．地域づくりと地域区分の考え方
（1）地域づくり方針の役割
都市づくりをより具体的に進めるには、地域での様々な取り組みが必要になります。こ
のため、地域づくりの方針は、地域で暮らす人の土地利用などに視点を置き、地域ごとの
特性や課題に応じて、目指すべき地域の将来像やその実現に向けた方針を示すものであり、
以下の役割を担います。

○大野市の都市づくりの方針と、各地域との関わりを明確にします。
○地域住民と行政が協働し、地域づくりを行うに当たっての目標や方針を明らかにし
ます。

（2）地域区分の設定
地域区分は、
各地域の位置付けや現在の土地利用の状況や法規制などを考慮して設定し
ます。
大野市では、それらに留意し、道路・河川などの有効な境界線により以下の 3 地域に区
分し、それぞれで地域づくりを進めていきます。
表

地域区分

地域名
①市街地地域

地域の特徴
用途地域及び用途地域と一体的な都市空間を形成する
(都)東縦貫線より西側の区域

②田園集落地域

盆地の内側で、①市街地地域を除く地域（盆地に広がる
田園地域）

③山間地域

盆地を取り囲む山々の区域（山々や峡谷からなる地域）
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①市街地地域

②田園集落地域

③山間地域

「地域づくりの方針」
の地域界
用途地域（642.4ha）
都市計画区域（5,251ha）
市域堺

図

地域区分図
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5-2．市街地地域
（1）地域づくりの課題
①大野市の中心にふさわしい、まちの活力維持が必要です
○大野市の 64.4%の人が住む地域ですが、平成 12 年から 22 年において人口が 8.3％減
少しています。なかでも大野地区は 10.3％減少と減少幅が大きくなっています。今
後、見込まれる高齢化の進行を見据えた、市の中心にふさわしい活力の維持が必要で
す。

②まちのにぎわいを取り戻すため、
公共施設の機能更新や空き地と空き家の有効活用が望
まれます
○本地域には、市役所など公共施設や多くの店舗が立地し、住民が暮らしやすい環境が
整っています。しかし、一部の公共施設では、老朽化や社会環境変化に対応した機能
更新が求められ、近年空き地や空き家の発生が目立っています。まちのにぎわいを取
り戻すため、
中部縦貫自動車道や大野インターチェンジの整備効果などを生かした都
市づくりが望まれます。

③公共交通の充実や市民・観光客などが利用しやすい道路環境づくりが望まれます
○交通面では、これまで着実に道路整備を進め、循環バスの試験運行など公共交通サー
ビスの改善に努めてきましたが、住民の満足度は十分高いとは言えない状況です。今
後は、市民が望む道路整備に加え、高齢者など自動車が運転できない移動制約者が増
えることから、買い物や通院を支える公共交通の充実が望まれます。
○中心市街地のにぎわいを取り戻すには、観光交流の活性化が重要であることから、観
光客などに分かりやすい案内サイン・回遊ルート整備などの環境づくりが望まれます。

④住民の誇りと元気につながる観光活性化に役立つ、景観の充実が望まれます
○中心市街地では、越前大野城や寺町通りなどの古いまち並み、湧水地や七間朝市など
の観光資源が多くあり、これまでその整備を進めてきたこともあり、多くの観光客が
中心市街地を訪れています。このような市民が代々受け継いできた歴史的遺産や観光
資源を日常生活の中で活用し、新しいものを取り入れていくことで、他の地域にはな
い、人の営みを感じ、観光客などに魅力を感じてもらえる景観づくりが求められてい
ます。
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（2）地域づくりの目標

「歴史や文化と活力を感じ、誰もが快適で暮らしやすいまち」
・古くから様々な環境変化を経ながらも賑わい続けてきた大野市の中心として、今
後も市民や来訪者が集い、交流や活力あふれるまちを目指します。

（3）地域づくりの方針
①土地利用
○市役所及び多田記念大野有終会館周辺は、市民が気軽に訪れ、集いやすい場所である
ことから、市民生活の安心を支える市庁舎の整備などでは、必要に応じた施設が立地
できるよう用途地域を見直します。
○高齢化や一人暮らし世帯に対応できるよう、中心市街地に公共施設をはじめ、商業や
福祉、医療など暮らしに不可欠なサービスを集めることで、機能の充実を図り、安心
して生活できる都市づくりに努めます。
○大野インターチェンジ周辺では、
中部縦貫自動車道の整備効果を的確に受け止められ
るよう、観光情報発信機能や市街地への立地が難しい流通業務機能などを誘導します。
○中心市街地で目立ち始めた空き地や空き家に対して、空洞化を防ぐため、町家をはじ
めとする既存住宅の所有者と利用希望者を仲介し、賃貸や売買につなげて有効活用を
図ります。また、低利用地や未利用地で住宅整備を誘導するため、建築助成を行うな
ど、積極的な対策を講じることを検討します。
○工業地の中で住宅立地が進んでいる場所では、住工混在を改善する観点から、住環境
に配慮し、住居系土地利用への見直しを行うなど、新たな土地利用の規制や誘導を図
ります。
○工業地などにおいて、大型店の立地制限の継続など土地利用規制を図ります。
②交通ネットワーク
○広域から市街地地域へのアクセス機能を担い、通過交通を円滑に処理するため、中部
縦貫自動車道、国道 158 号バイパス、(都)東縦貫線（国道 157 号バイパス）の整備を
促進します。
○市民の生活交通を円滑に処理するため、以下の道路整備を図ります。
〔東西方向〕
：(都)中保中野大橋線、西部アクセス道路
〔南北方向〕
：(仮)新庄清滝中野線※
※(都)上中野赤根線以南から(都)鍬掛新庄東中線以北の区間
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○道路整備については、社会経済情勢などの変化から、効果的で効率的な道路づくりが
求められていることから、現在整備済みの道路の改善を基本とします。また新たに整
備が必要な道路は、役割や整備効果を十分検討し、整備を行います。
○長期間未整備の都市計画道路については、社会情勢や都市構造の変化に伴う路線の役
割の変化や整備効果などを踏まえ、路線の廃止や変更も含め検証し、見直しを行いま
す。特に都市計画決定から 20 年以上経過している補助幹線道路の見直しを行います。
○市民や来訪者が地域を訪れたくなるような環境づくりを進めるため、(都)三番線、
(都)中保中野大橋線、(都)七間線、(都)六間東中線、西部アクセス道路の整備を図り
ます。特に六間通りは、人にやさしく、活力と賑わいを創出するシンボル道路として
整備を進めます。
○地域周辺のサイクリングロードと中心市街地を結ぶ(都)七間線、
(都)六間東中線など
については、回遊を促すため、自転車空間の充実に努めます。
○越前大野駅では、鉄道とバスの乗り継ぎの改善や駅前広場の整備を行い、市民や来訪
者の利便性の向上に努めます。
○本地域には、公共施設をはじめ、商業や福祉、医療など暮らしに必要不可欠なサービ
ス施設が集まっているため、市民がサービスを利用しやすいよう、公共交通の利便性
を向上させ、誰もが円滑に利用できる環境づくりを進めます。
③公園緑地づくり
○風致公園亀山公園は、中心市街地の活性化に役立つよう、周辺施設との連携を図り、
市民や観光客の憩いの場として充実した施設整備を進めます。
○近隣公園明治公園をはじめとする都市計画公園は、適切な維持管理を図ります。
○市民や来訪者が、水と緑に触れ合えるよう河川敷を利用したサイクリングロードなど
の環境整備を行います。
④水を生かした地域づくり
○「大野に帰ってきた」
「大野に来た」と感じられるような大野市らしい空間を充実さ
せるため、駅前広場をはじめ、市民や観光客の目に触れやすい場所で、“水”を生か
した空間整備を進めます。
○地域の地下水保全に配慮し、大量に地下水を利用する工場などの立地抑制を図ります。
○市街地の住民の多くは、地下水を生活用水として使用していることから、必要な水量
の把握と安全・安心に飲める水の安定供給について、市民の理解を得ながら水道施設
の有効利用や整備を図ります。
○河川などの水質の保全や生活環境の改善のため、市街地部では公共下水道を、その他
の地域では合併処理浄化槽により、生活排水処理対策を進めます。
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⑤景観づくり
○来訪者を市街地に迎え入れ、越前おおのを印象づける大野インターチェンジ周辺では、
来訪者を意識し、大野市の景観の良さを感じてもらえる景観形成を進めます。
○赤根川や清滝川、木瓜川では、身近に水や自然と触れ合い、憩うことができるよう水
辺やその周辺の景観形成を進めます。
○三番通りや六間通りは、大野市の魅力を高める景観形成を進めます。特に、越前大野
駅から越前おおの結ステーションまでの区間や駅前広場は重点的に景観形成を進め
ます。
○中心市街地から市民のシンボルである越前大野城を眺めることができるよう、
越前大
野城への眺望に配慮した高度地区※の指定を検討します。
○城下町の歴史的な資産を生かしたまち並み整備や五番通り、七間通り、寺町通りの景
観形成地区※における町家などの修景を促すことで古いまち並みを守り、良好な景観
を次世代へ継承します。
⑥災害に強い地域づくり
○地震などの災害時に円滑な救援活動と物資の輸送を行うため、地域防災拠点へのアク
セスを担う未整備幹線道路の整備を促進します。
○中心市街地など建物が密集している場所では、火災の発生と延焼による被害の拡大
を防止し避難時の安全を確保するため、歴史的なまち並みなどに配慮しながら、必
要な都市計画道路の整備に努めます。また、空き地などの避難場所としての有効活
用に努めます。
○積雪期における円滑な道路交通を確保するため、流雪溝の整備や道路改良を推進す
るとともに、円滑な除雪作業ができる道路構造への改修を図ります。
⑦人に優しい地域づくり
○障害者や高齢者、子どもなどが利用しやすいよう、主要な公共施設や観光施設、道路、
公園などでは、人に優しい環境整備を進めます。
○市役所などの主要な公共施設、越前おおの結ステーションなどの多くの人が訪れる観
光施設、及びこれらを結ぶ主要な道路は、優先的に整備と改善を図ります。
○市民の健康で元気な暮らしを支援するため、
市民が日常的に散策などで利用する亀山
公園などを整備します。
○買い物や通院などで市民が快適に移動できるよう、移動手段の確保に努めます。
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図

市街地地域の地域づくり方針図
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5-3．田園集落地域
（1）地域づくりの課題
①高齢化の進行を見据えた、集落づくりが必要です
○大野市の 33.8%の人が住む地域ですが、平成 12 年から 22 年において人口が 10.9％減
少しています。なかでも阪谷地区では人口減少が著しくなっています。今後見込まれ
る高齢化の進行を見据えた、集落づくりが必要です。
②住み続けるため、暮らしに不可欠な移動手段の確保が求められます
○市街地地域から離れていることや高齢者など自動車が運転できない移動制約者が増
えていることから、買い物や通院を支える移動手段の確保が求められています。
③自然環境の魅力充実と、多くの人がその魅力を体験できる環境整備が必要です
○地域内には、真名川水辺の楽校や乾側地区の花のジュータン（芝桜）、上庄地区の越
前おおのエコフィールドなど、地域の人々による自然環境の保全や良好な景観形成が
進められており、今後もその充実が望まれています。
○地域では、自然環境の魅力を地域活性化に役立てるため、中部縦貫自動車道大野東イ
ンターチェンジの整備をはじめ、多くの人がその魅力を体験できる環境整備が必要で
す。
④自然環境の豊かさを生かした地域の元気づくりが望まれます
○真名川水辺の楽校や越前おおのエコフィールド、スターランドさかだに、宝慶寺いこ
いの森や六呂師高原スキー場などの施設を活用し、市民や観光客が緑豊かな自然環境
を楽しめる環境づくりが大切です。

（2）地域づくりの目標

「緑豊かな環境に恵まれた、暮らしやすい田園集落」
・農地の緑、河川の水辺、山林などの自然環境に包まれながら、代々人々が暮らし
てきた集落地で、地域の特性を生かし今後も市民が元気で快適に暮らし続けるこ
とができる地域を目指します。
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（3）地域づくりの方針
①土地利用
○本地域は、大野市の穀倉地帯であるとともに、心安らぐ田園風景を形成していること
から、農業施策と連携を図りながら、田園の保全に努めます。
○地域には、小山工業団地などの低利用地があります。工業団地を有効に活用するため
企業誘致を積極的に行い、雇用の創出に努めます。
○地域内には、奥越ふれあい公園、スターランドさかだになど、多くの人が利用したい
と感じる施設があります。今後はそれらの施設の充実を図り、情報発信することで、
多くの人が安らぎを求め何度も訪れたくなるような環境整備を行います。
○真名川以西の都市計画区域のうち、用途地域を除く区域で行っている大型店の立地制
限を継続し、市街地の拡大を抑制します。
②交通ネットワーク
○北陸圏、中京圏、関東圏をネットワーク化し、地域間交流や物流の活性化を図るため、
中部縦貫自動車道の整備を促進します。
○越前おおのまるごと道の駅構想の核となるパーキングエリアを誘致し、中心市街地や
主たる観光施設へ円滑で快適な移動を確保するため移動手段などの整備を図ります。
○福井方面、中京方面との人・物などの流れを一層強めるため、既存の国道 157 号・158
号の機能強化を促進します。
○地域内には、商店や病院などの施設が少なく、
多くの人が市街地地域まで車を利用し、
通院や買い物などを行っています。今後高齢化が進み、自動車の運転ができない移動
制約者が増えることから市街地地域へ通う移動手段の確保に努めます。
③公園緑地づくり
○総合公園奥越ふれあい公園は、来訪者がやすらぎを求め何度も訪れたくなるよう、適
切な維持管理を行います。
○市民や来訪者が、水と緑に触れ合えるよう河川敷を利用したサイクリングロードなど
の環境整備を行います。
④水を生かした地域づくり
○真名川、清滝川、赤根川などの比較的規模が大きく市街地に近接する河川は、骨格的
な親水空間として活用するため、関係機関と調整を図りながら、遊歩道の整備を進め
ます。なかでも、真名川については、身近な自然体験や学習の場となっている真名川
水辺の楽校の有効活用を図るほか、
河川敷での新たなサイクリングロードや水辺を楽
しむ親水空間などの整備を図ります。
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○地下水の上流側区域にあたる春日野工業団地などでは、
地下水涵養に重要な場所に位
置するため、地下水に優しく水質汚染の恐れがない企業の誘致を図ります。
○市街地の住民の多くは、地下水を生活用水として使用していることから、必要な水量
の把握と安全・安心に飲める水の安定供給について、市民の理解を得ながら水道施設
の有効利用や整備を図ります。
○河川などの水質の保全や生活環境の改善のため、公共下水道や農業集落排水、合併処
理浄化槽などの生活排水処理対策を進めます。
⑤景観づくり
○人々が守り育ててきた田園風景を次世代に継承できるよう農家住宅の保全を促進し
ます。
○来訪者を迎え入れ、越前おおのを印象づける場所である大野東インターチェンジ周辺
は、来訪者を意識し、大野市の景観の良さを感じてもらえるよう、田園集落にふさわ
しい景観形成を進めます。
○乾側地区の花のジュータン（芝桜）や上庄地区の越前おおのエコフィールドなど、良
好な景観形成に向けた住民などの取り組みを支援します。
○真名川水辺の楽校をはじめ、真名川や九頭竜川などの主要な河川では、水や自然と触
れ合い、憩うことができるよう水辺やその周辺の景観形成を進めます。
⑥災害に強い地域づくり
○地震や水害などの災害時に円滑な救援活動と物資の輸送を行うため、主要な集落への
アクセス機能を担う軸となる道路の整備を促進します。
○道路改良を推進するとともに、円滑な除雪作業ができる道路構造への改修を図りま
す。
⑦人に優しい地域づくり
○障害者や高齢者、子どもなどが利用しやすいよう、主要な観光施設、道路、公共交通
などでは、人に優しい環境整備を進めます。
○買い物や通院などで住民が快適に移動できるよう、移動手段の確保に努めます。
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図

田園集落地域の地域づくり方針図

地域別構想
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5-4．山間地域
（1）地域づくりの課題
①社会環境の変化や住民のニーズに対応できるまちづくりが求められます
○大野市の 1.8%の人が住む地域であり、平成 12 年から 22 年において人口が 21.6％と
急速かつ大幅に減少しています。今後も人口減少と高齢化が進む中で、生活が維持で
きる集落づくりが必要です。
②市民や観光客が訪れ、
交流人口を増やす自然型観光レクレーション拠点の魅力向上が重
要です
○地域には、九頭竜湖や麻那姫湖、キャンプ場やスキー場など、水や緑豊かな自然レク
リエーション施設があります。定住人口の減少に伴う地域の活力低下を補えるよう、
市民や観光客が訪れ、交流人口を増やせるようなレクリエーション環境の魅力向上が
重要です。
③元気な地域づくりにつなげる、交通環境の改善、充実が望まれます
○地域では、中部縦貫自動車道や和泉インターチェンジなどの整備が計画されており、
市街地地域への移動や、中京・関東方面から福井県を訪れる観光客などの移動の利便
性が今後大きく改善されると見込まれます。その整備効果から元気な地域づくりにつ
なげるよう、
インターチェンジと観光施設などを結ぶ関連道路の整備と改良が望まれ
ます。
○「市街地地域」から離れていることや、高齢者など自動車を運転できない移動制約者
が増えていることから、買い物や通院を支える移動手段の確保が求められています。
④地域の自然環境を支える森林などの保全、緑の恩恵を感じる景観づくりが望まれます
○地域は、全域が都市計画区域外で緑豊かな森林が広がっており、その多くが白山国立
公園や奥越高原県立自然公園に指定されています。地域の自然環境を支える森林など
を保全しながら、地域内にいる人が緑の恩恵を感じるような景観づくりが望まれます。
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（2）地域づくりの目標

「自然環境を守り、『住民と来訪者』が楽しい時を過ごせる山間集落」
・河川や湖、森林の自然を生かして観光などの産業を活性化させながら、住民と来
訪者が交流し、ゆとりある時間を過ごせる地域を目指します。

（3）地域づくりの方針
①土地利用
○地域内の森林については、「市街地地域」や「田園集落地域」の環境を育む、表流水
や地下水の重要な供給源として、関連機関と連携を図りながら、保全を行います。
○九頭竜湖や麻那姫湖の周辺などでは、豊かな自然環境を生かした観光レクリエーショ
ンや交流の拠点として、魅力を強化していきます。
○多くの人が訪れ、足を止めたくなるレクリエーションエリアづくりに向けて、道の駅
の機能充実や情報発信施設と案内サイン整備、回遊ルート整備に努めます。
②交通ネットワーク
○北陸圏、中京圏、関東圏との人や物などの流れを強めるため、中部縦貫自動車道大野
油坂道路と地域内のインターチェンジの整備を促進します。
○福井方面、中京方面との人や物などの流れを一層強めるため、既存の国道 157 号、158
号の拡幅整備を促進します。
○地域内には、商店や病院などの施設が少なく、多くの人が「市街地地域」まで車や鉄
道を利用し、通院通学などを行っています。今後高齢化が進み、自動車の運転ができ
ない移動制約者が増えることから「市街地地域」などへ通う移動手段の確保に努めま
す。
③公園緑地づくり
○自然公園に指定された山々の緑や、山から流れ込む多くの清らかな水の流れなど、住
民や来訪者などがゆとりを感じる自然環境を保全します。
○山里の環境や景観を、
自然体験などの観光や交流型居住や定住へ結びつけるために有
効に活用します。
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④水を生かした地域づくり
○九頭竜湖や九頭竜峡など、既に観光レクリエーション拠点となっている場所では、良
好な景観と環境づくりを行いＮＰＯ法人などと連携し、魅力の維持と強化を図ります。
○地下水などの水環境の保全と利用の調和を図るため、森林などの涵養源の保全を図り
ます。
○河川などの水質の保全や生活環境の改善のため、合併処理浄化槽など、生活排水処理
対策を進めます。
⑤景観づくり
○和泉インターチェンジ周辺では、来訪者を意識し、緑の恩恵を感じる大野市の景観の
良さを感じてもらえる景観形成を進めます。
○来訪者との交流が育まれるよう、
九頭竜湖駅や道の駅九頭竜では周囲の緑豊かな景観
に十分配慮し、駅舎や駅前広場、道の駅の維持管理を行います。
○九頭竜湖や九頭竜川では、水や自然と触れ合い、憩うことができるよう水辺やその周
辺の景観形成を進めます。
⑥災害に強い地域づくり
○地震や水害、雪害などの災害時に円滑な救援活動と物資の輸送を行うため、主要な集
落へのアクセス機能を担う軸となる道路の整備を促進します。特に、冬季における安
全で安心な交通の確保のため大野油坂道路の整備を促進します。
⑦人に優しい地域づくり
○障害者や高齢者、子どもなども利用しやすいよう、主要な公共施設や観光施設、道路、
公共交通機関などでは、人に優しい環境整備を進めます。
○住民が買い物や通院などで快適に移動できるよう、移動手段の確保に努めます。

九頭竜紅葉まつり

道の駅九頭竜周辺
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図

山間地域の地域づくり方針図

地域別構想
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◆
◆
◆第６章
◆◆◆
第6章 都市マスタープランの実現化に向けて
都市マスタープランの実現化に向けて ◆
◆◆
6-1．都市マスタープラン実現の仕組み
本マスタープランでは、上位計画である第五次大野市総合計画に基づき、関連部門との
連携や役割分担を行いながら、将来都市像の実現に向けて取り組みます。

（1）市民、事業者、行政による協働のまちづくりの推進
都市マスタープランに基づくまちづくりを実現するためには、市民、事業者、行政が、
それぞれの役割を理解し、主体的に取組むことが重要になります。
市民やＮＰＯ法人をはじめとする市民活動団体・事業者などがまちづくりの主体と
なるように、市民・事業者・行政の協働によるまちづくりを推進します。
①都市マスタープラン実現化に向けた市民、事業者、行政の役割
（市民の役割）
○市民や地域団体（自治会など）、ＮＰＯ法人※（以下「市民」という。）は、一人
一人が大野市の構成員としての役割や責任を認識し、地域環境に配慮しながらまち
づくりに取り組むことが求められます。
○市民は、自らがまちづくりの受益者であるとともに、まちづくりの担い手として、
市民活動や地域活動などに携わることで、きめ細かな公共サービスを創り出し、提
供することが重要になります。
○市民は、まちづくりに関する意見交換会や説明会などに積極的に参加することで、
地域などのまちづくりについて十分議論し、合意形成を図りながら、行政などと一
体になってまちづくりを行うものとします。
（事業者の役割）
○事業者は、まちづくりを担う一員であることを認識し、地域経済の活性化に貢献・
協力することが求められます。
○事業者は、自らがまちづくりの受益者であるとともに、まちづくりの担い手として、
公民連携によるまちづくり活動などに取り組むことで、公共サービスを支え、提供
することが重要になります。
○事業者は市民や行政と協力しながらまちづくりを行うものとします。
（行政の役割）
○行政は、都市計画を立案し、公共事業の主たる事業者となるほか、まちづくりのま
とめ役として、長期的かつ総合的な視点を持って関係者と調整や連携を図り、まち
づくりを推進します。
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○行政内部だけでは、都市づくりに必要な人材や財源が限られることから、それを補
うために市民や事業者との連携を進める必要性があることを意識し、さまざまなま
ちづくり手法などを研究、検討し、今まで以上に協働のまちづくりを推進すること
が重要になります。
○行政は、まちづくりの必要性、実施方法及びその過程などを積極的に情報提供し、
可能な限り市民や事業者との情報共有化に努めます。また、まちづくりに市民や事
業者が参加する機会を整えるとともに、まちづくり活動をより強力に支援していき
ます。

情報共有

情報共有

市民
協働のまちづくり

事業者

行政

情報共有
〔協働のまちづくり〕

（2）周辺都市と連携したまちづくり
周辺都市の住民や事業所、行政と協力し、近隣主要観光施設への移動手段の確保や主
要イベントとの連携、地域のブランドづくりなどを行い、お互いの市の魅力を高め、地
域の情報を発信することで、全国の人に「一度は行ってみたい」と思わせる環境づくり
に努めます。

（3）市民などのまちづくりへの支援の充実
協働のまちづくりを進めるため、市民や事業者などによるまちづくりへの支援を充実
していきます。地域でのまちづくりの話し合いや実践に関する支援をはじめ、都市計画
の決定や事業の実施など、都市計画制度に基づく実現化の支援を図ります。

①まちづくりに関する情報発信
市民のまちづくりへの関心や意欲が高まるよう、都市計画の決定や変更、都市計画
事業の実施など特に重要な事項を中心に、市の広報誌やホームページ、パンフレット
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などを通じて積極的に情報発信を行います。また、市民や事業者が進めるまちづくり
に重要な情報も発信していきます。

②都市計画などへの積極的な市民意向の反映
都市マスタープランに基づく具体的な都市計画案の作成にあたっては、アンケート
調査の実施などを通じて広く市民意向を把握するほか、計画内容や決定する理由、手
続きのスケジュールなどについて、十分周知を図ります。また、関係する地元への説
明会やパブリックコメント※手法の活用など、市民の意見を把握する機会の充実に努
めます。

③市民などによるまちづくり活動への支援
市民などがまちづくりに取り組みやすい環境づくりに向けて、これまでも大野市で
は越前おおの地域づくり交付金や大野市景観形成市民団体活動助成金などを用いて市
民によるまちづくり活動への支援を行ってきました。今後もより市民が活動できるよ
う、福井県と調整を図りながら、まちづくり活動への支援を引き続き進めていきます。

④地域が主体となる、きめ細かなまちづくりの促進、支援
地区の環境を守り、特長を十分生かした、きめ細かなまちづくりの手法として、建
物などの用途・位置・形態・意匠などについてルールを定める制度である建築協定※
や地区計画などがあります。今後は、より市民主体のまちづくりを進めるため、これ
らの制度の活用を促進、支援します。

⑤都市計画申し出制度、提案制度などの普及と啓発
地域主体のまちづくりが多く行われるようになることで、地域のまちづくりに対す
る取り組みを都市計画に積極的に取り込んでいくことが重要になります。地権者など
による地区計画の申し出をはじめ、土地所有者やまちづくりＮＰＯ、一定の要件を満
たす開発事業者などは市や県に都市計画の提案を行うことができ、今後はその普及と
啓発を図っていきます。

本願清水の清掃活動
本願清水の清掃活動

ワークショップ
ワークショップ
(六間通りまちづくり検討委員会)
（六間通りまちづくり検討委員会）
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6-2．都市マスタープランの評価と見直し
（1）ＰＤＣＡサイクルの導入
都市づくりは、長期的な見通しに立って取り組むものの、その目標の実現には時間を
要するものがあります。本計画は、おおむね20年後の都市の姿を展望しつつ、今後10年
間の都市計画の基本的な方針を示すものです。
都市計画は、短期的にその効果が現れるものもありますが、一方では息の長い取り組
みが必要とされています。その間に社会情勢などが変化する可能性があり、目標を実現
していく過程で適正に進行管理し、進捗状況を明らかにするとともに、必要に応じて、
見直しを含む適切な政策判断を行う必要があります。
そのため、計画（Plan）を、実行に移し（Do）、その結果・成果を点検し（Check）、
改善し（Action）、次の計画（Plan）へとつなげていく、計画の進行管理の仕組みをつ
くり、遂行していきます。

●PDCA（計画—実行—点検—改善）サイクル

① Plan（計画）

② Do（実行）

■都画マスタープランの策定、
見直し
・大野市の都市像
・都市づくりの方針
・地域づくりの方針

■土地利用の規制・誘導
・地域地区、地区計画など
■都市計画事業
・道路、公園・緑地、上下水道
など

参加

参加・実践

市民
情報提供

意見
意見

④ Action（改善）

③ Check（点検）

■課題の把握
（地域づくりの進展）
■都市マスタープランの点検と見
直し項目の抽出

■成果・進捗状況の把握
（都市計画基礎調査※ など）
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（2）都市マスタープランの点検、評価
本都市マスタープランの評価・検証の視点と指標を次の通り定め、施策や事業の進捗
状況や指標などに基づいて総合的に評価・検証を行い、その結果、必要と判断される場
合は、適切な見直しに取り組みます。

都市づくり
の基本姿勢
（１）

点検・評価の視点

指標

①暮らしに必要な様々な

・用途地域内の土地利用状況（空き地・空

人口減少時代

機能が集まり、住みた

に対応できる

いと思う市街地の形成

き家の状況）
・保健・医療・福祉拠点の利用人数

維持・管理コ

・全市に対する用途地域内の人口比率

ストの少ない

・中心市街地における一日当たりの歩行者

機能集約型の
都市づくり

通行量
②中心市街地と広い市域

・幹線道路の整備延長

内に点在する集落を結

・都市計画道路の整備率

ぶ道路ネットワーク

・まちなか観光拠点と郊外の観光拠点の回

と、まちなか観光拠点

遊人数

と郊外の観光拠点を結
ぶネットワークの形成
③住み慣れた地域で住み

・公共交通の利用人数

続けられる公共交通な
どの確保
（２）

①「歴史、文化、伝統、

市民が誇りを

自然環境」などの資源

感じて住み続

の有効活用

・歴史、文化、伝統、自然環境に関わる観
光施設の入り込み客数
・清水など、資源を生かした整備施設（場
所）数

けたいと思
い、市外の人

②中部縦貫自動車道の整

が訪れ、移り

備効果を生かす都市づ

住みたいと思

くり

・大野インターチェンジ周辺の土地利用状
況（都市的土地利用面積比率）
・インターチェンジ利用者数

う、個性を生

・大野インターチェンジ～大野東インター

かした都市魅

チェンジ間に誘致予定のパーキングエリ

力の強化

アの利用人数
③市民が住み続けたいと
思い、来訪者が住んで
みたいと思うまち
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・転入者数、転出者数
・定住促進事業補助金件数

実現化方策
（3）都市マスタープランの見直し
社会情勢の変化に加え、都市計画では 5～10 年の間に現況を調査、解析し、必要に応
じて見直しを行うものとされており、人口、産業構造、土地利用動向、行財政など、都
市マスタープランを構成するフレームが大きく変化した場合や、上位計画である第五次
大野市総合計画や福井県が策定する福井県都市計画区域マスタープラン（大野都市計画
区域の整備、開発及び保全の方針）が改定された場合は点検を行い、必要性があれば、
都市マスタープランの見直しを行います。
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資料編

○用語解説
○大野市都市マスタープラン見直しのためのアンケート調査結果
○改訂経緯

○ 用 語 解 説
用
英

語

ＮＰＯ法人

字

解

説

非営利団体（Non Profit Organization）の略語で、様々な社会
貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を配分することを目的
としない団体の総称です。福祉、教育・文化、まちづくり、環境、
国際協力などさまざまな分野で、社会の多様化したニーズに応え
る重要な役割を果たすことが期待されています。

あ

移動制約者

高齢者・障害者など、移動における様々な場面で安全な移動に困
難が生じる人のことです。また、その他自動車運転免許を持たな
い人など、移動に関して何らかの制約を伴う人のことをいいま
す。

越前おおのまるご

中部縦貫自動車道の全線供用開始を見据え、利用者が観光スポッ

と道の駅

トや歴史、食文化などに興味を持ち、大野市内へと導かれるよう
に、大野市全域を道の駅と位置付け、観光振興を図ることです。

大野市

大野市の良好な景観の保全を目的とし定められた条例です。大野

屋外広告物条例

市の特性に合わせたきめ細やかな規制を行うため、大野市独自の
基準を定めています。

大野市景観計画

古くから取り組んできた大野市独自の景観形成に対する考え方
を継承し、より発展させるため、景観法に基づいて大野市が策定
した景観行政の基本的な計画のことです。

か

街区公園

主に街区に居住する人々が利用することを目的とする公園のこ
とです。誘致距離 250m の範囲内で 1 箇所当たり面積 0.25ha を標
準として整備します。

幹線道路

都市内において骨格的な道路網を形成する道路のことです。

近隣公園

主に近隣に居住する人々が利用することを目的とする公園のこ
とです。誘致距離 500m の範囲内で 1 箇所当たり面積 2ha を標準
として整備します。

近隣商業地域

都市計画法に定められた用途地域の一つで、近隣の住民への日用
品の供給のため、商業やその他業務の利便性を増進することを目
的とした地域です。

景観形成地区

大野市の中でも重点的に景観形成を図る必要があるとして市長
が指定した地区です。七間通り地区、五番通り地区、寺町通り地
区の 3 地区を指定しています。

建築協定

地域の住環境などを維持、向上させるため、地域住民らが自主的
に建築物の用途や敷地、形態などに関する基準を協定する、建築
基準法に基づく制度のことです。

高規格幹線道路

高速自動車国道などの、自動車が高速で走ることができる構造で
造られた自動車専用道路のことです。
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か

用

語

高度地区

解

説

都市計画法に定められた地域地区の一つで、市街地の環境の維持
や土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最
低限度を定めた地区のことです。

さ

里山

奥山と都市の中間に位置する森林のうち、人為による適度な管理
により環境が形成されてきた雑木林などの身近な自然をいいま
す。

市街地開発事業

土地区画整理事業や市街地再開発事業など、都市計画区域内で市
街地の計画的な開発や整備を図るため、区域を定め公共施設や建
築物の整備を一体的かつ総合的に進める事業のことです。

主要幹線道路

主として地方生活圏や主要な都市圏域の骨格を構成すると共に、
地方生活圏相互を連絡するための道路のことです。

商業地域

都市計画法に定められた用途地域の一つで、主に商業やその他の
業務の利便を増進するために定められる地域のことです。

総合公園

都市住民全般の休息や観賞、散歩、遊戯、運動などの総合的な利
用に供することを目的とする公園のことです。都市規模に応じて
1 箇所当たり面積 10～50ha を標準として整備します。

た

地域地区

土地の自然的条件や土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工
業その他の用途を適正に配分することによって、都市機能を維持
増進すると共に、適正な都市環境を保持するために定める地区の
ことです。大野市が定めている地域地区には、
「用途地域」や「準
防火地域」などがあります。

地下水涵養

雨水や積雪、河川などの水が地下に浸透し、地下にある帯水層に
地下水が供給されることをいいます。近年ではアスファルト舗装
などにより、地下に水が浸透せず、直接川に流出することが多く
なっています。

地区計画

良好な環境の形成または保持のため、比較的小規模な区域で合理
的な土地利用を行うために都市計画で定める制度のことです。建
築物の用途や敷地規模、建ぺい率・容積率、高さなどを定め、建
築行為や開発行為を規制、誘導することができます。

中心市街地活性化

中心市街地の活性化に関する法律に基づき、中心市街地の活性化

基本計画

に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計
画のことです。大野市では平成20年に策定・認定され、暮らしや
すさや賑わいが失われてきた中心市街地を、人々の生活や営みの
中心として再生することを目指すとともに、歴史的・文化的資源、
景観資源などを有効に活用しながら、多様な人々が集う、活気に
満ちた魅力あるまちに再生することを目的としています。

低利用地

周辺地域の利用状況に比べて利用の程度（利用頻度、整備水準、
管理状況など）が低い土地のことです。
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た

用

語

都市計画基礎調査

解

説

都道府県が都市計画区域において概ね 5 年ごとに行う、人口規模、
産業分類別の就業人口、市街地の面積、土地利用、交通量などの
現況及び将来の見通しに関する調査のことです。

都市計画区域

人口・土地利用・交通量などの動き、都市の発展の見通し、地形
などからみて、一体の都市として 総合的に整備・開発・保全す
る必要がある区域のことです。大野市では、5,251ha を都市計画
区域に指定しています。

都市計画道路

都市計画法に定められた都市施設の一つで、都市計画として整備
することが定められた道路のことです。

都市公園

都市計画法に規定された都市施設としての公園や、自治体が都市
計画区域内において設置する公園などを指し、都市環境の改善、
都市の防災性の向上などのために整備された公園のことです。

都市施設

都市計画法により定められた、道路、公園、下水道などの、都市
生活を営む上で必要となる施設のことです。

土地区画整理事業

換地と減歩により、道路、公園などの公共施設を整備すると共に、
土地の区画形状を整え、宅地の利用増進を図る、土地区画整理法
に基づく事業のことです。

は

パブリック

市民の意見を重要な計画や政策の立案に反映させるための一連

コメント

の手続きをいいます。市の基本的な政策や計画などの策定に当た
り、その趣旨や目的、案の内容など必要な事項を市民に公表し、
意見を募集します。市は提出された意見を参考に意志決定を行っ
た後、意見と意見に対する市の考え方などを公表します。

バリアフリー

障害者や高齢者などの日常生活や社会生活における物理的、心理
的情報に関する障害（バリア）を取り除くことをいいます。

避難所

災害時に避難住民の収容や情報提供などを行うための施設のこ
とです。大野市地域防災計画では、集会所、集落センター、公園、
広場などを自主避難所（集合場所）に、小中学校などを拠点避難
所と定めています。

避難路

災害時に被災者が避難所などの安全な場所に避難するための経
路のことです。

風致公園

都市公園の一つであり、森林、湖沼などの良好な自然的環境を形
成する土地を選定して配置された公園のことです。

補助幹線道路

幹線道路と住宅の戸口などに接する道路をつなぐための道路の
ことです。

ま

真名川水辺の楽校

「ふるさとの川、真名川の魅力ある水辺の復元」を目的として、
下流域の南新在家・土布子地係の河川敷に、自然体験や学習がで
きる場として整備した施設です。

資料－３

ま

用

語

緑の基本計画

解

説

市町村が、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、
施策などを位置付けた基本計画のことであり、緑地の保全や緑化
の推進を総合的、計画的に実施するために定めます。

未利用地

適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に
わたり利用されていない土地のことです。

や

ユニバーサル

「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無な

デザイン

どにかかわらず、多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境
をデザインすることです。

容積率

建築物の敷地面積に対する延べ面積の割合のことです。

用途地域

都市計画法に定められた地域地区の一つで、土地の合理的な利用
や、市街地の環境の整備、都市機能の向上などを目的として、建
築物の建築を用途や容積などにより規制誘導する区域のことで
す。大野市では、642.4ha を用途地域に指定しています。

ら

緑地

環境の保全や公害の緩和、災害の防止、景観の向上、緑道として
の利用などを目的とする、自然的環境を備えた公共空地のことで
す。
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○大野市都市マスタープラン見直しのためのアンケート調査結果
１．アンケート調査の概要
（1）調査目的
大野市域を調査対象として、大野市の都市づくりに関して「居住地の現状評価」、「大野
市全体の現状評価」、「将来のまちづくりの意向」、「まちづくりへの参加意向」等の把握を
目的に実施しました。

（2）調査方法
□調査対象：大野市在住の 18 歳以上の市民
□調査期間：平成 21 年 7 月 3 日～7 月 31 日
□調査主体：大野市建設部都市計画課
□調査方法：住民基本台帳より無作為抽出し、郵送配布、郵送回収
□調査規模：配付 2,500 部、回収 1,001 部（回収率 40.0%）
□調査精度：得られた調査結果が真の値（全数調査結果）の±5%にある確率が 95%（100
回調査中 95 回）以上

２．調査結果
（1）大野市全体の現状について
①生活環境に対する満足度
0%

20%

1) 日常の買い物などの
便利さ(n=973)

14.2%

40%

60%

80%

25.2%

31.8%

20.2%

100%
8.6%

0.9%

2) 就業の場、就業機会の
充実度(n=896)

25.0%

6.8%

3) 中心市街地等での 3.7%
まち並みの美しさ(n=936)
4) 自然・緑・水辺の
豊かさ、美しさ(n=953)

24.5%

46.2%

18.2%

29.5%

46.0%

14.1%

32.6%

34.7%

7.5%

8.1%

2.3%

5) 市の資源を活かした
交流・観光の環境(n=939)

47.4%

21.8%

20.8%

7.7%

1.6%

6) 都市づくりに住民が
参加できる環境(n=941)
満足

58.1%

14.6%

どちらかというと満足

どちらでもない
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18.4%

どちらかというと不満

不満

7.3%

2.4%

②道路・交通施設に対する満足度
0%

20%

1) 国道、県道などの市外へ行く
主な道路（幹線道路）の
4.7%
整備状況(n=961)

21.9%

2) 緑化などによる道路の 5.0%
美しさ(n=953)
3) 鉄道の利用しやすさ
(n=955)

40%

60%

29.4%

80%

100%

24.5%

26.5%

19.6%

48.5%

15.4%

4.5%

2.4%
30.9%

10.2%

31.7%

24.8%

2.6%

4) 路線バスの利用しやすさ
(n=956)

9.9%

満足

34.1%

どちらかというと満足

29.8%

どちらでもない

23.5%

どちらかというと不満

不満

③その他の都市施設に対する満足度
0%

20%

1) 公園や広場の整備状況
5.2%
(n=950)

40%

60%

28.5%

80%

44.0%

100%

16.5%

5.8%

2.4%

2) 河川等を活かした潤い
空間の整備状況(n=941)

19.9%

3) 下水道の整備状況(n=948) 5.2%

18.8%

51.5%

20.7%

43.9%

16.4%

7.3%

13.9%

4.4%

4) 市役所など公共施設の
利用しやすさ(n=956)

満足

22.2%

19.7%

45.4%

どちらかというと満足

どちらでもない

どちらかというと不満

8.4%

不満

④安心・安全などに対する満足度
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2.0%

1) 主要公共施設の耐震改修など、
地震災害への対策(n=932)

12.2%

62.7%

16.6%

6.4%

2.1%

2) 河川や排水ポンプの整備など
水害への対策(n=935)

10.4%

18.0%

62.4%

7.2%

3.8%

3) 避難路や避難所の場所の
わかりやすさや充実度(n=947)
満足

19.1%

どちらかというと満足

50.2%

どちらでもない
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どちらかというと不満

19.5%

不満

7.4%

（2）大野市の将来のまちづくりについて
①市街地を形成する「居住」「商業」「工業」の機能のうち、大野市の今後のまちづ
くりのために特に重要と思うこと
0%

20%

40%

60%

80%

100%
3.1%

19.8%

市全体(n=943)

29.0%

45.1%

3.1%

居住環境を向上させ、定住人口を維持する
商業（観光を含む）を発展させ、市外からも人が来るような活気のある市にする
工業を発展させ、市民の雇用の場と税収を確保する
現状のままでよい
その他

②大野市の住宅用地について、今後どのようにしていくべきか
0%

20%

8.9%

市全体(n=931)

40%

60%

23.1%

80%

38.0%

100%

19.8%

8.1%

2.1%

人口誘致等を目指し、市街地を拡大してでも、積極的に住宅用地の整備を進める
自然環境に配慮しつつ、市街地の拡大は最小限にとどめて、住宅用地の整備を進める
今の市街地を拡大せず、市街地内に存在する農地や空き地など有効に使われていない土地の宅地化を進める
暮らしに便利なまちなかでの居住を促すなど、まちの規模をコンパクトに再編する
現状のままでよい
その他

③大野市の商業用地について、今後どのようにしていくべきか
0%

20%

市全体(n=948)

40%

30.8%

60%

32.0%

80%

22.8%

100%

8.0%

4.4%

2.0%

中心市街地内で、商店街の充実・整備を進める
車での利用に便利な主要道路（幹線道路）沿いで、店舗の充実を進める
家から歩ける範囲で、店舗の維持、充実を進める
現状のままでよい
市外で用事が済めば、市内での店舗の必要性はあまり感じない。
その他

④大野市の工業用地について、今後どのようにしていくべきか
0%

市全体(n=934)

20%

13.9%

40%

22.7%

60%

43.8%

80%

100%

13.0%

5.2%

工場誘致を進めるため、積極的に工業団地を開発する
立地を決めた工場の用地となる場所のみ、自然環境に配慮しながら整備を行う
既存の工業用地に空きがあるので、その場所を企業が望むように再整備する
工業用地の整備は必要なく、経営指導や販路拡大などのソフト面で、今ある工場の支援を強化する
現状のままでよい
その他
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1.4%

⑤大野市における今後の土地利用の規制や誘導について、どのようにしていくべきか
0%

市全体(n=919)

20%

40%

13.8%

60%

47.1%

80%

27.6%

100%

9.5%

2.0%

環境を維持するため、土地利用の規制を強くした方がよい
将来計画に基づく必要な区域のみ、規制や誘導をしたほうがよい
活力を呼び込むため、土地利用の規制を緩めるほうがよい
現状のままでよい
その他

⑥市内で建設が予定されている中部縦貫自動車道のインターチェンジ（5 箇所）の
周辺土地利用について、今後どのようにしていくべきか
【大野インターチェンジ】
0%

20%

40%

60%

80%

100%
3.0%

市全体(n=933)

26.2%

4.8%

30.7%

34.6%

0.8%

インターチェンジの交通機能を最大限に活かし、地域の活性化に結びつくよう積極的に開発を進める
周辺の住環境や自然環境への影響を防ぐため、新たな開発ができないよう厳しく規制する
周辺の住環境や自然環境への影響を防ぎつつ、大野市のイメージが良くなるような景観整備のみを進める
地域の活性化と周辺の住環境や自然環境がある程度両立できるようにする
さまざまな施設が立地できるよう何も規制せず、成り行きにまかせる
その他

【他の 4 つのインターチェンジ】
0%

市全体(n=927)

20%

19.8%

6.3%

40%

35.6%

60%

80%

32.4%

100%

4.3%

インターチェンジの交通機能を最大限に活かし、地域の活性化に結びつくよう積極的に開発を進める
周辺の住環境や自然環境への影響を防ぐため、新たな開発ができないよう厳しく規制する
周辺の住環境や自然環境への影響を防ぎつつ、大野市のイメージが良くなるような景観整備のみを進める
地域の活性化と周辺の住環境や自然環境がある程度両立できるようにする
さまざまな施設が立地できるよう何も規制せず、成り行きにまかせる
その他

資料－８

1.6%

⑦大野市の「道路・交通施設の整備等」を今後どのようにしていくべきか（2 つ選択）
40.2%

15.4%
34.1%
29.3%
27.9%

市全体(n=952)

37.3%
1.6%
0%

20%

40%

60%

市外に連絡する主要な道路（幹線道路）を整備する
市内を円滑に連絡する主要な道路（幹線道路）を整備する
日常生活の安全性を高める生活道路を整備する
観光客にも誇れる歴史的なまち並みにあった道路整備を進める
公共交通（バスや鉄道）で市内の各施設や市外に行きやすくする
必要性や整備の費用対効果を点検し、道路整備計画の無理・無駄を見直す
その他

⑧大野市の「公園・緑地の整備等」を今後どのようにしていくべきか（2 つ選択）
23.3%
28.6%
39.7%
35.2%

市全体(n=947)

27.9%
10.7%
21.2%
3.9%

0%

20%

40%

60%

子どもをはじめ、市民の日常の遊び場となる小さな公園や緑地づくり
休日に家族で過ごせる大きめの公園や緑地・広場づくり
災害時に避難地や救援拠点として活用できる公園や緑地・広場づくり
観光客を誘致できるような、大野らしさが感じられる公園や緑地・広場づくり
河川や道路の修景整備など、水と緑の回廊（散策路）づくり
公共公益施設（市役所や学校、文化施設、福祉施設など）での緑化の推進
山林や農地などの緑の保全
その他

⑨大野市の「景観づくり」を今後どのようにしていくべきか（2 つ選択）
27.5%

29.6%
12.4%
10.5%
市全体(n=943)

26.5%
35.4%
26.5%
22.8%
1.7%
0%

20%

40%

60%

河川など、水辺の自然景観を残す
田畑等、農地を維持し、田園的風景を守っていく
山林や社寺林など、ある程度の広がりを持った緑の風景を守っていく
沿道建物や広告類の規制誘導により、幹線道路沿道の景観を良好な状態にする
歴史的建物の維持・修復や新しい建物の景観誘導、建物の高さ規制の導入により、
中心市街地の景観を良好な状態にする
市街地内での湧き水地の環境整備や、周囲の建物の景観誘導、
湧き水地を結ぶ散策路づくりにより、湧き水地の景観を良好な状態にする
市民によるボランティア活動などで、道路・公園の清掃や花壇の手入れなどの
環境美化を行い、まちの景観を良くする
道路や河川を改修する際に、景観に配慮した整備を行う
その他

資料－９

⑩大野市全体の都市づくりで、今後、何をより優先的に取り組むべきか（2 つ選択）
36.6%
57.9%
38.5%

市全体(n=940)

27.0%
29.0%
3.1%

0%

20%

40%

60%

指摘率
住宅地、商業地、工業地をつくるための整備や規制、誘導
道路や公共交通の整備、使いやすさの改善
公園や緑地・広場、河川や湧き水地などの環境整備
下水道等の整備
良好な景観づくりのための整備や規制、誘導
その他

（3）まちづくりへの参加について
①今後のまちづくりはどのように進めていくのが望ましいか
0%

市全体(n=951) 3.8%

20%

40%

18.9%

60%

80%

57.6%

100%

9.6%

9.0%

1.1%

行政がまちづくりを進め、その結果を地域住民に知らせる
行政が主体的にまちづくりを進め、その都度地域住民に意見を聞いていく
地域住民と行政がお互いに話し合いながら、協働でまちづくりを進めていく
地域住民がまちづくりを検討し、その結果を行政に提案し、協働で実現していく
地域住民が主体でまちづくりを進め、その活動を行政が支援する
その他

②今後、都市マスタープランを策定するにあたり、どのような方法であれば住民参
加がしやすい、または参加してみたいと思うか
0%

市全体(n=927)

20%

23.2%

40%

15.1%

60%

17.5%

計画をつくる段階での意見交換会への参加
計画（案）作成後の説明会や意見交換会への参加
まちづくりは行政や他の熱心な人にまかせたい

80%

21.8%

100%

21.4%

専門家による講演会や勉強会への参加
インターネットやアンケートによる意見の応募
その他
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1.1%

○改訂経緯
１．改訂の経過
年 月 日
平成 21 年

平成 22 年

平成 23 年

開催事項

主な議題

6 月 ４日

第 1 回大野市都市マスタープラン改訂委員会

改訂・市民意向調査について

6 月 19 日

平成 21 年度第 1 回大野市都市計画審議会

改訂・市民意向調査について

7月

市民意向調査

10 月 1 日

第 2 回大野市都市マスタープラン改訂委員会

現地視察

10 月 28 日

第 3 回大野市都市マスタープラン改訂委員会

課題の抽出

2 月 10 日

第 4 回大野市都市マスタープラン改訂委員会

都市づくりの理念と目標

3 月 26 日

第 5 回大野市都市マスタープラン改訂委員会

将来都市構造

6 月 11 日

第 6 回大野市都市マスタープラン改訂委員会

土地利用方針

9月 3日

第 7 回大野市都市マスタープラン改訂委員会

地域づくりの方針

11 月 29 日

第 8 回大野市都市マスタープラン改訂委員会

全体構想・地域別構想

12 月 27 日

第 9 回大野市都市マスタープラン改訂委員会

全体構想・地域別構想

平成 22 年度第 1 回大野市都市計画審議会

都市マスタープラン素案説明

1 月 18 日

意見聴取
2 月 14 日

第 10 回大野市都市マスタープラン改訂委員会

4月 7日

パブリックコメントの実施

実現化方策

～21 日
4 月 12 日
19 日

大野市都市マスタープラン（素案）に関する
説明会

5 月 19 日

第 11 回大野市都市マスタープラン改訂委員会

都市マスタープラン案の作成

6 月 24 日

平成 23 年度第 1 回大野市都市計画審議会

都市マスタープラン案の審議

２．大野市都市マスタープラン改訂委員名簿
（敬称略）
選出区分

所属

役職

氏名

学識

福井大学大学院

准教授

菊地 吉信（委員長）

学識

福井県立大学地域経済研究所

講師

井上 武史（副委員長）

学識

大野市文化財保護審議会

委員

加藤 守男

団体代表

大野商工会議所

事務局長

伊藤 栄

団体代表

大野市農業委員会

委員

篠原 孝康（第 1 回）
廣田 英子（第 2～11 回）

団体代表

大野市景観協議会

委員

三浦 健也

公募委員

木下 英一

公募委員

岸名 大輔

行政

福井県土木部都市計画課

都市計画・支援グループ主任

小野田 利宏

行政

奥越土木事務所

地域整備課長

松田 利男
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