
福井の花だより （桜、あじさい、コスモス、越前水仙）

福井の歴史だより （一乗朝倉氏遺跡、養浩館、愛宕坂、柴田神社）

福井の味だより （越前ガニ、おろしそば、ソースカツ丼、地酒）

資料４－１



定住自立圏構想の取組状況について

平成２２年１月２７日

定住自立圏構想推進セミナーin金沢

福井県 福井市



福井市



福井市は、九頭竜、足羽、日野の三大河川の扇状地
である福井平野に発達してきた、人口約２７万人、面
積約５３７ｋ㎡の都市です。

奈良時代には東大寺の荘園が置かれるなど北陸道の
要衝として栄え、柴田勝家や結城秀康らによる治世を
経て、幕末の名君である松平慶永（春嶽公）によって
織物王国福井としての第一歩を踏み出しました。

福井県において政治、経済、文化の中心都市として発展
を続けてきています。その間、昭和２０年７月の空襲、昭和
２３年６月の福井大震災と幾多の災禍に見舞われましたが、
市民の不屈の精神によって不死鳥のようによみがえり、今
日の『不死鳥のまち福井』を築き上げてきました。

福井市の沿革



1955年
(S30)

1980年
(S55)

2005年
(H17)

2025年

人口 204,308 259,638 269,144 237,824
高齢化率 6.3 10.2 21.3 30.6



福井県の中心市（福井市、越前市、敦賀市）

福井市

越前市

敦賀市



福井市の周辺市町

大野市
勝山市
鯖江市
あわら市
越前市
坂井市

永平寺町
池田町

南越前町
越前町

福井市の周辺市町
嶺北地方の６市、４町



（１）先行実施団体の情報収集及び分析
（２）周辺市町の基礎データの収集及び整理

調査・研究テーマ

「定住自立圏形成協定（案）」の策定
具体的な成果

調査・研究テーマ と 具体的な成果

（庁内）

定住自立圏研究班

政策調整室
コンパクトシティ推進室
交通政策室
情報システム室
マーケット戦略室
労政課
農政企画課
住宅政策課

（市町）
嶺北市町定住自立圏構想研究会

大野市
勝山市
あわら市
越前市
坂井市
南越前町
越前町



福井市の周辺市町
嶺北の６市、４町

×
×

×

（市町） 嶺北市町定住自立圏構想研究会

大野市
勝山市
あわら市
越前市
坂井市
南越前町
越前町

参加市町



調査・研究テーマ

① 圏域形成の背景（つながり）について

② 「３つの視点」の整理・分析について
・生活機能の強化
・結びつきやネットワークの強化
・圏域マネジメント能力の強化

③ ①②から」本市とのつながりから見た圏域
設定と協定内容」の洗出し

（１）先行実施団体の情報収集及び分析



圏域設定のつながり

つながり 中心市宣言より 市名

歴史的 旧藩や郡 八戸、彦根、八女

地理的 沿岸 米子・松江

ハード・施設
交通施設（道路、鉄道など） 長岡、飯田、都城

医療施設 秩父、中津

広域圏 一部事務組合（ゴミ処理など） 八戸、南相馬、高松

プロジェクト 観光、CATV、地産地消 秩父 久留米

「つながり」を本市に当てはめてみると



「つながり」を福井市に当てはめてみると

つながり 項目 市町名

歴史的 旧藩や郡 坂井郡 あわら市、坂井市

地理的

沿岸 越前海岸 あわら市、坂井市、南越前町、越前町

河川
九頭竜川 大野市、勝山市、坂井市、永平寺町

足羽川 池田町

ハード・施設

道路
国道８号線 鯖江市、越前市、あわら市、坂井市、南越前町

国道１５８号線 大野市、勝山市、永平寺町

鉄道

北陸本線 あわら市、坂井市、南越前町、越前町

越美北線 大野市

福井鉄道 鯖江市、越前市

えちぜん鉄道（三芦線） あわら市、坂井市

〃 （勝永線） 勝山市、永平寺町

医療 福井坂井医療圏 あわら市、坂井市、永平寺町

広域圏 一部事務組合 福井坂井地区広域市町村圏 あわら市、坂井市、永平寺町

プロジェクト
観光

福井坂井ほんもの体感物語
（福井坂井広域観光圏）

あわら市、坂井市、永平寺町

ふくいやまぎわ天下一街道 大野市、勝山市、鯖江市、越前市、永平寺町

ＣＡＴＶ こしの国広域事務組合 永平寺町



「つながり」を福井市に当てはめてみると

あわら市
坂井市
越前町
南越前町

越前海岸



「つながり」を福井市に当てはめてみると

あわら市
坂井市
鯖江市
越前町
南越前町

国道８号線



「つながり」を福井市に当てはめてみると

鯖江市
越前町

私鉄：福井鉄道



「つながり」を福井市に当てはめてみると

あわら市
坂井市
永平寺町

医 療：福井・坂井医療圏
広域圏：一部事務組合
観 光：福井坂井広域観光圏



定住自立圏の３つの視点



先行実施団体が想定している取組の具体例

３つの視点 具体例 市名

生活機能の強化

地域医療サービス体制の整備 長岡

地場産業を生かした特産品の発掘とブランド化 備前

スクールバス等通学環境の充実 由利本荘

斎場の管理運営の協力 日向

ネットワークの強化

公共交通体系の機能強化と活性化 美濃加茂

ICTインフラ整備 下関

火災、防犯など安心安全メールのエリア拡大 八戸

マネジメント能力の
強化

産官学連携により地域の政策形成能力の向上 秩父

観光に関するマネジメント強化 四万十、宿毛



調査・研究テーマ

① 連携事業調査
・得意分野、強み、誇れるもの
・福井市に求める都市機能

② 協定項目についての意見交換

③ 結びつき（つながり、生活圏）の強さ
・福井都市圏パーソントリップ調査（H17）
・「圏域設定の背景」を重なり合わせる

（２）周辺市町の基礎データの収集及び整理

嶺北市町定住自立圏構想研究会



参加市町 勝山市、大野市、あわら市、越前市、坂井市、南越前町、越前町

調査研究
課題

・住民の生活空間（通勤、通学、医療、商圏など）の実態を調査研究する。
・住民の生活機能の強化・充実に向けた市町の連携について調査研究する。

各市町住民の「生活空間」の把握

各市町の「得意分野」「不得意分野」の視覚化

定住の促進とともに、住みよい魅力あふれる市町（圏域）の形成

第1回 7月10日
第2回 10月13日
第3回 1月15日
第4回 2月中旬

嶺北市町定住自立圏構想研究会



×
×

×

嶺北市町定住自立圏構想研究会

大野市
勝山市
あわら市
越前市
坂井市
南越前町
越前町

参加市町



市町名 提 供 資 源

勝山市
・福井社会保険病院を核とする中核医療
・豊富な観光資源（スキーＪＡＭ、恐竜博物館、ゆめおーれ勝山など）
・えちぜん鉄道

大野市
・豊富な観光資源（道の駅、スキー場、大野城など）
・地産地消（七間朝市）

あわら市
・豊富な観光資源（芦原温泉、金津創作の森など）
・風力発電等（クリーンエネルギー）の推進
・坂井北部丘陵地における園芸作物

越前市
・伝統産業（越前打刃物、越前和紙、越前指物など）
・福井鉄道

坂井市

・福祉、児童施設の充実（エンゼルランドなど）
・豊富な観光資源（丸岡城、東尋坊、芝政など
・充実した文化、体育施設（ハートピア春江、三国総合運動公園など）
・福井港、福井空港、えちぜん鉄道など
・坂井ＳＮＳ（ソーシャルネットワーク）開設

越前町 ・豊富な観光資源（越前焼、越前水仙、越前ガニなど）

連携事業調査：得意分野、強み、誇れるもの



市町名 都 市 機 能

大野市
・中核的医療施設
・ＪＲ越美北線及び広域バスの維持

あわら市
・中核的医療施設
・教育機能の強化（福井大学、仁愛短期大学等との連携）

坂井市
・コミュニティバスを考慮した公共交通体制
・職員の交流など人材の育成

越前町
・医療体制
・公共交通体制

連携事業調査：福井市に求める都市機能



第３回福井都市圏パーソンとリップ調査より（平成１７年調査）



ﾗﾝｷﾝｸﾞ 市町名 トリップ/日 No 人口

1 坂井市 80,667 １ 92,318

2 鯖江市 42,174 ３ 66,831

3 越前市 31,870 ２ 87,742

4 永平寺町 25,636 ８ 20,764

5 あわら市 16,811 ５ 31,081

6 大野市 14,498 ４ 37,843

7 越前町 11,114 ７ 23,995

8 勝山市 8,853 ６ 26,961

9 南越前町 2,569 ９ 12,274

10 池田町 1,333 10 3,405

市町間の流動量
（平成１７年第３回福井都市圏パーソントリップ調査より）



市町間の流動量
（平成１７年第３回福井都市圏パーソントリップ調査より）

ﾗﾝｷﾝ
ｸﾞ 市町名 トリップ数

1 坂井市 80,667

2 鯖江市 42,174

3 越前市 31,870

4 永平寺町 25,636



ランキング 通勤通学率（％）

1 永平寺町 42.1

2 坂井市 29.8

3 鯖江市 20.3

4 あわら市 19.2

5 越前町 16.5

6 勝山市 14.3

7 大野市 12.9

8 越前市 11.2

9 池田町 10.2

10 南越前町 8.9

中心市への通勤・通学率



福井循環器病院の嶺北市町別外来患者数

福井循環器病院
（H20/12/31）

市町 外来患者数 割合

福井市 29,380 0.54

鯖江市 3,982 0.07

あわら市 3,054 0.06

越前市 4,693 0.09

坂井市 7,310 0.13

永平寺町 3,686 0.07

池田町 0.00

南越前町 856 0.02

越前町 1,572 0.03

合計 54,533 1.00

福井循環器病院
（地域医療支援病院認定）
※福井市の東部に位置する

病床数 １９９床
外来患者数（H2０延べ）

66,179人
入院患者数（H18延べ）

49,262人
救急車搬入患者数（H18）

450人



市町別患者の受療状況

市町別患者の受療状況（H７）

住所地
市町

受療者の割合が最も
高い市町村

市町村名 割合

永平寺町 福井市 65.3

坂井市 福井市 45.6

あわら市 福井市 38.2

越前市 福井市 19.5

鯖江市 福井市 20.9

南越前町 越前市 69.4

越前町 福井市 25.7



例１ 定住自立圏構想形成協定（案）
生活機能の強化

協定項目 協定内容

医療

医療体制の連携強化
・医療機関担当者の連携の推進
・在宅医療体制の確立

※平成20年度福井・坂井地域医療連携・在宅医療推進協議
会報告書より
・医療機関等の役割分担と連携の推進
・医療スタッフの連携の推進

※第５次福井県保健医療計画より

福祉
介護サービス事業における連携の推進

・介護認定審査会の共同設置運営

産業振興

観光資源の整備・情報発信の連携
圏域内での滞在交流型観光ルートの設定
合同での観光PR
観光素材の商品化による産業創出

その他
低炭素社会の促進

・クリーンエネルギーの普及促進
・省資源の推進



例１ 定住自立圏構想形成協定（案）
ネットワークの強化と圏域マネジメント

協定項目 協定内容

ネットワーク
（公共交通）

公共交通の維持・確保
・JR北陸本線、京福バス、えちぜん鉄道の利用促進
・アクセス性の向上（パークアンドライド駐車場の整備など）

ネットワーク
（交通インフラ整備）

道路等の交通インフラの整備促進
・広域的な連携を図るため、北陸自動車道や国道8、305線号等の主要幹線

道路の整備
・国道8号線の四車線化及びバイパスの整備

ネットワーク
（地産地消）

地産地消、地産外商消による地場産品の知名度向上と販路拡大
・道の駅、直売店、各種「市」の活用による販路拡大
・圏域内地場産品のPRによる地域ブランドの形成

※「越のルビー」「越前柿」「メロン」「スイカ」
・食育の推進による農林水産物の消費拡大

マネジメント
（人材育成）

圏域を担う職員の育成
・圏域内の職員の資質向上のための合同研修の開催

マネジメント
（外部人材確保）

圏域の振興のための外部からの人材確保
・観光アドバイザー、地域力創造アドバイザー等の招聘
・国、県との人事交流

※地域人材力活性化事業の活用（総務省）

マネジメント
（職員間交流）

圏域内職員の人事交流による連携の強化など



例２ 定住自立圏構想形成協定（案）
生活機能の強化

協定項目 協定内容

①生活（医療）

医療体制の連携強化
・医療機関の役割分担と連携強化
・医療スタッフの連携と推進

※第５次福井県保健医療計画より

①生活（教育） 大学との連携による人材育成と優秀な人材確保

①生活（産業振興）

観光分野における一体的な取り組み
・両市の地域資源（自然、歴史、文化、観光地）の連携を進める
ことで新たな観光ルートの開拓及び観光振興による産業の活性
化
・観光産業の活性化（観光商品の開発など）
・連携した観光情報の発信



例２ 定住自立圏構想形成協定（案）
ネットワークの強化

協定項目 協定内容

ネットワーク
（公共交通）

公共交通機関の結びつきの強化
・福井鉄道（福武線）利用促進
・アクセス性の向上（パークアンドライド駐車場の整備など）

ネットワーク
（交通インフラ整備）

道路等の交通インフラの整備
・広域的な連携を図るため、北陸自動車道や国道8、365、

417線等の主要地方道のインフラ整備
・国道8号線の四車線化及びバイパスの整備

ネットワーク
（地産地消）

グリーンツーリズム事業の連携推進

ネットワーク
（地産地消）

農産物のブランド化
（例 スイカ）

ネットワーク
（交流・移住促進）

市営住宅の入居募集情報の共有



アジア・太平洋地域の21の国
・地域のエネルギー担当大臣・
政府関係者が参加し、今後の
世界のエネルギー政策や、地球
温暖化対策について、各国が協

議する重要な会合の一つです

エネルギー大臣会合

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/seiki/apeckaigou_d/img/001.jpg�
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