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序 章 改定にあたって 

 

越前市最初の観光振興プランは、平成１９年３月に策定し、平成１９年度か

ら２３年度までの５年間に取組むべき内容をまとめ、年間観光客入込数をコン

スタントに１００万人を維持することを目標として掲げました。 

平成２４年３月には、上記プランを検証し、社会情勢等を踏まえ、改定を行

いました。改定プランでは、最終年度である平成２８年度の年間観光客入込数

の目標値を１１０万人に設定するとともに、本市の全域にわたって観光資源の

開発、調整、情報発信等を総合的に担う組織づくりを提起しました。これを受

け、平成２５年５月に越前市観光協会を設立し、平成２７年４月には一般社団

法人となり、観光資源の開発、情報発信などに取組んでいます。 

一方、国においては、平成２４年に観光立国の実現に向けた観光立国推進基

本計画を策定し、福井県においては、観光を活気のある次のステージへと引き

上げるため、平成２７年３月に福井県観光新戦略を策定し、観光政策を推進し

ています。 

また、平成２７年３月の北陸新幹線金沢開業に伴い、同年１０月から１２月

にかけて実施された北陸デスティネーションキャンペーンにより、国内のみな

らず海外の観光客の目が北陸地方に向けられるようになりました。高速交通体

系の整備が交流人口の拡大に及ぼす影響の大きさを実感しました。 

現在、本市では、平成３０年開催の福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元

気大会に向けた競技施設の整備、新庁舎建設や平成３５年春に予定されている

北陸新幹線南越駅(仮称)の開業準備を進め、半世紀に一度のまちづくりを行っ

ています。また、人口減少・高齢化が加速度的に進んでいる中、平成２７年度

には、市総合戦略を策定し、人口減少に歯止めをかけ、持続可能な地域づくり

を実現するための方向性を定めました。 

人口減少対策として有効な手立ての一つと言われるのが交流人口の拡大です。

人口減少に伴い縮小する経済消費を交流人口の増加によって賄おうという考え

方が全国に広がり、これまで観光とは縁遠かった都市も交流人口の拡大に積極

的に取組むようになってきています。 

このような状況の中、本市を取り巻く環境の変化を的確に捕え、より実効性

のある観光振興策を進めていくため、現プランの検証を行い、北陸新幹線南越

駅(仮称)の開業までの６年間に実施すべき取り組みを観光振興プランとしてま

とめることとしました。なお、今回の改定にあたっては、本市の強みを最大限

活かせるよう、事業の方向性を絞り戦略を組立てています。 
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第１章 本市の観光を取り巻く現状 

 

１ 国・県における観光振興の動き 

 

(1) 国の動き 

国は、観光立国の実現に向け、平成２４年に観光立国推進基本計画を策定

しました。また、平成３２年の東京オリンピック・パラリンピックの開催、

富士山の世界遺産登録や和食の世界無形文化遺産登録などを受け、平成２７

年に観光立国実現に向けたアクション・プログラム２０１５を策定し、 

・インバウンド新時代に向けた戦略的取組 

・観光旅行消費の一層の拡大、幅広い産業の観光関連産業としての取り込み、

観光産業の強化 

・地方創生に資する観光地域づくり、国内観光の振興 

・先手を打って「攻め」の受入環境整備 

・外国人ビジネス客等の積極的な取り込み、質の高い観光交流 

・平成３２年東京オリンピック・パラリンピック及びその後を見据えた観光振

興の加速といった柱を立て、政府一丸、官民一体となった取り組みを強力に

進めていくことしています。 

また、平成２８年３月には、明日の日本を支える観光ビジョンを取りまとめ

ました。具体的には、訪日外国人旅行客数を平成３２年に４，０００万人、平

成４２年に６，０００万人と目標値を設定し、観光消費額の大幅増を実現させ

るため、規制緩和などの改革を行うというものです。 

(明日の日本を支える観光ビジョンより) 
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(2) 福井県の動き 

福井県は、平成３４年度の北陸新幹線敦賀延伸や中部縦貫自動車道の開通な

ど高速交通ネットワークの整備や平成３０年の福井しあわせ元気国体・福井し

あわせ元気大会の開催、平成３２年の東京オリンピック・パラリンピックの開

催を誘客拡大の絶好の機会と捉え、県の観光を活気ある次のステージへと引き

上げるため、平成２７年３月に福井県観光新戦略を策定しました。 

県観光新戦略では、1)極める、2)輝かせる、3)繋げる、4)伝え、動かす、5)

心をつかむ、6)世界から招く、の６つを基本戦略として、県民、民間事業者・

団体、市町、県等が一体となって、県の観光振興を総合的かつ戦略的に推進す

るとしています。特に、本市に関係するものとしては、基本戦略の2)輝かせる

の中で、伝統的工芸品の歴史や価値の発信強化、たけふまちなかの景観の整備、

たけふ菊人形の展示・祭事の拡大と情報発信の強化が記されています。 

平成３５年春の北陸新幹線南越駅(仮称)開業等を見据え、平成２８年３月に

策定した福井県高速交通開通アクション・プログラムでは、丹南エリアとして

北陸新幹線南越駅(仮称)と周辺市町、観光地との道路や公共交通ネットワーク

の整備、伝統工芸を核とした産業と観光の一体的振興が示されています。 

また、地域ならではの特色を生かし、核となる観光地を中心として、周辺の

プラス１・地恵スポットや他の観光資源を結び、一体的な魅力向上や発信力強

化を行うことで観光客の周遊・滞在を促進するため、平成２８年度から周遊・

滞在型観光推進事業に取り組むこととしています。 
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南越駅(仮称)周辺イメージ図(北陸新幹線南越駅周辺整備基本計画より) 

これは、県内を６つのエリアに分け、そのエリアごとに周遊・滞在を促進す

るため、北陸新幹線敦賀開業までの平成３４年度までの取り組みをプランとし

てまとめ、各市町等が実施する事業に対しハード、ソフト両面から支援しよう

という取り組みです。 

越前市、鯖江市、池田町、南越前町、越前町の丹南地区２市３町を周遊・滞

在型観光推進エリアとして設定し、平成２８年度においてその振興計画を策定

しており、策定にあたっては、本改定プランとの整合性を図りました。 

 

２ 市総合戦略等における観光振興施策の状況 

 

本市は、平成１８年度に「元気な自立都市 越前」の創造に向け、平成１９

年度から１０年間を期間とした総合計画を策定しました。元気な産業づくり、

元気な人づくり、快適で住みよいまちづくり、安全で安心なまちづくり、市

民が主役のまちづくりの５つを基本政策、まちづくりの柱とし、その中の元

気な産業づくりで「出会いと感動のある観光の振興」を政策として位置付け

ました。 

平成２６年７月には基本計画の見直しを行い、１．観光資源の開発、２．

越前市の魅力発信、３．受け入れ態勢の整備、４．観光イベントの充実 の

項目において、観光振興の指針を示しています。 

また、平成２７年に策定された「市総合戦略」女性が輝くモノづくりのま

ち ～子育て・教育環境日本一～ においても、越前市に関する情報の発信の

項目を立て、旅行客などの来訪を推進するなどして交流人口を拡大していく

ことを掲げています。 

現在、半世紀に一度のまちづくりを行っている本市においては、平成３５

年春開業予定の北陸新幹線南越駅(仮称)周辺の計画を示した「北陸新幹線南

越駅周辺整備基本計画(平成２７年度策定)」、伝統産業の振興等を謳った「市

工芸の里構想(平成２６

年度策定)」や「本庁舎・

今立総合支所建設基本

構想・基本計画(平成２

７年度策定)」、「越前

市武生中央公園再整備

基本計画(平成２５年度

策定)」など、観光振興

に関連する各種計画が

策定されています。 
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(国立社会保障・人口問題研究所の推計データより) 

３ 観光を取り巻く環境の変化 

 

(1) 本格的な人口減少社会の到来 

我が国は、本格的な人口減少社会を迎えています。国立社会保障・人口問題

研究所の推計では、平成２２年の１億２,８００万人の人口が、３０年間で約

２，１００万人、約１６％の人口が減少すると推計しています。 

本市の人口も、平成２２年の８万５千人が平成５２年には６万６千人になり、

３０年間で約１万９千人(約２３％)減少すると推計しています。 

 

越前市の将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

人口減少による地域経済の縮小分を補い、地域活力の維持や活性化を図るた

めには、観光による交流人口を拡大していくことが重要です。観光庁は、定住

人口が１人減少することによる経済規模の縮小は、国内の宿泊旅行者なら２６

人分、日帰り旅行者なら８３人分で補うことができると試算しています。 

観光振興は、交流人口を拡大し、地域経済の活性化につながることから、次

世代の成長分野として期待されています。観光産業は、旅行業や宿泊業、飲食

業、交通事業者といった分野だけでなく、製造業、農林水産業など幅広い分野

に関連がある裾野の広い産業であり、観光消費による地域全体への生産波及効

果や雇用創出効果が期待されています。 
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-5-



(2) 交通網の変化 

陸路においては、平成２７年３月に北陸新幹線の金沢駅が開業し、平成３５

年春には敦賀駅まで延伸が予定されており、越前市においては南越駅(仮称)

が開業予定です。平成２６年７月には、舞鶴若狭自動車道「若狭さとうみハイ

ウェイ」が全線開通しました。また、平成３４年度には中部縦貫自動車道や国

道４１７号冠山峠道路の開通が予定されており、近い将来、陸路における交通

網が大きく変化していくこととなります。 

北陸新幹線の敦賀開業により、首都圏、信越、東北など新幹線沿線地域から

観光客が訪れることが見込まれるほか、舞鶴若狭自動車道の全線開通により、

中国・四国地方など、より遠方からの観光客が増加し始めており、中部縦貫自

動車道や国道４１７号冠山峠道路の開通により、今後は、東海、中京方面から

の観光客の増加が見込まれるところです。 

一方、空路は、本県の空の玄関口と位置付けている小松空港の国際線利用者

は、年々増加傾向にあります。経済発展が著しく、今後益々海外旅行者の増加

が見込まれるアジア各国から小松空港に直行便が就航していることは、外国人

観光客を誘客する上で、重要な空港の一つです。 

 

 

(3) 観光スタイル・観光資源の変化 

価値観やライフスタイルの多様化を背景に、我が国の旅行形態は、団体旅

行から家族・友人などによる小グループや個人旅行にシフトしてきました。    
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また今では「春には花見旅行、夏にはマリンレジャー、秋には温泉、冬に

は海外旅行」と言うように個人が色々なことを楽しむというスタイルに変化

してきています。その背景には、高速交通網の充実のほか、旅行先の観光情

報の入手をはじめ、鉄道や航空機、宿泊、レストランなどの予約に至るまで、

個人がインターネットで行われるようになったということが影響しています。 

また、ブログやツイッター、フェイスブックなどのＳＮＳを通じて、旅先

での実体験を自ら情報発信することも盛んになっており、観光におけるイン

ターネットの重要性が高まっています。 

更に、従来は観光資源として取り扱われなかった地域の伝統産業や歴史資

源を産業・文化観光の旅行商品として売り出すようになってきました。自然

環境の分野においてもグリーンツーリズムやエコツーリズムなど、観光資源

としての広がりを見せるようになり、地元住人や旅行者との交流が観光商品

として取り扱われるようになってきています。 

 

越前市の観光客入込数の推移    （単位：人） 

 
(4) 外国人旅行客の増加 

平成２７年の訪日外国人旅行者数は約２，０００万人に達し、国は、外国人

旅行者数を平成３２年には４，０００万人にするという目標数値を設定し、取
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り組みを強化しています。本市においても平成３２年の東京オリンピックや平

成３５年春の北陸新幹線の敦賀延伸を控え、今後、外国人旅行客が増大してい

くことが予想され、外国人観光客に対し、市内の観光施設における無料Wi-Fi

環境整備は重要となってきます。 

 

無料Wi-Fi環境整備がされている市内の主な観光施設 

・越前和紙の里  ・万葉菊花園  ・万葉の里味真野苑 

・タケフナイフビレッジ  ・越前そばの里  ・ＪＲ武生駅 

・観光・匠の技案内所  ・蔵の辻  ・武生公会堂記念館 

・武生中央公園  ・紫式部公園  ・しきぶ温泉 湯楽里 

・金華山グリーンランド 

  特に越前和紙の里周辺の無料Wi-Fi環境を活かし、本市は、平成２８年度に

おいて多言語案内のプログラム整備に取り組んでおり、英語、中国語、韓国

語、ポルトガル語による案内システムを開発しています。 

 

 

 

 

 

-8-



越前市及び福井県における外国人宿泊数の推移 （単位：人） 

 

 

 

 

越前市における外国人宿泊者数の内訳 （単位：人） 
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(5) その他社会状況の変化や学生合宿への取り組み 

団塊の世代の大量退職が進み、観光地では、退職後の夫婦が旅行を楽しむ

姿が多く見られるようになり、旅行会社では、シニア層をターゲットにした

旅行企画の立案に取組むようになっています。市内でも夫婦がカメラを片手

にまち歩き散策する姿が見受けられます。 

また、県外の大学生や高校生が、合宿を目的に市内を訪れる機会が増えて

きています。県や各市町は、学生合宿や合宿の合間の観光地巡りに対し支援

しています。若い世代に行った旅行のリピート率は高いという統計結果もあ

り、引き続き、学生合宿の誘致に積極的に取り組む必要があります。 

 

越前市の学生合宿者数の推移   （単位：人） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
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2,000

2,500

3,000

3,500

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

延べ人泊

参加人数
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図の中の緑色の○大きさは、訪問者数の多さを表し、 

青色の線の太さは、道路の利用者数の多さを表しています。 

 

４ 丹南地域における県外観光客の特性 

 

本プランの改定と並行して策定作業を進めている丹南地域周遊・滞在型観光

推進計画において、丹南地区を訪れている県外観光客の特性について分析した

結果は、次のとおりです。 
・丹南地域を訪れる県外観光客の約７割は 40 歳以上。 

・丹南地域を訪れる県外観光客は「関西」「中京」(合計約７割)が多い。 

・丹南地域を訪れる県外観光客は、「日帰り」が約 5割以上。 

・丹南地域を訪れる県外観光客の約８割以上が「自家用車」利用。 

・丹南地域を訪れる県外観光客の旅行人数は、他地域に比べ「２人」の割合が

高い。 

・丹南地域で県外観光客が多いのは、「越前海岸」「越前そばの里」「道の駅・河

野」「越前がにミュージアム」等。 

・越前市で県外観光客が多いのは、「越前そばの里」「パピルス館」「紙の文化

博物館」等。 

越前市を訪れている観光客の周遊先 
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第２章 現観光振興プランの検証 

平成２４年度から２８年度を対象とした現観光振興プランの第６章 施策(具

体的な取り組み)では、全５３項目(うち再掲５項目)のうち、期間中に強くアク

ションを起こすものとして２１項目(うち再掲３項目)を上げています。今回改

定する観光振興プランに反映させるため、特に強くアクションを起こす取り組

みの内容を以下の通りまとめ、検証しました。なお、再掲項目については、割

愛させていただきました。 

 

１ 観光資源の開発 

(1) 歴史文化の薫り漂う観光資源の活用 

1「歩いて楽しむ」おすすめ散策コースの設定 

五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)に訴える魅力抽出を観点に歴史、

町並み、伝統産業、食などの魅力を抽出し、コースに散りばめ、ニーズ(好

みや目的、滞在時間)に合わせた具体的なモデルコースを設定する。 

①まちなか散策コース」設定 

魅力的な観光資源を歩いて楽しめる「まちなか散策コース」を設定し、

同時に受け入れ体制(武生公会堂記念館、まちなか駐車場、まちなかプラ

ザ、コース紹介、地元案内人)も整備する。 

【取り組み内容】 

越前市まちなか散策ガイドとして「むかしまちあるき」を作成するととも

に、越前府

中まちなか

博物館のガ

イドマップ

を作成し、

中心市街地

に周遊コー

スを設定し

ました。ま

たＪＲ武生

駅構内にま

ち歩きマッ

プの電飾看

板を設置しまし 

た。 

ＪＲ武生駅構内のまち歩き案内看板 
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紫式部公園 無料休憩所 藤波亭 
紫式部像 

散策コースの拡大 

上記①の取り組みを基に今立・味真野地区、白山地区などに散策コー

スを拡大していく。 

【取り組み内容】 

越前和紙の里周辺散策ガイド「むかしまちあるき」の第２弾として「今

立五箇篇＋味真野あたり」を発刊するとともに、味真野自治振興会では水

の道、歴史の道の散策コースを整備しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紫式部公園の開園３０年を迎えた平成２８年には、風雨で傷んでいた紫

式部像を創建当時の姿に修復し、紫式部公園を観光地としてＰＲするとと

もに、無料休憩所 藤波亭の紫式部紹介コーナーの充実を図りました。 

 

 

 

 

むかしまちあるき   

散策ガイドブック 

 

左：越前市まちなか  

右：越前和紙の里周辺 
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池上遼一氏のイラストによる伝統産業ＰＲポスター 

2「マンガで知る越前市の歴史」の発行 

越前市民が本市の歴史を理解し、市

民であることに誇りを持ち、その魅力

を語ることができるように、歴史的な

出来事を子どもから大人まで分かり

やすく紹介するマンガを製作する。イ

ラストは、本市ゆかりの漫画家等に依

頼する。 

【取り組み内容】 

漫画の制作は行っていませんが、本

市出身の漫画家・池上遼一氏に本市の

三つの伝統産業をＰＲするイラスト

を描写していただき、ポスターを作成

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 越の国サミット事業 

「国府が置かれたまち越前市」をキーワードに「越の国サミット」を

開催し、国府跡発見を目指す。国分寺や国分尼寺、総社、御霊神社、北

陸道など国府を物語る共通の地域資源を持っている自治体と連携し、市

民公開のシンポジウムや市民バスツアーを通して本市歴史の話題発信と

市民文化交流を実施する。 

-14-



東京港区の小学生との自然体験交流 

【取り組み内容】 

平成２５年、２７年に開催された、こしのくに国府サミットにおいて、

本市の観光パンフレット等を配布し、観光情報を提供したほか、歴史・文

化の情報発信を行いました。 

 

(2) 自然とふれあう観光の推進 

1 自然体験観光の推進 

緑豊かな自然とのふれあいは、心身のリフレッシュや癒し効果があり、

潤いのある生活に有効とされ、近年、観光素材として注目されており、

自然体験観光、グリーンツーリズムを推進する。 

①自然体験観光の推進 

観光クリ園や観光農園どんぐり山、八ツ杉千年の森、金華山グリーン

ランド、万葉菊花園等で自然環境の豊かさを体験する観光情報を発信、

推進するため、自然体験観光の総合パンフレットを作成する。 

【取り組み内容】 

各施設においてパンフレットを配布しました。 

 

②グリーンツーリズムの推進 

  本市でも里山の豊富な自然と和紙・打刃物・漆器の伝統産業に触れ合

う田舎暮らしを体験する「人と農業と伝統産業」を紡ぐグリーンツーリズ

ムが実施されている。更なる事業推進のためには、受け皿の拡充が不可欠

である。運

営者や観光

事業者と連

携し、受け

入れ態勢の

強化、拡大

を図り、広

報力を高め

て都市圏か

らの誘客を

促進する。 

【取り組み内容】 

ロハス越前と連携してホームページによる情報発信を行い、東京みなと

区民祭りで本市の観光ＰＲや特産品の販売などを行いました。 
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ご当地３大グルメ「越前おろしそば」「ボルガライス」「中華そば」 

 (3) 食文化の観光資源化 

  1 越前おろしそばの越前市ブランド化 

    ヘルシーフード「越前おろしそば」は、本市が発祥の地であることを

毎年１１月開催の「新そば祭り」を活用し強力にＰＲする。また、越前

おろしそばの市内での食べ歩きを促す。 

取組例) ・「マンガで知る越前市の歴史」に記載する。 

・そば店に観光パンフレットを置き市内回遊を促す。 

【取り組み内容】 

そば店のマップを製作、配布するとともに、市観光協会のホームページ

で店舗の紹介を行いました。また、武生麺類組合がそば祭りを開催し、越

前おろしそばが本市発祥の地であることをＰＲしました。 

ふるさと納税のお礼の品に越前おろしそばを組み込むとともに、越前そ

ばの里と連携し、越前市の観光情報の発信を行いました。 

 

2 ボルガライスの越前市ブランド化 

     ご当地グルメ「ボルガライス」は、本市が発祥の地であることを強力に 

ＰＲするため情報発信する。 

取組例) ・ボルガライス店に観光パンフレットを置き市内回遊を促す。 

【取り組み内容】 

県外イベント参加時にボルガライスの食べられるお店のマップとボルガ

ライスの食品サンプルを持参しＰＲしたほか、まちなか散策ガイドブック

でご当地グルメとして紹介し、本市が発祥の地であることをＰＲしました。 

ふるさと納税のお礼の品にボルガライスセットを組み込むとともに、各 

店舗と連携し、越前市の観光情報の発信を行いました。 

 

観光資源の開発に関する課題 

観光資源の開発については、上記の取り組みを通じ、次のような課題が

見えてきました。 

【現プランの検証により見えてきた課題】 

越前市には、歴史、文化、食に関する観光資源が多く存在しています。

しかし、越前市民がその存在を当たり前と感じているものも、他の地域の

-16-



人の目には珍しく映る場合もあります。例えば、市民が３０年以上前から

ごく普通に食べていたボルガライスは、今では、越前市のオリジナルご当

地グルメとなっています。このような視点に立つと、観光資源の発掘に対

する取り組みは不十分と言えます。 

また、越前市に存在する観光資源のみで、他の地域との差別化を図るこ

とは難しいのが現実です。丹南地域など県内他市町の自然や伝統産業、食

といった観光資源と連携することで情報発信力が強化され、魅力も強化さ

れると考えられます。 

 

【環境の変化から見えてきた課題】 

越前市は国府に裏打ちされた歴史や文化、伝統産業が集積しているとい

う特徴があります。最近、歴史や文化を観光に活用しようとする動きが全

国的に見られ、世界遺産や日本遺産の登録に向けた動きも活発になってき

ています。 

しかし、これらの資源を観光素材としてしっかり定着させていくために

は、歴史や文化を活かした仕掛けや仕組みづくりが重要となってきます。

今一度、本市の歴史や文化資源を見直し、観光客を呼び寄せられるまでに

魅力あるものに仕立てていく必要があります。 

 

↓ 

 

上記の課題対策として「観光資源の磨き上げ」に取組む。 

 

 

２ 越前市の魅力発信 

(1) 観光情報発信機能の強化 

1 スマートフォンを活用した情報提供 

    利用者数が急増しているスマートフォンへの情報提供ができる仕組み

を作り、観光情報発信機能を強化する。 

取組例) ・ポスターに「検索キーワード」を掲載する。 

      ・イベントや食などを中心に観光情報を発信する。 

・観光アプリ、Wi-Fi(無線 LAN)を整備する。 

観光アプリの整備は、コンテスト方式を検討する。 

【取り組み内容】 

たけふ菊人形のポスター、パンフレットやポケットティッシュなど各

印刷物作成時には、検索キーワードを掲載し、観光情報発信機能を強化
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えっちゃん きくりん 

しました。 

一般の方が、越前市の観光要所を紹介する観光アプリ「越前市の観光

要所ギャラリー」を作成し、市ホームページ上に公開しました。また、

平成２７年度には紫式部公園、万葉の里味真野苑無料休憩所「万葉庵」、

和紙の里に無料 Wi-Fi 設備を整備しました。 

 

2 市のマスコットキャラクターの活用 

本市のマスコットキャラクター「式部ちゃん」「小次郎くん」「えっち

ゃん」「きくりん」を活用し市のイメージをＰＲする。 

取組例) ・名刺、封筒などの印刷物に積極的に活用する。 

     ・イベント等で積極的に活用する 

     ・企業製品に利用してもらう。 

【取り組み内容】 

市職員が名刺作成などの際にマスコットキャラクターを使用できるよ

う、画像データをアップし、活用促進を図りました。 

たけふ菊人形のマスコットキャラクター「きくりん」については、福井

元気国体の越前市開催種目をＰＲするため、競技種目のイラストを作成し

たり、武生商店街連合会のポイントカード「スマイリーカード」にイラス

トを使用するほか、市内の企業から、食品、衣料品、小物など様々な分野

でイラストの使用申請を受けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 北陸新幹線金沢開業、舞鶴若狭自動車道全線開通への対応 

       平成２６年度に北陸新幹線金沢開業、舞鶴若狭自動車道の全線開通が

予定されているため、観光客が本市まで足を伸ばすよう誘致活動を行う。 

取組例) ・芦原温泉、加賀温泉との連携を強化し、たけふ菊人形などを積

極的に売込む。 

・金沢周辺の旅行業者へ本市の観光企画を依頼する。 

・関西以西への情報発信を強化する。 
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【取り組み内容】 

芦原温泉及び加賀温泉の温泉旅館にたけふ菊人形のパンフレットや入

場割引券を設置し、宿泊客へ配布してもらいました。 

舞鶴若狭自動車道の全線開通を受け、神戸地方や三方五湖のサービスエ

リアなどでたけふ菊人形のＰＲを行うとともに、県若狭湾観光連盟と連携

し、観光客の誘致活動に取り組みました。 

北陸新幹線金沢開業に伴い、金沢駅での宣伝活動を積極的に行うととも

に、新たに新潟、長野方面への情報発信を行いました。特に平成２７年度

にＪＲ各社と北陸三県が実施した北陸デスティネーションキャンペーン

では、本市の伝統産業を核に観光客の誘致活動を行いました。 

 

越前市の魅力発信に関する課題 

越前市の魅力発信については、上記の取り組みを通じ、次のような課題

が見えてきました。 

【現プランの検証により見えてきた課題】 

越前市観光協会の創設により情報発信機能は強化されてきていますが、

平成３５年春の北陸新幹線南越駅(仮称)開業に向け、更なる情報発信の取

組を更に強化する必要があります。それぞれの観光資源の磨き上げを行っ

ていくことで、これまで以上に本市の魅力を発信し、誘客に結びつけてい

く必要があります。 

 

【環境の変化から見えてきた課題】 

観光情報を収集しようとする際、従前は目的地のパンフレットを入手し

たり、観光情報雑誌を購入したりするというものでしたが、今では、イン

ターネットを介し情報収集するケースがとても多くなってきています。特

に宿泊などの施設予約においても今やインターネット予約が主流となり、

受け手側もそのような体制をしっかりと整えていく必要があります。 

今後はＳＮＳなどを活用した電子媒体での観光情報発進を念頭に置き、

素早くタイムリーな情報発信が重要となってきます。新たな観光客の誘致

に結び付けていくためには、従前の紙ベースの情報発信から電子媒体へ切

り替えも必要です。 

 

↓ 

 

上記の課題対策として「情報発信力の更なる強化」に取組む。 
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手仕事のまち歩きツアー風景 

３ 受け入れ態勢の整備 

(2) 温かく迎える仕組みづくり 

1 本市の観光資源を解説する小冊子の制作 

市民が本市の観光資源を再認識し、観光客に紹介、説明できるよう、

簡易な小冊子を制作する。 

【取り組み内容】 

越前市まちなか散策ガイドとして「むかしまちあるき」を作成するとと

もに、越前府中まちなか博物館のガイドマップを制作し、中心市街地に周

遊コースを設定しました。また、越前和紙の里周辺散策ガイド「むかしま

ちあるき」の第２弾として「今立五箇篇＋味真野あたり」を発刊しました。 

 

2 おもてなしの推進 

      観光客が最も喜ぶのは、訪れた先の親切、おもてなしであることから、

研修会等を通してその推進を図る。スキルアップと同時に観光客を迎え

る心(マインド)の醸成を図る。 

取組例) ・観光関連事業者を対象とした接遇研修会等の開催 

・市民を対象としたおもてなし研修会の開催 

・おもてなしの店(トイレ、休憩所)の拡充と周知 

・店舗や寺院などに観光客に説明してもらうよう依頼 

 

【取り組み内容】 

観光客が気軽に休憩やトイレを借りることができるようにするため、商

業者が店舗の改装を行う際、市は補助金を交付して支援しています。この

おもてなしの店の制度ＰＲにより、休憩所やトイレの設置などの店舗改装

が進みました。 

また「てらたび」と題し、寺院

の住職が案内役となって路地裏

を歩く観光ツアーを企画したり、

「手仕事のまち歩きツアー」と題

し、古いまちちなみを散策しなが

ら越前和紙の伝統工芸士から説

明を受けるツアーや越前箪笥の

制作者から説明を受けるツアー、

酒蔵のご主人から説明を受ける

ツアーなどを企画、実施しました。 
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(3) 観光関係団体のネットワークの整備と観光ボランティアガイドの養成 

1 総合的組織づくりの検討と観光関係機関連携強化 

① 組織づくりの検討 

       本市の観光事業を十分に推進するため、武生商工会議所や市商工会、

市内各地域に存する観光団体、地区自治振興会等とコンセンサスを得

ながら市全域の観光資源の開発・調整・情報発信を総合的に担う組織

づくりを検討する。 

② 観光関係機関連携強化 

       地域の観光協会、観光関係施設と連携を強化し、ネットワーク化を図

る。 

【取り組み内容】 

越前市観光協会を設立し、地域の観光協会、観光関係施設とネットワ

ークを図りました。 

  

2 観光ボランティアガイドの育成強化とネットワーク化 

観光ボランティアガイドの養成等を計画的に行うために観光協会等

と連携し育成強化を図ると同時に、市内の観光ボランティアガイドをネ

ットワーク化し全市的に観光案内ができる体制を整える。 

取組例) ・市民対象の歴史散策ツアーを定期的に開催する。 

【取り組み内容】 

観光ボランティアガイドは高齢化し、減少傾向にありますが、育成、強

化を図るため、県内外の研修会に参加しました。また「てらたび」と題し、

寺院の住職が案内役となって路地裏を歩く観光ツアーを企画したり、「手仕

事のまち歩きツアー」と題し、古いまちちなみを散策しながら越前和紙の

伝統工芸士から説明を受けるツアーや越前箪笥の制作者から説明を受ける

ツアー、酒蔵のご主人から説明を受けるツアーなどを企画しました。 

 

受け入れ態勢の整備に関する課題 

受け入れ態勢の整備については、上記の取り組みを通じ、次のような課

題が見えてきました。 

【現プランの検証により見えてきた課題】 

   観光ボランティアガイドの人材発掘や、市、観光協会と民間事業者との

連携強化を図っていく必要があります。 

 

【環境の変化から見えてきた課題】 

平成３５年春に開業が予定されている北陸新幹線南越駅(仮称)や中部縦
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第 65回たけふ菊人形 会場風景 

貫自動車、冠山峠道路の開通など、周辺の交通網が大きく変化することか

ら、新たな観光客の流入が見込まれます。市内の観光地、施設は各地に点

在しており、それらを回遊してもらうためには、二次交通や誘導サインの

整備が必要です。 

また、今後増大が予想される外国人旅行客向けの情報発信や外国人旅行

客向けの受け入れ態勢の整備について、充実していく必要があります。 

 

↓ 

 

上記の課題対策として「二次交通、インバウンド対策」に取組む。 

 

 

４ 観光イベントの充実 

(1) たけふ菊人形の振興と他の観光との連携 

    1 たけふ菊人形を核に「北陸の秋は越前市」を演出 

たけふ菊人形は、長い歴史に裏打ちされたオンリーワン的イベントで、

更に充実、発展させる。また、菊人形と開催時期が重なっている次のイ

ベント等と連携を深め市内への回遊性を高める。 

    ・源氏物語アカデミー ・健康ウォーク ・菊花マラソン 

    ・食育フェア ・武生公会堂記念館 ・まちなかイベント 

【取り組み内容】 

たけふ菊人形と他のイベントが連携し、菊人形入場券の半券提示で武生

公会堂記念館の特別展を無料とする取り組みや、ちひろの生まれた家の

入館料の割引などを実施しました。また、菊花マラソン参加者は菊人形

の入場料を割引し、菊人形会期中に源氏物語アカデミーを開催してもら

うことで相乗効果を得るとともに、まちなかの店舗と連携し平成２８年

度の「あんこグランプリ」などにより、市内の回遊性を高める取り組み

を行いました。また平成２８年度は、第６５回記念として、中学生以下

の菊人形入場料とＯＳＫレビューショー観劇料を無料にしました。 

-22-



昭和の花嫁行列 

ごぼう講 蓬莱祀 

(2) まちなかの賑わい創出 

まちなかで開催されるイベントの支援 

蔵の辻やその周辺で開催されるイベントを積極的に支援し、まちなか

の賑わい創出で交流人口を増やし経済効果につなげる。 

取組例) ・壱の市、参の市は、まちなか賑わい創出のシンボル的なイベ

ントとなっており、事業継続を図る。 

           ・たけふきものがたりや昭和の花嫁行列など市民主導のイベン

トをサポートする。 

【取り組み内容】 

蔵の辻の賑わい市は、地域おこし協力隊が企画し、まちづくり武生㈱が

事業支援するとともに、昭和の花嫁行列などの市民イベントについてもま

ちづくり武生㈱が積極的に支援しました。 

 

 

(3) 地域資源を生かした観光の推進 

文化財を観光資源として活用 

本市の文化財を観光資源として活用し誘客につなげるため、各行事実

施者、文化財の管理者、武生公会堂記念館等と連携し、見学の可否情報

など情報発信に努める。 

【取り組み内容】 

ごぼう講や蓬

莱祀など伝統行

事の情報を報道

機関や雑誌など

各メディアに発

信するとともに

見学ツアーを実

施しました。 

賑わい市(蔵の辻) 
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神と紙のまつり 

(4) イベント相互連携による観光振興 

各種まつり等との連携 

① 越前市サマーフェスティバル 

      市民参加の夏まつりとして、また、お盆に帰省する人たちも楽しめる

イベントとして、内容の充実を図る。 

・ふるさと踊り ・OMO ッ SE まつり ・花火大会 

・お笑いつるつるイッパイ!! 

② 各種まつり(イベント) 

     市民が参加し四季折々に開催されるま

つりについて、実施団体と連携し、広報

活動、回遊バスなどを通して支援する。 

・はながたみまつり ・安養寺桜まつり 

・式部とふじまつり ・鬼ヶ岳火祭り 

・あじまの万葉まつり ・神と紙のまつり 

・花筐もみじまつりなど 

【取り組み内容】 

春、秋の各イベントが開催される時期に無料回遊バスを運行し、イベン

ト会場の周遊を促進しました。 

 

観光イベントの充実に関する課題 

観光イベントの充実については、上記の取り組みを通じ、次のような課

題が見えてきました。 

【現プランの検証により見えてきた課題】 

イベントの単発実施では、情報発信力や集客力に欠けているため、たけ

ふ菊人形や各地で開催される観光イベント間の更なる連携が必要です。 

 

【環境の変化から見えてきた課題】 

たけふ菊人形の会場である武生中央公園に、平成２９年度、新たに市民

の広場として、大型の遊戯施設が整備されることから、会場レイアウトな

どイベントの見直しが必要です。また、今後整備される施設における新た

な交流イベントの企画を行っていく必要があります。 

 

↓ 

 

上記の課題対策として「たけふ菊人形事業の見直し」に取組む。 
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第３章 越前市の観光コンセプト 

本格的な少子・高齢化による人口減少社会を迎え、地域活力の維持や活性化

を図っていくためには、交流人口の拡大が重要と言われています。平成３５年

春には北陸新幹線南越駅(仮称)の開業が予定されており、この開業までの６年

間を越前市を売り出す絶好の機会としてとらえ、地域の観光資源を磨き上げ、

これまで以上に観光プロモーションを推進する必要があります。 
現在、越前市に来られる観光客の方多くは、別の市町にある有名観光地へ行

ったついでに立ち寄るという、いわゆる「立寄型」が多いというアンケート結

果があります。そこで、北陸新幹線の南越駅(仮称)が開通するまでに越前市の

どこへ行き、何々がしたいと思っていただけるよう「目的型」となるような取

り組みが必要です。 

 
観光の観点から、越前の強みや弱みをＳＷＯＴ分析してみました。 

内
部
要
因 

Ｓ 強み Ｗ 弱み 

・伝統工芸品が集積 

・産業が盛ん 

・丹南の玄関口 

・北陸自動車道、武生 IC 

・古い町並み 

・観光都市ではない 

・食、宿泊が弱い 

・認知度が低い、PR が少ない 

・観光に対する市民意識が低い 

・二次交通網が弱い 

外
部
要
因 

Ｏ 機会 Ｔ 脅威 

・北陸新幹線開業、延伸 

・福井国体 

・東京五輪 

・金沢から新幹線で 30 分以内 

・舞若道の開通、中部縦貫道の

整備 

・他の観光地との競争激化 

・JR 在来線の３セク化 

・高速交通網の発達による観光客

の通過 

・大都市への消費人口の流失 

・若者が流出している 

 
越前市を端的に表す言葉としては「製造業などの産業が盛んなモノづくりの

まちで、伝統産業が集積している」と言えます。では、本市の観光を推進する

上で、説得力ある観光・地域資源＝強みはとは、何でしょうか。 

伝統産業や先端産業に代表される「産業文化」、3大地元グルメなどの「食文

化」、菊人形や菊栽培と言った「観光文化」があり、これらの文化を包括的に象

徴する言葉として「手仕事」を導き出しました。この言葉のイメージは、やさ

しさ、あたたかさ、丁寧さ、誠実さ、独自性、上質さなどの良好なイメージを

合わせ持っています。 
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以上のことからコンセプトとして「手仕事のまち」というフレーズを導き、

本市の強みである「手仕事」の独自性を高め、全国そして世界へ向け発信でき

るという自信を込めて「ニッポンの越前市」というフレーズを導き、結果とし

て、本市の観光コンセプトを、 

「手仕事のまち、ニッポンの越前市」 
とすることとしました。 

 

 

 なお、コンセプトは越前市の観光振興における施策を貫く概念として設定す

るものです。「手仕事のまち、ニッポンの越前市」というコンセプトを今後、

市民や県民に浸透させていくため、ロゴなどを活用し、意識醸成を図ります。

さらに今後は、このコンセプトに基づくキャッチフレーズを作成するなどし、

観光ポスターや観光パンフレット、ホームページなどに掲載してＰＲしていき

ます。 
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第４章 観光振興に向けた新戦略 

越前市を観光で訪れてみたくなるまちとするための戦略として、次の３つの

視点をテーマとして設定しました。 
 

本市の魅力をどのように推進していくかという視点から 
 「日常的な地域の事象を独自の観光資源として磨き上げていく」 

 
 
 

本市を訪れる来訪者を受け入れるかという視点から 
「観光施設への行き来や案内の充実を図っていく」 

 
 
 

近隣地域と連携し、観光振興を促進するという視点から 
「近隣・関係の観光施設への周遊・滞在で連携を図っていく」 

    
 
 
以上のようなテーマを、越前市観光振興の柱として設定し、「行きたくなるま

ち」とするために戦略的に推進していきます。 
 
 
 

 (一社)越前市観光協会の活動強化  

 
これまで、本市の観光情報発信は、平成２５年度に設立した越前市観光

協会を中心に行ってきました。観光協会の次のステップとして、本市への

誘客に対する取り組みを積極的に行っていく必要があります。観光協会で

は、このプランの策定中、「手仕事のまち歩き」と題し、伝統工芸などの

ものづくりの仕事場を歩いてまわるツアーを実施しました。このような取

り組みを今後より一層拡大し、本市の魅力発信と共に誘客活動に取り組ん

でいくことが重要です。 
 

 

（２）利便性の向上 

（３）広域連携の推進 

（１）手仕事を体感する 
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越前和紙の産地マップ 

第５章 観光振興の推進に向け具体的な取り組み 

 

１ 手仕事を体感する 

市内には、越前和紙・越前打刃物・越前箪笥の 3つの伝統的工芸品があり

先端産業においても世界から注目される製造技術を持つ企業が集積している

という特徴があります。 

 

(1) 越前和紙 

越前和紙は、１，５００年の長い歴史を有し、全国で唯一、紙の神様「川上

御前」を祀っている大瀧神社の社殿は、国指定重要文化財に指定されています。 

越前和紙の里周辺には年間１５万人が訪れており、越前市における主要な観

光地の一つです。平成２９年には、紙の文化博物館がリニューアルオープンし、

重要文化財に指定された和紙道具や越前和紙を使った有名芸術家の作品を展

示するほか、周辺の観光情報の発信拠点機能を持たせます。 

また、平成３０年には大瀧神社の１，３００年祭の開催が予定されています。 

市や県は、和紙の産地マップを作成し、周辺の散策コースや見学できる工房

を支援しながら紹介していますが、和紙の里周辺の地域のまちなみや大瀧神

社などの連携が不十分であり、観光地としてこれらの資源が活かしきれてい

ないという状況にあります。 
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むかしまちあるき 

  パンフレット 

具体的な取り組み事例、案 

○リニューアルオープンする紙の文化博物館を、和紙文化の発信拠点とする

ため、越前和紙を用いた現代の様々なアーティストの作品の展示や、重要

文化財に指定された越前和紙の製造道具の展示を行っていくとともに、市

民や観光客が利用できるラウンジ空間を設けます。 

○紙漉き体験を売りにしていくのではなく、工房の見える化による「生産現

場の見学」や五箇地区や大瀧神社などの「まちなみの散策」など紙漉き以

外の魅力を観光客に伝えられるような体験メニューを開発します。 

○タケフナイフビレッジなど、味真野地区や今立地区の歴史文化、周辺のま

ちなみと連携を図り、レンタサイクル等を活用した観光ルートの整備を図

ります。 
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パピルス館での越前和紙の手すき体験 

タケフナイフビレッジ作業風景 

○市や民間企業が、越前和紙で作成した名刺などを積極的に活用することで、

越前和紙のＰＲを図っていきま

す。 

○人生の節目である卒業、結婚など

のイベントにおいて越前和紙を

使用した商品の開発を進めます。 

(例) 婚姻届や結婚式場でのウェ

ルカムボードを越前和紙で作成

する。 

(例) 手漉き和紙で卒業証書を自

作する教育旅行を誘致する。 

 

(2) 越前打刃物 

越前打刃物の生産拠点は、市東部のタケフナイフビレッジと市西部の越前打

刃物協同組合の２カ所があります。 

市東部のタケフナイフビレッジ

は、鋼の叩きから、焼入れ、研ぎま

で一連の越前打刃物の製造工程を

見ることができる既存の民間施設

で、ここでの体験の特徴は、越前打

刃物を製作することに特化してい

ます。 

一方市西部には、越前打刃物を実

際に使い、その切れ味を体験しても

らい、歴史を学ぶ施設を新たに整備します。この施設では、越前打刃物を実際

に使用している有名シェフを招いた料理体験ツアーの企画を検討し、観光誘客

や土産品などの販売促進に結び付けます。また、周辺の１１軒の刃物工房では、

切れ味を導くための優れた技術を見ていただきます。 

 

具体的な取り組み事例、案 

○越前打刃物を実際に使用している有名シェフを招いた料理体験ツアーの企

画を検討し、観光誘客や土産品などの販売促進に結び付けます。 

【越前打刃物協同組合】 

○味真野地区や今立地区の歴史文化や周辺の自然環境を活かした取組などと

連携を図りレンタサイクル等を活用した観光ルートの整備を図ります。 

【タケフナイフビレッジ】 
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越前打刃物の産地マップ 

○現在実施している打刃物製作体験メニューに加え、結婚式での夫から妻へ

の贈り物として人気がある自作の包丁プレゼントなど、メモリアル・プレ

ゼントの製作体験などの充実を図り、結婚雑誌等へ売り込みを行います。 

【タケフナイフビレッジ】 

 

(3) 越前箪笥 

越前箪笥は、平成２５年に国の伝統的工芸品の指定を受け、タンス町通り

の名のとおり、展示会場の多くは、タンス町通りに集積しています。しかし、

その認知度は低く、観光客の受け入れ態勢も整えられていません。 

 

具体的な取り組み事例、案 

○全国的にも珍しい「タンス町通り」を活かし、越前箪笥(指物)の展示場、

ショールームとしてのまちづくりを進めるため、建物前面の景観・しつら

えを見直すとともに、ギャラリー空間のリニューアルを図ります。 

また、通りの魅力を高めるため、街なみ景観の魅力を高める整備を行うと

ともにクラフト・ギャラリーやショップ、飲食店などを増やしていく取り

組みを行います。 

○市内外の子どもが、タンス職人とともにモノづくりの体験を通して木のぬ
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越前箪笥 

越前箪笥の産地マップ 

くもりを感じられるような取り組みを行います。 

(例) 八ッ杉千年の森において、伝統工芸士が木のふれあい体験コースの講

師をする。 

(例) 卒業証書や賞状を展示する木枠の製作体験コースを設定する。 

○越前箪笥の飾り金具の特徴の一つである、ハート形の猪目を活かし、若者

にも受け入れられやすい木工商品の開発を行い、結婚式のギフトとして、

結婚雑誌等に取り上げてもらうよう働きかけていきます。  

○旅行会社とタイアップし、越前箪笥の産地見学、体験と、越前の食を組み

合わせたモニターツアーを造成します。 
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タンス町界隈のまちづくりイメージ例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡 例 

箪笥店 

飲食店 

街なみ景観の魅力向上 

越前箪笥祭りを開催し、 
関心のある層を呼び込む 

箪笥カフェ等での情報発信に 
より通り以外の箪笥店へ誘導する 

店舗の前面、ギャラリー空間のリニューアル 
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(4) 伝統産業と先端産業 

本市には、越前和紙、越前打刃物、越前箪笥の３つの伝統的工芸品があり、

さらに隣接する市町には越前漆器、越前焼の産地もあり、直線距離で１０ｋ

ｍの距離に５つの越前ブランドの伝統的工芸品が集積しています。 

市内の先端産業においては、高い技術力により製造されたオンリーワンの

商品が数多くありますが、充分には知れ渡っていない状況です。 

 

具体的な取り組み事例、案 

○少人数で実施できる紙漉き、そば打ち、打刃物製作などの体験コースを整

備し、県や近隣の市町と連携し教育旅行の誘致を図ります。 

○平成２８年度から市観光協会が始めた、「手仕事のまちあるき」を充実し、、

実際に体感できるツアーの企画により、新たな客層を呼び込み越前市の魅

力を伝えていきます。 

○モノづくりの技術が集積しているという特性を活かし、全国の大学、専門

学校の学生やゼミの教授が興味を持ってもらえるような仕掛けづくりを行

います。 

○観光客向けに、各産業の歴史や特徴、使用方法が分かるような動画コンテ

ンツを整備し市や各産地協同組合のホームページなどで、情報発信します。 

○市内の製造工場に対し、市民や観光客が見学できるよう、工場見学の実施

に向け協力を求めるとともに、観光客へのおもてなし力の向上を図ります。 

○地元の子ども達に、自動車や携帯電話の部品などの身近なものが越前市で

生産されていることを伝え、地元に誇りと愛着を持ってもらえるような取

り組みを行います。 

 

(5) たけふ菊人形 

昭和２７年に始まり、６５回以上の歴史を有するたけふ菊人形は、西日本

最大規模の菊人形として、市民はもとより周辺の県民にも定着している本市

の一大観光イベントです。平成２９年夏に菊人形会場に隣接し、完成予定の

かこさとし氏監修の「市民の広場」を活用し、ご家族連れが楽しめるよう、

様々な企画を行っていきます。特に、菊人形会場のレイアウトが大きく変更

することから料金体系を含め、たけふ菊人形事業の総合的な見直しが必要と

なります。 

菊人形開催期間中は、新たに完成する体育館など周辺施設を活用したイベ

ントとの連携による誘客の相乗効果を図るとともに、市内の観光地と連携し、

周遊できる仕掛けづくりを行っていきます。 
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継体大王と照日の前の銅像 

具体的な取り組み事例、案 

○隣接する市民の広場と菊人形会場との一体感の醸成により、誘客効果を高

めるとともに遊具の活用、イベントの実施により、子ども連れのファミリ

ー層をターゲットに誘客に取組んでいきます。 

○菊人形プレオープンとして、菊人形の会期前から遊具を運行させることで

子どもたちが何度でも菊人形会場に足を運んでいただけるようにします。 

 

(6) 万葉の里「恋のパワースポット」事業 

市東部の味真野地区には、継体大王と照日の前の恋にまつわる謡曲「花筐」

や味真野に流された中臣宅守と都に残された狭野弟上娘子の間で詠まれた６

３首の相聞歌が万葉集に残され

ているなど、恋愛に関する伝説

や史実が存在します。また、恋

の神様「味真野神社」が隣接し、

周辺には、安産祈願で有名な「子

安観音」、織物の神様「朽飯神

社」、通称猫寺「御誕生寺」な

ど、特徴のある社寺があります。

しかし、これらの素材が十分に

生かし切れておらず、観光客の

誘客に結び付いていません。 

 

具体的な取り組み事例、案 

○恋をキーワードに様々な仕掛け、切り口で、誘客を図ります。 

(例) 遠距離恋愛成就…ハート形など特徴的な郵便ポストや特別な消印、恋

にまつわる切手、越前和紙の便箋、封筒で恋文など 

恋愛成就…味真野神社の恋愛成就お守り、朽飯神社で細幅グッズによ 

る縁「結び」、恋愛成就花木の植樹、猫寺で縁結びなど 

恋関連グッズ開発…恋(濃)茶団子、万葉恋占いおみくじ(味真野神社)、

越前和紙で婚礼用「コサージュ」作りなど 

○丹南地域のほかの市町に存在する恋のパワースポットや近隣の御誕生寺と

連携し、周遊ルートをＰＲします。 

○万葉ロマンを彷彿させるイラストや恋愛ストーリーを題材にした作品の製

作をふるさと大使に依頼しＰＲを図ります。 

○万葉集ゆかりの地である富山県高岡市などと連携し、万葉関連資料を展示

するなどして魅力向上を図ります。 
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ちひろの生まれた家の展示室(平成 28年度オープン) 

福井鉄道 北府駅の風景 

(7) まちなか周遊観光事業 

本市の中心市街地には、ちひろの生まれた家記念館やかこさとしふるさと絵

本館といった本市出身の絵本作家にちなんだ施設があります。平成２９年には、

武生中央公園にかこさとし氏の監修による広場が整備され、平成３０年には、

いわさきちひろ生誕100年を迎えます。 

 

具体的な取り組み事例、案 

○絵本作家のかこさとし氏監修の武生中央公園「市民の広場」、かこさとしふ

るさと絵本館、ちひろの生まれた家記念館、市内の寺・神社といった街中

の資源を活かし、徒歩やレンタサイクルなどでまちなかを散策してもらう

仕掛けづくりを行います。 

(例) からすのパン屋さんに 

 ちなんだパン屋の誘致 

(例) 寺社仏閣に保管されて 

いる仏像や六道絵の見 

学ツアー 

○平成３０年のいわさきちひ

ろの生誕１００年に向け、ち

ひろの生まれた家記念館の充

実を図ります。 

 

(8) 北府駅鉄道ミュージアム事業 

子ども達が将来、就きたい職業の一つとして「電車の運転手」は高い人気

があり、北陸新幹線開業効果もあって、鉄道への関心が高まってきています。

福井鉄道北府駅では、貴重な２００形車両を保存、活用していく計画があり、

観光素材として活用していくことが望まれています。 

 

具体的な取り組み事例、案 

○鉄道ファンなどの観光客を呼び込むため、レトロな雰囲気の福井鉄道・北 

府駅の特徴を活かしつつ、

２００形車両を保存、展

示する鉄道ミュージアム

等を整備します。 
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越前がにパンフレット 

(平成 28年度新規作成) 

越前おろしそば 

○各種イベントが開催できるよう、北府駅の周辺に広場を整備するとともに、

北府駅を愛する会などと連携し、イベントの企画を検討していきます。 

○車掌体験や制服試着、運転体験などを企画します。 

 

(9) 越前市ならではの食の活用、ＰＲ事業 

越前市を代表する食として、越前おろしそば、ボルガライス、中華そばな

どがありますが、全体的に食のイメージが弱いのが実態です。しかし、有機

栽培の原料を使用した味噌づくりなど、新たな取り組みによる食の開発も見

られるようになってきています。 

 

具体的な取り組み事例、案 

○そばを食べる人が、お店で越前打刃

物を使って自分で葱を刻んだり、大

根をおろすなど、食材を自分自身で

準備することなどお店で体験できる

メニューを開発していきます。また、

そば畑見学、そばの実摘み、そば粉

を挽く、実際に手打ちそば作るなど

のモニター体験ツアーを造成します。 

○越前おろしそばのいわれなど、食文化を伝える人材の育成を図ります。 

○福井県の新そばは、秋から冬が定番となっていますが、７月に食べられる

夏の新そばについても、売り込みを行っていきます。 

○伝統的な工法で制作している有機味噌を活

用した料理や蔵元による味噌づくり工房に

おいて製造過程を説明します。 

○ボルガライスやたけふ駅前中華そばについ

ても、越前市のご当地グルメとして、ホーム

ページやＳＮＳでさらなる情報発信を行っ

ていきます。 

○冬の味覚の王様と言われる「越前がに」。毎

年、県外から多くの観光客が越前がにを求め

来県されます。市内でも越前がにが食べられ

るお店はたくさんあります。観光協会と連携

し、越前がにが食べられるお店をＰＲし、あ

わせて、まちなかにある料亭文化を広め、誘

客増に努めます。(平成２８年度着手済) 
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北陸新幹線 

(10) 北陸新幹線南越駅(仮称)周辺「道の駅」整備事業 

平成３５年春、北陸自動車道の武生インターチェンジ近くに、北陸新幹線南

越駅(仮称)が開業することで、周辺の高速交通体系が大きく変化し、交流人口

の拡大に大きな効果をもたらし、年

間を通して丹南エリアの観光客の玄

関口となっていくものと思われます。 

南越駅(仮称)周辺には、丹南地域

における交流促進の起点として、地

域全体の情報発信拠点や物販、飲食

などを行う施設として道の駅を整備

する予定です。                  

 

具体的な取り組み事例、案 

○道の駅の機能イメージは、次のとおりです。 

1)地域の価値や魅力を向上させるゲートウェイ施設…道路情報や観光情報

の案内窓口、地域のイベントなどの情報案内、休憩場所やトイレの提供 

2)匠の技にふれあえる伝統産業交流施設…伝統産業製品を活用して制作し

たアーティスト作品の展示、製作体験イベント 

3)物販施設…伝統産業製品や地域の特産物や加工品、土産品などを購入でき

る施設 

4)飲食施設…地域の食材や加工品を味わうことで丹南の食の魅力を体感で

きる施設 

5)多目的広場(屋外)…地域のイベントを開催する多目的広場 

6)修景施設(屋外)…来訪者が季節や自然を感じられる散策空間など 

7)駐車施設…国道８号の交通量や南越駅(仮称)利用者推計の端末交通手段

構成等に基づき、小型車96台、大型車25台の駐車スペースを確保予定 

 

(11) 祭り 

毎年、お盆に開催されるサマーフェスティバルは、本市の帰省客を含め、

多くの観光客に楽しんでいただいています。特に、１５日に日野川河川敷で

開催する花火大会は、打ち上げ場所から近い距離で見られることや山に反響

する迫力ある音が好評で、毎年多くの方が観覧に来られています。平成２６

年から始めた有料席については、その多くは県外からの観光客が購入される

という人気ぶりで、近年、見たい花火のサイトでも上位にランキングされる

ようになってきました。今後は、より集客力を高め、大勢見ていただけるよ

うにしていくために、更なる情報発信の取組が必要です。 
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また、市内の各地には、昔から伝わるユニークな奇祭が今も受け継がれて

います。これを観光素材として活用していきます。 

 

具体的な取り組み事例、案 

○サマーフェスティバルの花火大会が更に誘客力を高めるため、企画段階の

審査を充実し、斬新な花火を数多く打ち上げ、情報発信を強化することで、

観光客の増加を図ります。 

○市内各地で開催されている奇祭の歴史、背景などを紹介し、観光客が見学、

参加できるよう仕掛けを行い、魅力度アップにつなげていきます。 

 

(12) 教育旅行の誘致 

教育旅行の代表である修学旅行においては、定番の京都、東京が外国人観

光客の増加により宿が確保しにくい状況となっています。また、学校側は、

課題解決型の教育旅行を求めるようになっており、北陸新幹線の開業以後は、

北陸地方に目を向けられるようになってきているものの、本市には、大人数

を受け入れられる施設や宿泊先がないという状況にあります。 

 

具体的な取り組み事例、案 

○教育旅行のメニューとして、卒業証書の紙すき体験のほか、農業体験を絡

めたグリーンツーリズムや本市の山や川などの自然を活用した自然ツーリ

ズムのメニュー化を図ります。さらに、地域の人との触れ合いを通して、

本市の歴史、文化に触れてもらい、学びの旅行を特徴として、教育旅行の

誘致を図ります。 

 

(13) 自然を活用した観光客の誘致 

近年の登山ブームにより、本市の日野山や鬼ケ岳に対する問い合わせが増

加しています。また、ロハス越前を中心に取り組まれているグリーンツーリ

ズムや市西部地区のコウノトリに関する取り組みなど、自然を活かした取り

組みの注目が高まってきています。 

 

具体的な取り組み事例、案 

○日野山の荒谷登山口のトイレ、鬼ケ岳登山者に使用されている大虫の滝の

トイレは、いずれも汲み取り式トイレのため、水洗化により利便性の向上

を図ります。 

○グリーンツーリズムについては、農家体験メニューを打ち出すことで他の

地域との差別化を図り、誘客のためのＰＲを進めます。 
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市民バス「のろっさ」 

２ 利便性の向上 

現在、本市の観光客の多くは、自動車を利用されていますが、平成３５年春

の北陸新幹線南越駅(仮称)開業以後は、ＪＲを活用した観光客の訪問が増加す

ると想定されます。ついては、二次交通や外国人観光客の対応など、受入れ環

境の整備が重要となってきます。 

 

(1) 二次交通 

現在、本市を訪問されている観光客の８５％が自動車を利用されているた

め、二次交通の利用は少ない状況です。レンタサイクルは、観光・匠の技案

内所、パピルス館、万葉菊花園の３カ所に設置していますが、その利用の中

心は、ＪＲ武生駅前の観光・匠の技案内所で、利用者の中心はビジネス客で

す。ＪＲ武生駅前にあるレンタカー会社によると、利用者の傾向は、レンタ

サイクルと同様とのことです。 

  市内の観光施設からは、二次交

通の充実を求める声があります。

特に路線バスや市民バスは本数が

少なく、土、日には更に運行本数

を減少している便もあります。ま

た路線バスや市民バスは、市民生

活に主眼をおいているため、観光

客が利用しづらいということがあ

ります。 

 

具体的な取り組み事例、案 

○新たに整備される北陸新幹線南越駅(仮称)は交通の結節点となることから、

南越駅(仮称)にバスやタクシーの停留所を設置するほか、誰もが分かりや

すい二次交通の情報発信を行います。 

○外国人旅行者が交通手段ごとに目的地までの移動時間や経費などが簡単に

分かるようなシステムを導入します。 

○観光急行バスの運行 

市内外の観光地を直結する観光客向け急行バスの運行をバス運行事業者

と共に検討します。 

(例) 春～秋は、東部(越前そばの里、和紙の里など)方面を中心に運行する。 

○南越駅(仮称)と武生駅間の路線バス運行 

路線バスの停留所に南越駅(仮称)を加えるとともに、シャトルバスの運行

も検討します。 
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レンタサイクル(市観光・匠の技案内所) 

○観光地周辺のバス停 

観光客に分かりやすくするため、バス停の表記法について、バス運行事業

者と共に検討していきます。 

 ○レンタカー 

本市の二次交通としては、レンタカーの利用が現実的には、最も利便性が

高いと思われます。レンタカーと観光施設や市内の宿泊施設の利用をセッ

トとするプランを創設して、市内観光地への周遊を促進させます。 

外国人のレンタカー利用を促すため、多言語対応のカーナビゲーションの 

導入を促進します。 

○レンタサイクル 

現在の３カ所に加え、北陸新幹線   

南越駅(仮称)にもレンタサイク 

ルを設置します。また、サイクリ 

ングマップやレンタサイクルの 

案内の充実などにより利用促進 

を図ります。 

 

(2) 観光ガイド 

団体旅行が減少し、団体客からの観光ガイド需要は減ってきていますが、

少人数のグループが観光ガイドを希望されるケースが増えてきいいます。 

また、ホームページやパンフレットといった活字では伝えきれない地域の

魅力や歴史、文化をおもてなしの心を持って観光客に伝えていく、観光ガイ

ドの役割は重要です。しかし、市観光ボランティアガイドは高齢化が進み、

後継者の育成が課題となっています。 

 

具体的な取り組み事例、案 

○子どものころから地元の観光地、産業、歴史や文化を学び、その魅力を自

分の言葉で知人や来訪者等へ話すことができるよう、観光や地域を学ぶ学

習を推進することで、大人になってからのおもてなし力の育成を図ってい

きます。 

○現・観光ボランティアガイドの知識、スキルを次の世代に引き継ぐため、

現ガイドが講師となった養成講座を開催していくなかで、新たな観光ガイ

ドの育成に取り組みます。 

○個人旅行者のリピーターで訪れる観光客は、地域の人とのつながりを求め

てきているケースが多く見受けられます。地域の生活を体感できるメニュ

ーを提供できる仕組みづくりを検討していきます。 
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てらたび風景 

外国人の越前和紙墨流し体験 

外国人のそば打ち体験 

○地域資源ごとに、観光ガイドの役割

を担える市民を発掘していき、観光

ガイド名簿を作成し、多種多様なニ

ーズに対応できる情報を収集、発信

していきます。 

(例) 「てらたび」のガイドは地域      

の住職が行う。 

○県主催の観光アカデミーへの民間事業者の参加を促し、観光振興に対する

意識付けを図り、観光ガイドの一役を担える人材育成に努めます。また、

受講者からの観光に関する新たな情報を関係者に共有していくシステムを

構築します。 

 

(3) インバウンド対策 

越前和紙の里周辺には、和紙職人であ

った人が、英語で情報をネット上で発信

していたことで、徐々に外国人の様々な

専門家の間に情報が広がっていきまし

た。現在、こちらに来ているのは、欧米

人が中心で、越前和紙の素材を確認し、

自身の仕事に活かすため、生産現場を見

学したり、体験したりするために来られ

ています。こちらでは、通訳は、地元の

人が無償で対応しています。 

タケフナイフビレッジには、ヨーロッ

パに商品の売り込みを行ってきていた

こともあり、外国での認知度は徐々に高

まってきています。そのことから、イン

ターネット上に掲載されている包丁の

制作現場を見学し、実際に触れてみたい

と思うヨーロッパの人を中心に来られ

ています。 

越前そばの里には、台湾を中心に団体

旅行者が来られています。そば打ち体験では、英語で内容を紹介する映像を

流し、職員が外国語で対応できるような教育を行っており、おもてなし力を

養っています。 

 

-42-



指さしシート 

外国人に世界地図の自国にシールを貼ってもらう 

その一方、本市では、インバウンド事業をこれまで積極的に取組んで来な

かったため、消費税免税店や指さしシートの配布などの取り組みが進んでい

ません。さらに、外国人は、インターネットで必要な観光情報を入手し、訪

れる場所を決めていると言われていますが、外国人旅行者が検索に利用して

いる人気サイトへの市内観光施設の登録が進んでいない状況にあり、市内に

訪れる外国人は少ない状況です。 

本市の観光施設等の登録状況 

  ・ブッキングドットコム(宿泊情報サイト)  0 件 

  ・トリップアドバイザー(観光情報サイト) 27 件 

 

具体的な取り組み事例、案 

○主な観光施設にタケフナイ

フビレッジが導入している

「あなたは、どこから来ま

したか？」マップを配布し、

外国人にシールを貼っても

らうことで、まず、最初に

会話するきっかけを作って

いき、職員の意識高揚を図

ります。 

○県等が実施す

るインバウンド

セミナー等へ積

極的に参画して

いくほか、民間

事業所へも参加

を促し、意識の

醸成を図ります。 

○宿泊や食に関

する多言語化パ

ンフレットを作

成し、指さしシ

ートを配付しま

す。 
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外国人の和食づくり体験 

〇市ホームページの多言語化を進めるとともに観光施設や宿泊施設のホーム

ページの多言語化に対し支援します。 

○和紙の里通り周辺の無料 Wi-Fi エリアの拡充と多言語対応の案内プログラ

ム整備を行います。 

○消費税免税店の開設を推進します。特に伝統産業施設、観光施設、コンビ

ニエンスストアへの働きかけを行います。 

○観光スポットや宿泊、食などの情報取得や景色や観光地での感動、思い出

を発信してもらうため、外国人観光客が多く利用している無料無線ＬＡＮ

設備を宿泊施設や主要観光地において、整備を推進します。また、設備を

導入している施設の情報を集約していきます。 

○主要観光地の道路や市街地について、県のガイドラインに基づき、多言語

案内看板等の推進を図ります。 

○県の通訳ガイドに対する取組と連携を図るほか、外国人旅行者に来て良か

ったと思ってもらえるよう、おもて

なし力の向上を図ります。 

○観光施設での料金の目安額を表記

するなど、市内を安心して観光して

もらえるよう、料金の表示の整備を

行います。 

○北陸国際観光テーマ地区推進協議

会へ参画していくなかで、外国人旅

行客の誘致について、連携した取り

組みを行っていきます。 

○外国人がよく検索する宿泊情報サイトや食事サイト、体験サイトに市内業

者の登録を促します。 

○伝統的工芸品の紹介やそば打ち体験などの動画コンテンツを整備し、ＳＮ

Ｓで情報発信を行います。 

○外国人は、ＳＮＳが情報収集の主体であることから、市国際交流協会や市

ＡＬＴと連携を図り、プロモーション活動を行っていきます。 

○市内大手企業に訪れている外国人に対して、市内の伝統工芸やそば打ちな

どの体験施設を紹介していくことで、越前市内の周遊を図り、魅力を発信

していきます。 

 

(4) 宿泊施設の誘致・利用促進 

本市を訪れる観光客は日帰り客が多いため、今後は、体験メニューの充実

を図り、市内の滞在時間及び若い人の宿泊客の増加を目指していきます。 
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ふくい農業ビジネスセンター 

(平成２８年度リニューアルオープン) 

 具体的な取り組み事例、案 

○観光客の利便性向上のため 

南越駅(仮称)周辺にホテル 

の誘致に取り組みます。 

○自然の山々に囲まれ１００

名が宿泊可能な「ふくい農

業ビジネスセンター」を学

生合宿や社員研修施設とし 

てＰＲしていきます。 

 

3 広域連携の推進 

  観光客にとっては、市町村の枠組みは、ほとんど無意味で、せっかく来た

のだから、少し足を延ばしてでも見たい、体験したいと思う人が多いはずで

す。そこで、平成２８年度に丹南地域の２市３町で策定する、丹南地域周遊・

滞在型観光推進計画において、市町や関係施設と連携を図り、ターゲットご

とに周遊できるルートの整備を行いました。 

(1) 伝統工芸の「美技」に触れる 

丹南地域には、越前和紙、越前漆器、越前打刃物、越前箪笥、越前焼、鯖江

のめがね等の伝統工芸が集積しています。それぞれの資源を磨き上げていき、

観光客にとって魅力ある新たな商品開発や、体験プログラムの提供を行ってい

く必要があります。さらに、伝統工芸をテーマとする周辺他地域との差異化も

さることながら、観光客への対応に関する職人等の協力も必要です。 

 

具体的な取り組み事例、案 

〇伝統工芸の魅力を知ってもらうためには、まず多くの人々に伝統工芸に関 

心を持ってもらうことが重要であり、伝統工芸をこれまでとは違った新たな

形で知ってもらえるようなシンボル開発について検討を行います。 

〇伝統工芸の各施設において、シニア、若者、子ども等、各ターゲット、ニー

ズにあった特色ある体験プログラムを開発します。施設間の相互交流等を積

極的に行い、地域全体の体験プログラムのレベルアップを図ります。 

(例) 子ども向けの夏休み伝統工芸工作体験 

〇丹南地域の飲食店や宿泊施設での、丹南地域の伝統工芸の「すぐれモノ」の

利用を進めます。観光客が飲食をする際に、料理の紹介とともに、打刃物の

包丁、漆器の箸、越前焼の器等を紹介し、本物のすばらしさを説明します。

また、気に入った商品をすぐに購入できるよう、物販の仕組みを整備します。 
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(2) 日本遺産の認定を目指し、その魅力を発信する 

丹南地域に古代から受け継がれている五つの伝統的工

芸品（越前漆器、越前和紙、越前打刃物、越前焼、越前箪

笥）をテーマに、丹南の文化財が、現在の伝統工芸品に受

け継がれているというストーリーで、日本遺産の認定をめ

ざします。日本遺産として認定されることにより、丹南の

五つの伝統的工芸品を国内外に広く周知させ、日本遺産を

題材とした観光資源を周遊することで、観光誘客の拡大を

図っていきます。 

 

具体的な取り組み事例、案 

〇日本遺産の認定後は、魅力を国内外に広く情報発信して

いくため、レベルの高い観光案内ができる解説員を育成

します。 

○展覧会やシンポジウムなどＰＲイベントを開催するとともに、パンフレッ

ト等を作成し積極的な観光客の誘致を図ります。 

○日本遺産ストーリーの理解に有効なガイダンス機能を強化し、トイレ、ベ

ンチ、案内板などの周辺環境を整備します。 

 

(3) 丹南の宿場町・寺内町の歴史・文化と自然との暮らしを楽しむ 

丹南地域は、今庄や武生などの北陸道の宿場町として栄えた歴史を持ち、今

もその面影を残しています。 

また、農や山に関する文化や暮らしが存在し、これらの資源は残っているも

のの、あまり活用されておらず、誘客には結びついていないというのが現状で

す。 

 

具体的な取り組み事例、案 

〇池田町のツリーピクニックアドベンチャー等に加え、丹南地域の農や暮らし

に 関する農作業体験、料理体験、昔遊び体験などの充実を図ります。 

〇単なる宿泊施設としてではなく、観光施設としての農家民泊等を推進します。 

〇丹南ならではの食、(家庭料理含む)の発掘を行います。また歴史書等から、

丹南で昔食べられていた料理等を発掘し復活させ、復活した食を丹南地域の

施設等での提供を促進させ、レシピの提供などを行っていきます。 
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治佐川の梅花藻 

(4) 恋のパワースポット・縁結び 

丹南地域には、万葉の里、西山公園の結びのチャイム、池田町のかずら橋、

越前海岸の恋の社、あなたの思う壺など、恋や縁結びにまつわる資源が多く、

人気が高まっている場所もあります。しかし、いずれも全国的な知名度はそ

れほど高くありません。 

 

具体的な取り組み事例、案 

〇恋のパワースポットに関する各資源のブランド力の強化を図ります。またス

トーリーを構築するなど各資源のネットワーク化の検討を行います。 

 

(5) 芸術的風景を写すカメラツーリズム 

丹南地域には、雲海、波の花、海に落ちる夕日など、自然が生み出す丹南な

らではの芸術的な風景が存在します。また春の桜、つつじ、菖蒲、夏の花ハス、

梅花藻、秋のたけふ菊人形、そばの花、紅葉、冬の水仙や雪吊りの風景など、

四季折々の風景が存在します。 

 

具体的な取り組み事例、案 

〇近年のカメラ人気に伴い、美しい撮

影スポットを周るカメラツーリズ

ムが流行しています。丹南地域の四

季折々の風景を強みに、撮影スポッ

トの紹介や旅行代理店等と連携し

た団体ツアー商品の企画等を形成

します。 

 

(6) 丹南ならではの祭りを楽しむ 

丹南地域にはさばえつつじまつり、越前市サマーフェスティバル、越前陶

芸まつりなどの祭りが開催されています。しかし、それらの祭り地元観光客

が中心であり、広域からの観光客は限定的な状況にあります。 

 

具体的な取り組み事例、案 

〇越前かにまつりなど、広域から集客可能な祭りをターゲットエリアに向けて

情報発進します。また観光客に様々な祭りに関心を持ってもらい、足を運ん

でもらうようにするため、スタンプラリーなどで各祭りを連携させ、周遊さ

せる仕組み作りを検討します。 
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北陸新幹線 

(7) 北陸新幹線南越駅(仮称)周辺「道の駅」整備事業【再掲】 

平成３５年春、北陸自動車道の武生インターチェンジ近くに、北陸新幹線南

越駅(仮称)が開業することで、周辺の高速交通体系が大きく変化し、交流人口

の拡大に大きな効果をもたらし、年

間を通して丹南エリアの観光客の玄

関口となっていくものと思われます。 

南越駅(仮称)周辺には、丹南地域

における交流促進の起点として、地

域全体の情報発信拠点や物販、飲食

などを行う施設として道の駅を整備

する予定です。  

 

具体的な取り組み事例、案 

○道の駅の機能イメージは、次のとおりです。 

1)地域の価値や魅力を向上させるゲートウェイ施設…道路情報や観光情報

の案内窓口、地域のイベントなどの情報案内、休憩場所やトイレの提供 

2)匠の技にふれあえる伝統産業交流施設…伝統産業製品を活用して制作し

たアーティスト作品の展示、製作体験イベント 

3)物販施設…伝統産業製品や地域の特産物や加工品、土産品などを購入でき

る施設 

4)飲食施設…地域の食材や加工品を味わうことで丹南の食の魅力を体感で

きる施設 

5)多目的広場(屋外)…地域のイベントを開催する多目的広場 

6)修景施設(屋外)…来訪者が季節や自然を感じられる散策空間など 

7)駐車施設…国道８号の交通量や南越駅(仮称)利用者推計の端末交通手段

構成等に基づき、小型車96台、大型車25台の駐車スペースを確保予定 

 

 (8) 教育旅行の誘致【再掲】 

教育旅行の代表である修学旅行においては、定番の京都、東京が外国人観

光客の増加により宿が確保しにくい状況となっています。また、学校側は、

課題解決型の教育旅行を求めるようになっており、北陸新幹線の開業以後は、

北陸地方に目を向けられるようになってきているものの、本市には、大人数

を受け入れられる施設や宿泊先がないという状況にあります。 

 

具体的な取り組み事例、案 

○教育旅行のメニューとして、卒業証書の紙すき体験のほか、農業体験を絡
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市民バス「のろっさ」 

めたグリーンツーリズムや本市の山や川などの自然を活用した自然ツーリ

ズムのメニュー化を図ります。さらに、地域の人との触れ合いを通して、

本市の歴史、文化に触れてもらい、学びの旅行を特徴として、教育旅行の

誘致を図ります。 

 

(9) 二次交通【再掲】 

現在、本市を訪問されている観光客の８５％が自動車を利用されているた

め、二次交通の利用は少ない状況です。レンタサイクルは、観光・匠の技案

内所、パピルス館、万葉菊花園の３カ所に設置していますが、その利用の中

心は、ＪＲ武生駅前の観光・匠の技案内所で、利用者の中心はビジネス客で

す。ＪＲ武生駅前にあるレンタカー会社によると、利用者の傾向は、レンタ

サイクルと同様とのことです。 

  市内の観光施設からは、二次交

通の充実を求める声があります。

特に路線バスや市民バスは本数が

少なく、土、日には更に運行本数

を減少している便もあります。ま

た路線バスや市民バスは、市民生

活に主眼をおいているため、観光

客が利用しづらいということがあ

ります。 

 

具体的な取り組み事例、案 

○新たに整備される北陸新幹線南越駅(仮称)は交通の結節点となることから、

南越駅(仮称)にバスやタクシーの停留所を設置するほか、誰もが分かりや

すい二次交通の情報発信を行います。 

○外国人旅行者が交通手段ごとに目的地までの移動時間や経費などが簡単に

分かるシステムを導入します。 

○観光急行バスの運行 

市内外の観光地を直結する観光客向け急行バスの運行を検討します。 

(例) 春～秋は、東部(越前そばの里、和紙の里、ツリーピックニックアド

ベンチャー) 方面を中心に運行し、秋・冬は西部(越前海岸、越前

陶芸村)方面を中心に運行 

○観光地周辺のバス停 

観光客に分かりやすくするため、バス停の表記法について、バス運行事業

者と連携し、ともに検討していきます。 
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丹南観光ガイド(抜粋) 丹南広域組合作成 

 ○レンタカー 

本市の二次交通、移動手段としては、レンタカーの利用が現実的には、最

も利便性が高いと思われます。レンタカーと観光施設や市内外の宿泊施設

の利用をセットとするプランを創設して、市内外観光地への周遊を促進さ

せます。また、外国人のレンタカー利用を促すため、多言語対応のカーナ

ビゲーションの導入を促進します。 

 

(10) プロモーション戦略 

  これまでは、各市町が独自にプロモーション活動を行ってきました。しか

し、その効果をより高めていくためには、今後、近隣の市町や県が連携し、

広域的な情報発信やプロモーション活動が必要です。 

 

具体的な取り組み事例、案 

 ○ターゲットごとに広告、宣伝活動を行い、プロモーションを展開します。 

○丹南地域の観光をＰＲするホームページの開設や動画を製作します。 

 ○各市町や観光協会を中心としてＳＮＳ等による情報発信の強化を図ります。 

 ○旅行代理店や旅行雑誌へのプロモーション、旅行商品の開発を検討してい

きます。 

 ○インバウンドに対応するために、看板などのサイン、パンフレットやホー

ムページなど、各媒体の多言語化を進めていきます。 
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ターゲットごとに設定した広域観光モデルルート 

(丹南地域周遊・滞在型観光推進計画より抜粋) 
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第６章 観光振興プランの推進体制 

 

１ 役割分担 

 本プランは、市民、各種民間団体、観光協会、行政などが、それぞれの立場

を活かした役割分担のもと、多様な意見を取り入れながら推進していくことを

基本とします。 

 

(1) 市民に期待される役割 

市民は、来訪者を温かく親切に迎え入れ、一人ひとりが、自分たちの地域

に誇りと自信を持って越前市の魅力を伝えていくおもてなしの心を養ってい

きます。そのために、越前市の魅力について学び、理解を深めていきます。 

 

(2) 民間事業所に期待される役割 

商工業関係団体等の事業者は、地域経済の主役であり、それぞれの事業領

域において、観光客の多様なニーズに合った魅力ある商品づくりや地域資源

を活かした旅行商品の開発と質の高いサービスを提供します。経済団体や、

大学、ＮＰＯ、まちづくり団体などは、その専門性を活かし、地域に根差し

た活動を行うことで本市の魅力を引き出し、高めていくことが期待されます。 

さらに観光まちづくりの担い手として、情報の発信や観光振興事業への積

極的な関わりを持つとともに、観光まちづくりを担う人材の育成にも努め、

事業者同士が連携・協力して、おもてなしの心で本市の魅力向上に努めます。 

 

(3) 観光協会に期待される役割 

越前市観光協会は、本市の観光振興の中核的役割を担う団体であり、市民

や民間事業者に対して、越前市の魅力を発信していき、誇りと愛着を持って

もらえるような仕掛けづくりを行っていくことが期待されます。 

さらに、地域の観光情報の収集や提供・案内、観光誘客に向けたＰＲ活動

の他、新たな旅行商品の造成を図るほか、観光ガイドの人材育成を図ってい

くことが期待されます。また、これまでの観光情報発進から本市への誘客拡

大への取り組みが今後、必要となってきます。 

 

(4) 行政に期待される役割 

本プランに基づき、市の関係部局間の連携はもとより、国、県をはじめ、

観光協会や丹南広域などの関係者との協議・調整を図りながら観光振興事業

に積極的に取り組みます。また、観光に関する情報収集や調査研究ならびに
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観光関係団体との情報共有を図りながら、観光まちづくりを推進します。 

 

２ 推進体制 

本プランを推進していくため、関係事業者で構成する市観光振興プラン推

進ワーキング会議(仮称)を組織し、観光振興プランを推進していくなかでの

取組について、議論していきます。具体的には、観光資源の磨き上げ、宿泊、

交通、インバウンドなどの部会において、それぞれのテーマに沿い、観光振

興施策が進展するための対策、方策を議論していきます。また、本プランに

掲載していない取り組みが必要になったり、方向転換が必要になったりした

場合などにも市観光振興プラン推進ワーキング会議(仮称)を開催します。な

お、ワーキング会議(仮称)のイメージは、下記のとおりです。 

 

 市観光振興プラン推進ワーキング会議(仮称)  

 
Ａ) 伝統産業関係事業者、各組合 

 

Ｂ) 旅行会社 

 

Ｃ) 飲食関係事業者 

 

Ｄ) 宿泊関係事業者 

 

Ｅ) 交通関係事業者 

 

Ｆ) 土産関係事業者 

 

Ｇ) 各イベント実施者 

 

Ｈ) その他 

 

新たな観光商品の造成には、継続的な資源の磨き上げと旅行会社からの意

見の聞き取りが重要となってきます。今後は、大手旅行会社との連携を深め、

越前市の観光資源の売り出し方など、定例的な意見交換を図り、観光振興を

推進します。また、実際に観光に取り組む人や地域の育成についても積極的

に働きかけていきます。 

 

① 観光資源の磨き上げ 

② 宿泊・二次交通 

③ インバウンド対策 

④ 誘客・プロモーション 

 

テーマごとのワーキング会議と

して、それぞれの部会を開催しま

す。それぞれの部会メンバーは、

左記の列記した事業者の中から必

要と思われる事業者を事務局が選

択します。 
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第７章 数値目標(観光客入込数) 

 

観光客入込数 平成３４年：１２５万人→令和 4年度：３２５万人(目標値) 

※令和２年度 実践プログラムに反映（令和元年実績：３０８万人） 

 

○第７０回たけふ菊人形を機に、令和３年秋、武生中央公園内に屋内催事場が

新たに完成し、年間を通して賑わい創推を図るため、３万人増を見込みます。 

○タケフナイフビレッジ、紫式部公園及び紫式部資料館(仮称)、北府駅ミュー

ジアムなど施設のリニューアル等により、１４万人増を見込みます。 

 

越前市観光客入込数 （単位：人） 

観光地など 令和元年 

⇒

令和４年の数値予測及び取組内容 

越前そばの里 470,190 480,000  横ばいの推移予測 

しきぶ温泉 湯楽里 219,889 215,000  横ばいの推移予測 

和紙の里３館、岡

太・大瀧神社 
141,766 150,000  体験メニューの充実

とＰＲ強化 

越前市サマーフェス

ティバル 
114,000 150,000  花火大会ＰＲ強化 

武生中央公園 

(たけふ菊人形含む) 
1,420,218 1,450,000 

 令和３年秋 屋内催

事場オープン 

紫式部公園・紫式部

資料館（仮称） 
63,000 95,000  

令和３年度 紫式部

公園、資料館リニュ

ーアルオープン 

万葉の里味真野苑 

万葉館、菊花園 
※283,755 110,000  横ばいの推移予測 

その他 

(５万人以下施設) 
335,081 600,000 

 
タケフナイフビレッ

ジ、北府駅ミュージ

アム整備など 

合計 3,086,086 3,250,000  

※令和元年度は、元号改正（令和：万葉集からの引用）による万葉集ブームにより、一時的に 

団体バスツアーが激増したものである。 
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資料編 越前市観光振興プラン改定委員会 委員名簿 

(敬称略) 

区 分 所 属 団 体 等 役  職 氏  名 

委 員 長 福井鉄道㈱ 代表取締役社長 村 田 治 夫 

副委員長 ㈱武生製麺 代表取締役社長 桶 谷 三枝子 

委 員 

越前女紙倶楽部 事務局長 石 川 靖 代 

ホテルクラウンヒルズ武生 支配人 前 田 詩 織 

㈱ユー・トラベル 社員 鈴 木 秀 美 

福井県観光営業部 観光振興課長 高 嶋   巌 

(公社)福井県観光連盟 誘客推進事業部長 安 原   慎 

越前市産業環境部 部長 増 田 順 司 

オブザー 

バー 

福井県観光営業部 企画幹 安 本 幸 博 

(公社)福井県観光連盟 主任 永 田 智 浩 

事 務 局 
越前市 産業環境部 商業・観光振興課 

(一社)越前市観光協会 

 

改定委員会開催状況 

回 開 催 日 会 場 主な協議内容 

第１回 平成２８年５月２６日 越前市役所 
現プランの取組内容 

観光の課題 

第２回 平成２８年７月２５日 越前市文化センター 市観光コンセプト 

第３回 平成２８年８月２３日 
越前市福祉健康 

センター 
具体的な取り組み 

第４回 平成２８年９月２８日 越前市文化センター 受入れ態勢の整備 

第５回 平成２８年１１月２日 越前市文化センター プラン全体協議 

その他、観光事業者との意見交換会を６月２４日、８月８日２回開催。 
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資料編 具体的な取り組み事業一覧表 

本プラン２８ページから５３ページ の「第５章 観光振興の推進に向け具体

的な取り組み」に記載したものについて、より具体的な取組内容、実施主体、

実施予定時期を下記の一覧表にまとめました。 

 

１ 手仕事を体感する 

(1) 越前和紙 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

越前和紙拠点

整備事業 

平成２９年にリニューアル

オープンする紙の文化博物館

を和紙文化の発信拠点とし、越

前和紙を用いた現代の様々な

アーティストの作品や重要文

化財に指定された越前和紙の

製造道具の展示を行うととも

に、市民や観光客が利用できる

ラウンジ空間を設けます。 

市、地域、産

地協同組合 

   

越前和紙の体

験プログラム

づくり事業 

紙漉き体験をうりにしてい

くのではなく、工房の見える化

による「生産現場の見学」、五

箇地区や大瀧神社などの「まち

なみ散策」など、紙漉き以外の

魅力を観光客に伝える体験メ

ニューを開発します。 

市、産地協同

組合 

   

近隣産地周遊

促進事業 

タケフナイフビレッジなど

味真野地区や周辺の今立地区

の歴史、文化と連携し、レンタ

サイクル等を活用したまちな

み観光ルートの整備を図りま

す。 

市、観光協

会、間事業

所、産地協同

組合 

   

越前和紙の名

刺推奨事業 

市や民間企業が、越前和紙で

作成した名刺を積極的に活用

することで、越前和紙のＰＲを

図ります。 

市、民間事業

所、産地協同

組合 
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越前和紙商品

開発事業 

人生の節目である卒業、結婚

などのイベントにおいて、越前

和紙を使用した商品の開発を

進めます。 

(例) 婚姻届や結婚式場でのウ

ェルカムボードを越前和紙

で作成する。 

(例) 手すき和紙で卒業証書を

自作する教育旅行の誘致。 

民間事業所、

産地協同組

合 

   

 

(2) 越前打刃物 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

越前打刃物の

販売促進キャ

ンペーン事業 

越前打刃物を実際に使用し

ている有名シェフを招いた料

理体験ツアーの企画を検討し、

観光誘客や土産品などの販売

促進に結び付けます。 

【越前打刃物協同組合】 

市、産地協同

組合連合会 

   

近隣産地周遊

促進事業 

味真野地区や今立地区の歴

史、文化や周辺の自然環境を活

かした取り組みと連携し、レン

タサイクル等を活用した観光

ルートを整備し、周遊を図りま

す。 

【タケフナイフビレッジ】 

市、産地協同

組合 

   

包丁プレゼン

トツーリズム 

現在、実施している打刃物製

作体験メニューに加え、結婚式

での夫から妻への贈り物とし

て人気がある自作の包丁プレ

ゼントなど、メモリアル・プレ

ゼントの製作体験の充実を図

り、結婚雑誌などへ売り込みを

行います。 

【タケフナイフビレッジ】 

市、観光協

会、産地協同

組合 

   

 

関係者と協議 

関係者と協議 
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(3) 越前箪笥 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

箪笥町工房の

見える化事業 

全国的にも珍しい「タンス町

通り」を活かし、越前箪笥や指

物の展示場、ショールームとし

てのまちづくりを進め、建物前

面の景観や設えを見直し、ギャ

ラリー空間のリニューアルを

図ります。 

また、街なみ景観の魅力を高

める整備を行うとともにクラ

フト・ギャラリーやショップ、

飲食店などを増やし通りの魅

力を高めていきいます。 

産地組合、民

間事業所 

   

木とのふれあ

いＰＲ事業 

市内外の子どもたちが、タン

スなどの木工職人とともにモ

ノづくり体験を通して木のぬ

くもりを感じられるような取

り組みを行います。 

(例) 八ッ杉千年の森で伝統工

芸士が木のふれあい体験コ

ースの講師を行う。 

(例) 卒業証書、賞状の展示用

木枠製作体験コースの設定。 

市、産地協同

組合 

   

木工商品プレ

ゼントツーリ

ズム 

越前箪笥の飾り金具の特徴

の一つである、ハート形の猪目

を活かし、若者にも受け入れら

れるような木工商品を開発し、

婚礼ギフトとして結婚雑誌な

どに取り上げてもらうよう働

きかけていきます。 

産地協同組

合 

   

越前箪笥ブラ

ンドアップ事

業 

旅行会社とタイアップし、越

前箪笥の産地見学、体験と、越

前の食を組み合わせたモニタ

ーツアーを造成します。 

市、産地協同

組合 

   

関係者と協議 

関係者と協議 
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(4) 伝統産業と先端産業 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

教育旅行誘致

事業 

少人数で実施できる紙すき、

そば打ち、打刃物製作などの体

験コースを整備し、県や近隣の

市町と連携し教育旅行の誘致

を図ります。 

市、県、産地

協同組合 

   

手仕事体感ツ

アー 

平成２８年度から市観光協

会が始めた「手仕事のまちある

きツアー」を充実し、実際に体

感できるツアーの企画により

新たな客層を呼び込み、本市の

魅力を伝えていきます。 

市、観光協

会、民間事業

所 

   

大学生向けも

のづくりＰＲ

事業 

モノづくりの技術が集積し

ているという本市の特性を活

かし、全国の大学、専門学校の

学生やゼミの教授が興味を持

ち、製作現場へ来てもらえるよ

うな仕掛けづくりを行います。 

市、産地協同

組合 

   

観光情発信事

業（ものづく

り） 

観光客向けに、各産業の歴史

や特徴、使用方法が分かるよう

な動画コンテンツを整備し市

や各産地協同組合のホームペ

ージなどで、情報発信します。 

市、観光協

会、産地協同

組合 

   

工場見学（観

光客受入）促

進事業 

市内の製造工場に対し、市民

や観光客が見学できるよう、工

場見学の実施に向け協力を求

めるとともに、観光客へのおも

てなし力の向上を図ります。 

市、観光協

会、民間事業

所 

   

手仕事の地元

愛教育事業 

地元の子ども達に、自動車や

携帯電話の部品などの身近な

ものが市内で生産されている

ことを伝え、地元に誇りと愛着

を持ってもらえるような取り

組みを行います。 

市、民間事業

所、教育委員

会 
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(5) たけふ菊人形 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

菊人形充実事

業 

隣接する市民の広場と菊人

形会場との一体感の醸成によ

り、誘客効果を高めるとともに

遊具の活用、イベントの実施に

より、子ども連れのファミリー

層をターゲットに誘客に取組

んでいきます。 

市、実行委員

会 

   

菊人形周知拡

大事業 

菊人形プレオープンとして、

菊人形の会期前から遊具を稼

働することで子ども達が何度

でも菊人形会場に足を運べる

ようにします。 

市、実行委員

会 

   

 

(6) 万葉の里「恋のパワースポット」事業 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

万葉の里「恋

のパワースポ

ット」整備事

業 

恋をキーワードに様々な仕

掛けや切り口で誘客を図りま

す。 

(例) 遠距離恋愛成就…ハート

の形など特徴的な郵便ポス

トや特別な消印、恋にまつわ

る切手、越前和紙の便箋、封

筒で恋文など 

恋愛成就…味真野神社の恋愛

成就お守り、朽飯神社で細幅

グッズによる縁「結び」、恋

愛成就花木の植樹、猫寺で縁

結びなど 

恋関連グッズ開発…恋(濃)茶

団子、万葉恋占いおみくじ

(味真野神社)、越前和紙で婚

礼用「コサージュ」作りなど 

市、観光協

会、民間事業

所、協同組合 
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恋のパワース

ポット巡り事

業 

丹南地域のほかの市町に存

在する恋のパワースポットや

市内の御誕生寺などと連携し、

周遊ルートを造成、ＰＲしま

す。 

市、近隣市

町、民間事業

所 

   

ふるさと大使

連携事業（イ

ラ ス ト 絵 依

頼） 

万葉ロマンを彷彿させるイ

ラストや恋愛ストーリーを題

材にした作品の製作をふるさ

と大使に依頼しＰＲを図りま

す。 

市、ふるさと

大使 

   

万葉の里ＰＲ

事業 

万葉集ゆかりの地である富

山県高岡市などと連携し、万葉

関連資料を展示するなどして

魅力向上を図ります。 

市、関係市町    

 

(7) まちなか周遊観光事業 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

まちなか散策

ルートＰＲ事

業 

絵本作家のかこさとし氏監

修の武生中央公園「市民の広

場」、かこさとしふるさと絵本

館、ちひろの生まれた家記念

館、寺社など、まちなかの資源

を活用し、徒歩やレンタサイク

ルなどでまちなかを散策する

コースを造成するなど、仕掛け

づくりを行います。 

(例) からすのパン屋さんにち

なんだパン屋の誘致 

(例) 寺社仏閣に保管されてい

る仏像や六道絵の見学ツア

ーの実施 

市、観光協

会、民間事業

所 

   

いわさきちひ

ろ生誕１００

年事業 

平成３０年のいわさきちひ

ろの生誕１００年に向け、ちひ

ろの生まれた家記念館の充実

を図ります。 

市、観光協会    
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(8) 北府駅鉄道ミュージアム事業 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

鉄道ミュージ

アム整備事業 

鉄道ファンなどの観光客を

呼び込むため、レトロな雰囲気

の福井鉄道・北府駅の特徴を活

かしつつ、２００形車両を保

存、展示する鉄道ミュージアム

等を整備します。 

市、民間事業

所 

   

北府駅周辺整

備 

各種イベントが開催できる

よう北府駅の周辺に広場を整

備するとともに、北府駅を愛す

る会などと連携し、イベントの

企画を検討していきます。 

市、民間事業

所 

   

私も運転手さ

ん事業 

車掌体験や制服試着、運転体

験などを企画します。 

市、民間団

体、福井鉄道 

   

 

(9) 越前市ならではの食の活用、ＰＲ事業 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

そば好き体験

メニュー開発

事業 

そばを食べる人が自ら、店舗

で越前打刃物を使い葱を刻ん

だり、大根をおろすなど、自分

で食材を準備することなどの

体験メニューを開発します。 

また、そば畑見学、そばの実

摘み、そば粉を挽く、実際に手

打ちそば作るなどのモニター

体験ツアーを造成します。 

市、市内蕎麦

屋 

   

ウンチク紹介

人材育成事業 

越前おろしそばのいわれな

ど、食文化を伝える人材の育成

を図ります。 

市、観光協

会、市内蕎麦

屋 

   

新そばＰＲ事

業 

福井県の新そばは、秋から冬

が定番ですが、７月に食べられ

る夏の新そばについても、売り

込みを行っていきます。 

市、観光協

会、市内蕎麦

屋 
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有機栽培みそ

ＰＲ事業 

伝統的な工法で製作してい

る有機味噌を活用した料理や

蔵元による味噌づくり工房に

おいて製造過程の説明を観光

に結び付けていきます。 

市、民間事業

所 

   

ご当地グルメ

ＰＲ事業 

ボルガライスやたけふ駅前

中華そばについても、本市のご

当地グルメとして、ホームペー

ジやＳＮＳでさらなる情報発

信を行っていきます。 

市、観光協会    

越前ガニを食

する店を紹介

します。 

冬の味覚の王様「越前がに」

毎年、県外から多くの観光客が

来県されています。市内の越前

がにが食べられる店をＰＲし、

あわせて、まちなかの料亭文化

を広め、誘客増に努めます。 

市、観光協

会、民間事業

所 

   

 

(10) 北陸新幹線南越駅（仮称）周辺「道の駅」整備事業 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

南越駅（仮称）

周辺施設整備

事業 

道の駅の機能イメージは、次

のとおりです。平成２９年度以

降、具体的な施設検討を行い、

平成３０年度から整備を進め

ていきます。 

1)地域の価値や魅力を向上さ

せるゲートウェイ施設…道

路情報や観光情報の案内窓

口、地域のイベントなどの情

報案内、休憩場所やトイレの

提供 

2)匠の技にふれあえる伝統産

業交流施設…伝統産業製品

を活用して制作したアーテ

ィスト作品の展示、製作体験

イベント 

市、民間事業

所 
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3)物販施設…伝統産業製品や

地域の特産物や加工品、土産

品などを購入できる施設 

4)飲食施設…地域の食材や加

工品を味わうことで丹南の

食の魅力を体感できる施設 

5)多目的広場(屋外)…地域の

イベントを開催する多目的

広場 

6)修景施設(屋外)…来訪者が

季節や自然を感じられる散

策空間など 

7)駐車施設…国道８号の交通

量や南越駅(仮称)利用者推

計に基づき、小型車 96 台、

大型車 25 台の駐車スペース

を確保予定 

 

(11) 祭り 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

サマーフェス

ティバル「花

火大会」 

サマーフェスティバルの花

火大会を更に誘客力を高める

ようにするため、企画段階の審

査を充実し、斬新な花火を数多

く打ち上げられるよう取り組

みます。また、情報発信を強化

することで、観光客の増加を図

ります。 

市、実行委員

会、観光協会 

   

地域の奇祭 市内各地で開催されている

奇祭の歴史、背景などを紹介

し、観光客が見学、参加できる

よう仕組み作りを行い、地域の

魅力アップに結び付けていき

ます。 

市、地域    
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(12) 教育旅行の誘致 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

教育旅行メニ

ュー開発事業 

教育旅行のメニューとして、

卒業証書の紙漉き体験のほか、

農業体験を絡めたグリーンツ

ーリズムや本市の山や川など

の自然を活用した自然ツーリ

ズムのメニュー化を図ります。

さらに地域の人との触れ合い

を通して、本市の歴史、文化に

触れてもらい、学びの旅行を特

徴とした教育旅行の誘致を図

ります。 

市、県、産地

協同組合、民

間事業者 

   

 

(13) 自然を活かした観光客の誘致 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

トイレ整備 日野山の荒谷登山口及び鬼

ケ岳登山者用の大虫の滝のト

イレは、いずれも汲み取り式で

あるため、水洗化により登山者

の利用向上を図ります。 

市    

グリーンツー

リズム 

農家体験メニューを打ち出

すことで差別化を図り、誘客増

のＰＲを行います。 

市、産地組

合、民間事業

所 

   

 

２ 利便性の向上 

 

(1) 二次交通 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

南越駅周辺に

おける整備 

新たに整備される北陸新幹

線南越駅(仮称)は交通の結節

点となることから、南越駅(仮

称)にバスやタクシーの停留所

市、民間事業

者 
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を設置するほか、誰もが分かり

やすい二次交通の情報発信を

行います。 

観光客にやさ

しい案内表示 

外国人旅行者などが交通手

段ごとに目的地までの移動時

間や経費などが簡単に分かる

ようなシステムを導入し、移動

手段のＰＲを図ります。 

市、産地協同

組合、民間事

業者 

   

観光急行バス

の運行 

市内外の観光地を直結する

観光客向け急行バスの運行を

バス事業者と共に検討します。 

(例) 春～秋は、東部(越前そば 

の里、和紙の里など)方面を

中心に運行する。 

市、民間事業

者 

   

南越駅（仮称）

と武生駅間の

路線バス運行 

路線バスの停留所に南越駅

(仮称)を加え、シャトルバスの

運行も検討します。 

市、民間事業

所 

   

観光地周辺の

バス停 

観光客に分かりやすいバス

停の表記法について、バス運行

事業者と共に検討します。 

市、民間事業

所 

   

レンタカー 本市の二次交通、移動手段と

しては、現実的にレンタカーが

最も利便性が高いと思われる

ため、レンタカー、観光施設、

市内宿泊施設のセットプラン

を造成し、周遊を促進します。

また、外国人のレンタカー利用

を促すため、多言語対応のカー

ナビゲーションの導入を促進

します。 

市、民間事業

者 

   

レンタサイク

ル 

現在の３カ所に加え、北陸新

幹線南越駅(仮称)にもレンタ

サイクルを設置します。また、

サイクリングマップやレンタ

サイクルの案内の充実などに

より利用促進を図ります。 

市、観光協会    
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(2) 観光ガイド 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

地域の愛着を

強める 

子どものころから地元の観

光地、産業、歴史や文化を学び

その魅力を自分の言葉で知人

や来訪者等へ話すことができ

るよう、観光や地域を学ぶ学習

を推進することで、市民のおも

てなし力の育成を図ります。 

市    

ボランティア

ガイドの育成 

現観光ボランティアガイド

の知識、スキルを次の世代に引

き継ぐため、ガイドが講師とな

った養成講座を開催し、新たな

ガイドの育成に取り組みます。 

市、観光協会    

地域の人との

交流 

個人旅行者のリピーターは、

地元の人とのつながりを求め

ているケースが多いため、地域

の生活を体感できるメニュー

を提供できる仕組みづくりを

検討していきます。 

市、観光協

会、民間事業

所 

   

観光ガイドの

発掘 

地域資源ごとに観光ガイド

の役割を担えるような市民を

発掘し、観光ガイド名簿を作成

することで、多種多様なニーズ

に対応できる情報を収集、発信

していきます。 

市、観光協

会、産地組

合、民間事業

所 

   

観光ガイドの

人材の育成 

県主催の観光アカデミーへ

の民間事業者の参加を促し、観

光振興に対する意識付けを図

るとともに意識を高め、観光ガ

イドを担える人材育成に努め

ます。また、受講者から観光に

関する新たな情報を関係者に

共有できるようシステムを構

築します。 

市、観光協

会、民間事業

者 

   

-69-



(3) インバウンド対策 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

あなたは、ど

こから来まし

たか？マップ 

タケフナイフビレッジが導

入している「あなたは、どこか

ら来ましたか？」マップを主な

観光施設に配布し、外国人にシ

ールを貼ってもらうことで、最

初に会話するきっかけを作り、

職員の意識高揚を図ります。 

市、観光協

会、民間事業

者 

   

意識醸成の取

組 

県等が実施するインバウン

ドセミナーへ積極的に参画し、

民間事業所へも参加を促し、意

識の醸成を図ります。 

市、観光協

会、民間事業

者 

   

外国人受け入

れ態勢の整備 

ホームページや宿泊や食に

関するパンフレットなどの多

言語化を図り、店舗や宿泊施設

などに指さしシートを配布し

ます。 

市、観光協会    

ＨＰの多言語

化支援 

市ホームページの多言語化

を進めるとともに、観光施設や

宿泊施設のホームページの多

言語化に対し支援します。 

市、民間事業

所 

   

消費税免税店

の推進 

消費税免税店の開設を推進

します。特に伝統産業施設、観

光施設、コンビニエンスストア

への働きかけを行います。 

市、民間事業

者 

   

無料無線ＬＡ

Ｎ整備 

観光スポットや宿泊、食など

の情報取得や景色や観光地で

の感動、思い出を発信してもら

うため、外国人観光客が多く利

用している無料無線LAN設備を

宿泊施設や主要観光地におい

て整備を推進します。また、設

備を導入している施設の情報

を集約していきます。 

市、民間事業

者 
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多言語案内看

板 

県のガイドラインに基づき

主要観光地の道路などに多言

語案内看板等の設置を推進し

ます。 

市    

おもてなし力

向上 

県の通訳ガイドと連携を図

るほか、外国人観光客に来て良

かったと思ってもらえるよう、

観光関係者のおもてなし力の

向上を図ります。 

市、県、民間

事業者 

   

料金目安表記 観光施設での料金の目安額

を表記するなど、市内を安心し

て観光してもらえるよう、料金

の表示の整備を行います。 

市、民間事業

者 

   

広域連携事業 北陸国際観光テーマ地区推

進協議会へ参画し、外国人旅行

客の誘致について連携した取

り組みを行います。 

市、県、地区

推進協議会 

   

ＳＮＳサイト

への登録 

外国人観光客が検索で多く

利用する宿泊、食事、体験など

のサイトに市内業者の登録を

促します。 

市、観光協

会、民間事業

者 

   

情報発信 伝統的工芸品やそば打ちな

どの体験を動画コンテンツと

して整備し、ＳＮＳで情報発信

し、外国人観光客の誘客を図り

ます。 

市、観光協

会、民間事業

者 

   

プロモーショ

ン活動 

外国人観光客の情報収集は、

ＳＮＳが主体であることから、

市国際交流協会や市ＡＬＴな

どと連携し、積極的なプロモー

ション活動を行います。 

市    

大手企業から

の観光施設へ

の周遊 

市内企業を訪れている外国

人に対し、市内の伝統工芸やそ

ば打ちなどの体験施設を紹介

することで、市内の魅力を発信

し、周遊を図ります。 

市、民間事業

者 
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(4) 宿泊施設の誘致・利用促進 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

ホテル誘致事

業 

南越駅(仮称)周辺に観光客

やビジネス客向けのホテルの

誘致に取り組みます。 

市    

宿泊施設利用

促進 

自然の山々に囲まれ１００

名が宿泊可能なふくい農業ビ

ジネスセンターを学生合宿や

社員研修施設としてＰＲして

いきます。 

市、県、観光

協会 

   

 

３ 広域連携の推進 

 

 (1) 伝統工芸の「美技」に触れる 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

伝統工芸のシ

ンボル開発 

伝統工芸の魅力を知っても

らうため、伝統工芸を活用した

新たなシンボル開発の検討を

行います。 

丹南市町、丹

南広域観光

協議会、産地

協同組合 

   

体験プログラ

ムづくり 

伝統工芸施設において、シニ

ア、若者、子どもなど、各ター

ゲット、ニーズに合った特色あ

る体験プログラムを開発しま

す。 

また、施設間の相互交流を積

極的に行い地域全体の体験プ

ログラムのレベルアップを図

ります。 

(例) 子ども向けの夏休み伝統

工芸工作体験 

丹南市町、丹

南広域観光

協議会、産地

協同組合 

   

伝統工芸の魅

力紹介 

丹南地域の飲食店や宿泊施

設において、丹南地域の伝統工

芸の「すぐれモノ」の利用を進

めます。観光客が飲食をする

丹南市町、丹

南広域観光

協議会、産地

協同組合、民
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際、料理の紹介とともに、打刃

物の包丁、漆器の箸、越前焼の

器などを紹介し、本物の素晴ら

しさを説明し、気に入った人が

その場で購入できるような物

販の仕組みを整備します。 

間事業所 

 

(2) 日本遺産の認定を目指し、その魅力を発信する 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

解説員養成事

業 

日本遺産の認定後は、魅力を

国内外に広く情報発信してい

くため、レベルの高い観光案内

ができる解説員を育成します。 

丹南市町、観

光協会 

   

プロモーショ

ン活動 

展覧会やシンポジウムなど

のＰＲイベントを開催すると

ともに、パンフレット等を作成

し積極的な観光客の誘致を図

ります。 

丹南市町、丹

南広域観光

協議会 

   

ガイダンス機

能強化 

日本遺産の理解に有効なガ

イダンス機能を強化し、トイ

レ、ベンチ、案内板などの周辺

環境を整備します。 

丹南市町    

 

(3) 丹南の宿場町・寺内町の歴史・文化との暮らしを楽しむ 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

農家民泊等の

推進 

農家を単なる宿泊施設とし

てではなく、農作業体験、料理

体験、昔遊び体験などの充実を

図り、観光の観点から農家民泊

を推進します。 

丹南市町、民

間事業所 

   

食の掘り起し 丹南地域ならではの食、(家

庭料理含む)の発掘を行いま

す。また歴史書等から、丹南で

昔食べられていた料理等を発

丹南市町、民

間事業所 
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掘し復活させ、復活した食を丹

南地域の施設等での提供を促

進させ、レシピの提供などを行

っていきます。 

 

(4) 恋のパワースポット・縁結び 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

恋のパワース

ポット周遊事

業 

恋のパワースポットに関す

る各資源のブランド力の強化

を図ります。またストーリーを

構築し、各資源のネットワーク

化の検討を行います。 

丹南市町、民

間事業所 

   

 

(5）紫式部が暮らしたまち 

項  目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期 

H29・30 R1・2 R3・4 

紫式部公園及

び藤波亭再整

備事業 

 

 

 

 

 紫式部が京の都を唯一離れ

住んだ地である特性を生かし、

さらなる観光誘客を図ります。

また、源氏物語や紫式部が辿っ

た道のつながりを、上記(４)と

合わせ、広域周遊観光の推進を

図ります。 

市、丹南市

町、民間事業

所 

   

 

(6) 芸術的風景を写すカメラツーリズム 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

カメラツーリ

ズム 

近年のカメラ人気を受け、撮

影スポットを周るカメラツー

リズムが流行しています。丹南

の四季折々の風景を強みとし

た撮影スポットの紹介や旅行

代理店等と連携した団体ツア

ー商品の企画等を形成します。 

丹南市町、観

光協会、民間

事業所 
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(7) 丹南ならではの祭りを楽しむ 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

丹南の祭り連

携事業 

越前かにまつりなど、広域か

ら集客可能な祭りをターゲッ

トエリアに向けてＰＲします。 

また観光客に様々な祭りに

関心を持ってもらえるよう、ス

タンプラリーなどで各祭りを

連携させ、周遊する仕組み作り

を検討します。 

丹南市町、丹

南広域観光

協議会、民間

事業所 

   

 

(8)北陸新幹線南越駅（仮称）周辺「道の駅」整備事業【再掲】 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

南越駅（仮称）

周辺施設整備

事業 

道の駅の機能イメージは、次

のとおりです。平成２９年度以

降、具体的な施設検討を行い、

平成３０年度から整備を進め

ていきます。 

1)地域の価値や魅力を向上さ

せるゲートウェイ施設…道

路情報や観光情報の案内窓

口、地域のイベントなどの情

報案内、休憩場所やトイレの

提供 

2)匠の技にふれあえる伝統産

業交流施設…伝統産業製品

を活用して制作したアーテ

ィスト作品の展示、製作体験

イベント 

3)物販施設…伝統産業製品や

地域の特産物や加工品、土産

品などを購入できる施設 

4)飲食施設…地域の食材や加

工品を味わうことで丹南の

市、民間事業

所 
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食の魅力を体感できる施設 

5)多目的広場(屋外)…地域の

イベントを開催する多目的

広場 

6)修景施設(屋外)…来訪者が

季節や自然を感じられる散

策空間など 

7)駐車施設…国道８号の交通

量や南越駅(仮称)利用者推

計に基づき、小型車 96 台、

大型車 25 台の駐車スペース

を確保予定 

 

(9) 教育旅行の誘致【再掲】 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

教育旅行メニ

ュー開発事業 

教育旅行のメニューとして、

卒業証書の紙漉き体験のほか、

農業体験を絡めたグリーンツ

ーリズムや本市の山や川など

の自然を活用した自然ツーリ

ズムのメニュー化を図ります。

さらに地域の人との触れ合い

を通して、本市の歴史、文化に

触れてもらい、学びの旅行を特

徴とした教育旅行の誘致を図

ります。 

市、県、産地

協同組合、民

間事業者 

   

 

(10) 二次交通【再掲】 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

南越駅周辺に

おける整備 

新たに整備される北陸新幹

線南越駅(仮称)は交通の結節

点となることから、南越駅(仮

称)にバスやタクシーの停留所

を設置するほか、誰もが分かり

市、民間事業

者 
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やすい二次交通の情報発信を

行います。 

観光客にやさ

しい案内表示 

外国人旅行者などが交通手

段ごとに目的地までの移動時

間や経費などが簡単に分かる

ようなシステムを導入し、移動

手段のＰＲを図ります。 

市、産地協同

組合、民間事

業者 

   

観光急行バス

の運行 

市内外の観光地を直結する

観光客向け急行バスの運行を

バス事業者と共に検討します。 

(例) 春～秋は、東部(越前そば 

の里、和紙の里など)方面を

中心に運行する。 

市、民間事業

者 

   

南越駅（仮称）

と武生駅間の

路線バス運行 

路線バスの停留所に南越駅

(仮称)を加え、シャトルバスの

運行も検討します。 

市、民間事業

所 

   

観光地周辺の

バス停 

観光客に分かりやすいバス

停の表記法について、バス運行

事業者と共に検討します。 

市、民間事業

所 

   

レンタカー 本市の二次交通、移動手段と

しては、現実的にレンタカーが

最も利便性が高いと思われる

ため、レンタカー、観光施設、

市内宿泊施設のセットプラン

を造成し、周遊を促進します。

また、外国人のレンタカー利用

を促すため、多言語対応のカー

ナビゲーションの導入を促進

します。 

市、民間事業

者 

   

レンタサイク

ル 

現在の３カ所に加え、北陸新

幹線南越駅(仮称)にもレンタ

サイクルを設置します。また、

サイクリングマップやレンタ

サイクルの案内の充実などに

より利用促進を図ります。 

市、観光協会    
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(11) プロモーション戦略 

項 目 取 組 内 容 実施主体 
実施予定時期  

H29・30 H31・32 H33・34 

プロモーショ

ン活動の推進 

ターゲットごとに広告、宣伝

活動を行い、プロモーションを

展開します。 

丹南地域の観光をＰＲする

ホームページの開設や動画を

製作します 

各市町や観光協会を中心と

してＳＮＳ等による情報発信

の強化を図ります。 

旅行代理店や旅行雑誌への

プロモーション、旅行商品の開

発を検討していきます。 

インバウンドに対応するた

めに、看板などのサイン、パン

フレットやホームページなど、

各媒体の多言語化を進めてい

きます。 

丹南市町、丹

南広域観光

協議会、観光

協会 
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