
様式第４号  

平成２８年３月２９日  

福井市商工労働部おもてなし観光推進室  

 

福井市観光振興計画に関する 

福井市パブリック・コメント募集の結果 

【概要】  

福井市では、平成 28 年春に福井駅西口再開発ビル（ハピリン）のオープン、

平成 30 年の福井国体・障害者スポーツ大会開催、平成 32 年の東京オリンピック・

パラリンピック開催、その後の北陸新幹線福井開業など、観光誘客拡大の好機が

集中する、大きな転換期を迎えています。 

この好機を最大限に活かし、観光振興による交流人口の拡大や地域経済の活性

化につなげていくとともに、来る北陸新幹線福井開業を万全の体制で迎えるため

に、福井市の観光振興の方向性と具体的な行動計画を示した「福井市観光振興計

画」を策定します。 

このたび、「福井市観光振興計画（素案）」について、市民の皆様からご意見を

募集しましたので、結果を公表します。 

 

【意見募集結果】  

実施時期  平成２８年  ２月２３日から  ３月８日まで  

意見提出状況  
提出者      ６人  

意見数     １７件  

意見提出方法  

書面の持参    ２人  

郵便       ０人  

ファクシミリ   １人  

電子メール    ３人  

その他      ０人  

 

 

 

 

 

 

 

 



１  方向性１「人材の育成と組織づくり」について  

No. 提出された意見  意見に対する市の考え方  

1 

 観光客が最初に出会う「福井人」と

して、タクシー事業者のマナー向上が

大切だと思うので、研修が必要であ

る。  

「観光おもてなし市民運動」において平成

27 年度から実施している、タクシー事業者を

対象とした講習会に、今後も力を入れていき

ます。（ P31「市民総ぐるみで取り組むおもて

なし運動の推進」）  

 

２  方向性２「観光基盤の整備と活用」について  

No. 提出された意見  意見に対する市の考え方  

2 

 観光客はもちろん、市民が気軽に足

羽山に登れるよう、山頂まで登る「リ

フト」の復活を検討して欲しい。  

 平成 28 年度に予定している「足羽山魅力

向上計画」の策定会議にて、足羽山の魅力向

上について検討します。  

なお、福井市観光振興計画に「足羽山魅力

向上計画」の策定に関して加筆します。（ P34

「 市 民 の 憩 い の 空 間 と し て の 足 羽 山 の 整

備」）  

3 

 北の庄通りの道路両脇のポールに

夜行性の花のシールを貼ることで、明

るさ、統一感を出してはどうか。  

 関係機関等との合意形成が必要であり、現

時点では考えておりません。  

4 

 越廼地区に「道の駅」を設立し、波

の華温泉やガラガラ山キャンプ場に

立ち寄る観光客に、越廼・殿下・国見

地区の地域生産物や福井の土産等を

販売するべきである。  

現時点では「道の駅」の建設予定はござい

ません。 P42「越前海岸エリアの観光拠点を

活用した賑わい・交流の創出」に記載のとお

り、越前海岸の既存の観光拠点を活用し、地

域の生産物や福井の土産等の消費拡大につ

なげていきます。  

5 

 福井～四ヶ浦線県道を、越前海岸活

性化に不可欠な観光道路と位置づけ、

観光バスが走れる道路に改修整備す

べきである。  

 四ヶ浦線において、観光客の交通利便性に

も配慮した整備がなされるよう、県に要望を

行っていきます。  

 

 

 

 

 



３  方向性３「五感に響く観光メニューの提供」について  

No. 提出された意見  意見に対する市の考え方  

6 

柴田勝家、絶世の美女であったお市

の方、その三姉妹の物語にスポットを

当て、柴田神社を中心とする北の庄エ

リアの観光ブランディングに活用す

べきである。  

P39「体験・交流型観光の推進」【福井の歴

史】に、新たな行動計画を追加し、絶世の美

女であったと伝えられるお市の方や、柴田勝

家、その三姉妹にまつわるストリーリーな

ど、歴史的なエピソードを活用した、まちな

かエリアのブランド化や歴史資源の魅力向

上に取り組んでいきます。  
7 

 柴田勝家、美人であったお市の方な

ど、福井の偉人をターゲットにした福

井駅前活性化の取組みをすべきであ

る。  

8 

福井ゆかりの偉人を活用したプロ

モーション活動について、美術大学を

創設した岡倉天心などを観光に活用

すべきである。  

 P50「福井ゆかりの偉人を活用したプロモ

ーション活動」に、由利公正以外の偉人を活

用することについても明記します。  

9 

 集客力の高い JR 福井駅舎の恐竜画

や交通広場の恐竜モニュメントをハ

ピリンまでつなげ、市内観光地（一乗

谷朝倉氏遺跡や養浩館庭園）その他の

PR に利用していくべきである。  

 P42「ハピリンを活用した賑わい・交流の

創出」に記載のとおり、ハピリンではオール

福井の魅力を総動員して、まちなかの賑わい

創出や市内観光地への誘客につなげていき

ます。しかしながら、恐竜モニュメントは期

間限定で県に設置許可しているものであり、

市で設置する考えはございません。  

10 

殿下・国見・越廼地区のような人口

減少高齢化の進む地域では、イベント

型観光に加えて着土の観光を進め、滞

在や宿泊につなげていくべきである。 

 P63「若者が海に“集う”プロジェクト」

に掲げたとおり、越前海岸エリアにおいて若

者と地域の人々との連携・協力を進めてい

き、イベント開催や地域ならではの体験・交

流型観光を推進し、観光誘客と宿泊促進へつ

なげていきます。  

 

 



11 

ガラガラ山付近に、ほぼ日本の中央

にあたる「ポイント・ゼロ」（北緯 36

度東経 136 度）があるので、付近に遊

歩道や観光案内版を整備し、愛の告白

や婚活の聖地として PR していくべき

である。  

P42「越前海岸エリアの観光拠点を活用し

た賑わい・交流の創出」に記載のとおり、ガ

ラガラ山キャンプ場で、越前海岸エリアの魅

力の体感・体験につながる様々な取り組みを

実施していきます。  

しかしながら、「ポイント・ゼロ」につき

ましては、アクセス道の確保や、現地での安

全性確保の視点から、活用予定はございませ

ん。  

12 

 波の華温泉のお湯は、ほぼ日本の中

央に位置する水仙の里からきている

ことを PR すべきである。また、波の

華の浴槽内等で神仏の姿が観察され

る神秘現象があるので、観光 PR や国

際交流、商品開発に活かしてはどう

か。  

P42「越前海岸エリアの観光拠点を活用し

た賑わい・交流の創出」に記載のとおり、波

の華温泉で、越前海岸エリアの魅力の体感・

体験につながる様々な取り組みを実施して

いきます。  

しかしながら、波の華温泉の浴槽内等での

現象については活用する予定はございませ

ん。  

13 

 セーレンプラネットの活用として、

神社仏閣等の金箔に高層建築の街並

が映りこむ神秘現象を撮影し、上映し

てはどうか。  

 P42「ハピリンを活用した賑わい・交流の

創出」に記載のとおり、セーレンプラネット

では、プラネタリウムだけでなく、福井の魅

力を伝える様々な映像や映画、観光情報など

を上映し、集客及び観光誘客につなげていき

ます。しかしながら、ご提案のような現象に

ついては活用する予定はございません。  

 

４  方向性５  広域観光とインバウンド観光の推進について  

No. 提出された意見  意見に対する市の考え方  

14 

 トリップアドバイザーなどの情報

サイトに福井の観光地やレアな情報

を提供し、外国人観光客を誘致すべき

である。  

 P54「外国人目線でのふくいの魅力発信」

に記載のとおり、在住外国人の方に福井の魅

力や観光情報を提供し、外国人がよく利用す

る情報サイトでの情報発信を強化していき

ます。  



15 

外国人旅行者への対応として、一乗

谷朝倉氏遺跡における案内標識や復

原町並パンフレットの外国語版の充

実に取り組むべきである。  

 P54「外国人旅行者の受入環境整備に対す

る支援」に記載のとおり、一乗谷朝倉氏遺跡

をはじめとする観光地での案内標識やパン

フレットの多言語化を図り、外国人旅行者に

とって魅力ある一乗谷朝倉氏遺跡となるよ

う整備を進めます。  

 

５  その他、計画全体について  

No. 提出された意見  意見に対する市の考え方  

16 

 旅行業者と手を組んで一乗谷朝倉

氏遺跡の観光ツアーを造成し、インパ

クトのある表現で PR していくべきで

ある。  

旅行会社から要望の多い二次交通の充実

を推し進めるとともに、旅行代理店への営業

活動を強化し、新たな旅行商品の造成につな

げていきます。（ P36「基本施策６  交通利便

性の向上」、P45「出向宣伝、商談会、ファム

ツアーなどを通じた情報収集と誘客活動」）  

また、インパクトのある PR については、

高いデザイン力と斬新なコピーで一乗谷を

プ ロ モ ー シ ョ ン す る 「 一 乗 谷 DISCOVERY 

PROJECT」を通じて、打ち出していきます。

（ P51「一乗谷 DISCOVERY PROJECT の充実」） 

17 

福井の宝（伝統工芸、グルメ、文化、

地場産業、自然など）を活かし、ナン

バーワンでなくオンリーワンのまち

づくりと観光インフラ整備を、市民や

事業者と協働で強力に進めるべき。  

アイデアを絞れば、越前海岸を魅力

ある観光資源に復活させることも可

能である。  

P39「（３）五感に響く観光メニューの提供

に向けた取り組み」に記載のとおり、地域に

あるものを活かし、福井でしか体験できない

オンリーワンの魅力を創出していきます。  

 また、P32「基本施策３  オール福井で取り

組む観光推進体制の構築」に記載のとおり、

行政、観光事業者、市民が一体となって本市

の観光振興を戦略的に進めていく観光推進

体制づくりを目指します。  

 越前海岸の観光振興については、 P63「若

者が海で“集う”プロジェクト」に掲げたと

おり、若者と地域の人々がアイデアを絞って

越前海岸の地域資源を活用し、観光誘客を推

進していきます。  

 


