
越前市中心市街地まちづくりワークショップ 
平成 27 年 6 月 24 日（水）19：00～21：00 越前市生涯学習センター 

■第 1 回ワークショップの目的・概要      
テーマ：「中心市街地の“みち”づくり」 

越前市では新庁舎の現在地建設を絶好の契機ととらえ、今後の周辺整備を見据えて中心市街地活性化基本計画の改
定作業を進めています。 

今後の中心市街地の“みち”のあり方について市民の皆様の考えを広く伺うため、ワークショップを開催しました。 

■当日の流れ ■当日の参加者  
時間 内容 

19：00 ◆市あいさつ 
◆越前市中心市街地活性化基本計画策定委員会委員長あいさつ 

野嶋慎二先生（福井大学大学院工学研究科教授） 
◆事務局説明 
・ワークショップの目的について ・市が予定している主要プロジェクト

について 
・新庁舎建設事業の現状について・中心市街地活性化エリアの道路状況に

ついて 

19：25 ◆テーマ、ワークショップの進め方の説明 
◆全国の街路、空間整備の事例を紹介 

19：35 ◆意見交換開始 
・1 班：シンボルロード 
・2 班：新庁舎周辺の道路 
・3 班：中心市街地活性化エリアの道路 

20：35 ◆意見まとめ 

20：50 ◆意見発表 

21：00 ◆閉会のあいさつ、第２回ワークショップの開催案内 

■対象エリア           

■第１回 ワークショップまとめ

◇１班：シンボルロード総括 

◇2 班：新庁舎周辺の道路総括 

◇３班：中心市街地活性化エリアの道路の総括 

＜参加者の内訳＞計 26 名 

●一般市民・・・・１４名

●策定委員・・・・・７名

●青年会議所・・・・３名

●市役所ＩＪＵ課・・２名

○１班・・・・・・・8 名

○2 班・・・・・・１０名

○3 班・・・・・・・8 名

地域住民だけでなく、策定委員、青年
会議所、市若手職員など、さまざまな
立場の人が参加し、多くの意見が出さ
れました。 

≪総括≫ 
（１）道路整備について 

・見通しの悪い交差点が多く、隅切りが必要である。 
・通りのデザインを連続させるべきである。 
・石畳は意匠的には良いが、高齢者や障がい者にとっては歩きにくい。 

（２）資源を活かす取組み 
・寺社周辺及び商店街に面した路地は歩行者優先の道路として残すべきである。 
・越前市内に点在している神社仏閣を活用した道路づくりが必要である。 
・桂町の街並み等、今ある資源の再評価を行い、支援する取組みが必要である。 

（３）歩きやすい道路整備 
・車の通り抜けが多い生活道路や、通学路は一方通行としてはどうか。 
・誰もが安心して歩ける道路整備が必要である。 

(例)歩道のバリアフリー化、トイレの設置、おむつ替え等ができるスペース 
宿り木のような休憩スポットの整備（ベンチなどの休憩施設） 

（４）路上駐車について 
・総社通り、北陸銀行前は路上駐車が多く、店舗の顔が見えにくい。 

１ 

※シンボルロードのコンセプト・・・『国府を感じる参道』 

≪総括≫ 
（１）歴史的な文脈を感じる道路づくり 

・「国府」であった越前市の歴史に対する住民の想いは強く、地域の特色が色濃く現れた整備が必要である。 
（水路、松並木、蔵の辻のような街並み）。 

（２）総社をアイストップとした「参道」としてのシンボルロード整備 
・駅を出てから総社まで一直線に伸びる地形、みちは珍しい。駅前広場から総社まで統一性のある「参道」を感

じさせる整備が必要である。 

（３）駅前及び市庁舎と一帯となった道路整備 
・駅前や市庁舎前広場と意匠を統一させ、つながりのあるイベント空間の設置など、市庁舎と一帯となった整備

が必要である。 

（４）歩行者主体の道路整備による賑わい創出 
・通行止めや車線減少等、車中心から歩行者主体の道路整備を行い、賑わいを創出することが必要である。 
・空き店舗等の活用や休憩所等の「ほっと」スポット整備が必要である。 

シンボルロード 

新庁舎周辺の道路 

中心市街地活性化エリア 

≪総括≫ 
（１）二つの視点 

・「生活者」の視点と「観光客」の視点があることを踏まえ、両者の視点に配慮した計画が必要である。 

（２）庁舎周辺道路全般に関連する事項 
・歴史ある街並みを活かしつつ、子ども、高齢者、障がい者など誰もが安心して通行することができる道路空間

づくりが必要である。 
・狭い路地は、生活者の視点からは「車の通行が困難で不便」「スピードを出す車に危険を感じる」との意見が

ある一方、観光客の視点からは「歴史的なストーリーがある路地は魅力的」との意見もある。 
・街路樹が少ない。中心市街地こそ緑が必要である。 

（３）庁舎東側道路に関連する事項 
・幅員が狭く車のすれ違いができないため、拡幅が必要である。 

（４）庁舎西側道路に関連する事項 
・見通しは良いが、歩行者が安全に通行できるように車がスピードを落とすようなつくりや、歩道の設置が必

である。 

（５）庁舎南側道路（シンボルロード）に関連する事項 
・歴史的な情緒のある街並みにも関わらず、歩行者が少ない。景観に配慮しつつ、越前市の個性（伝統工芸、菊

人形等）を活かし、昼夜を問わず賑わいがある空間形成が必要である。 

（６）庁舎北側道路に関連する事項 
・幅員が狭いにも関わらず、車がスピードを出して通行するため、歩行者が危険を感じる。歩道と車道の色を変

えることで歩行者の安全を確保する等の整備が必要である。 

（７）その他 
・ＪＲ武生駅前について、「駐車スペースは不要」とする一方、「電車から降りてくる人を車で待ちやすいスペー

スづくりが必要」とする意見もあった 



  

■第1回ワークショップ意見要旨まとめ（１班：シンボルロード）  

 
 
 

 

景観・ 

駅前全体は昔府中城の中

だった。そのイメージを
復活させる 

駅前の駐車場が空しい

（緑がない） 

緑が少ない かつてあった水路の 

名残が残っている 

生活と一体になった 

水路のあるまち 

子供が遊べる水路の設置 

夜暗い 

明るくする 

夜「ほっと」するあたた 

かい光（照明）の設置 

総社のライトアップ 

＝歩きたくなる期待感 

冬イルミネーションが 

きれい 

２ 

駐車場が解放的すぎる 植栽（中央帯）が整備・

管理されていてきれい 

子供が安全に歩ける道路 事故が起きない 

１００年以上続く 

景観づくり 

街全体を蔵の辻風に 

無雪化装置がすごい 冬でも歩きやすい、雪で

ベチャベチャしない 

総社まで続くシンボル
ロードとする 

市役所まで雨に濡れない 

観光客に恥ずかしくない

駅前整備 

通り沿いの建築物の統一化 

看板の統一化、あるいは撤去 案内板（地図）がない 

車が通れないようにする 

雪が積もらない道路 

歩行 
空間 

安心・ 
安全 

道路 
状況 

雨や日差しを遮る植栽 

観光 

バスを待つ人が休める 

歩いている人が少ない 

駅前通りにしては店が

少ない 

歩いていても 

面白みがない 

せせらぎの「音」を感じら
れる水路の設置 

JR を降りたら「総社」

がアイストップになっ
ている 

総社からまっすぐな道

が伸びて、村国山を望め
る 

道路が曲がっている。幅

が揃っていない 

単に新しいものを作るの

ではなく、他のモノマネ 

にならない武生らしい 

まちづくり 

祭りやイベント時には 

道路を広場として使えるよう

にする 

路上駐車が多い 

車線がわかりにくい 

４車線はいらない 

モータリゼーションの

わりに車走っていない 

（高低差があるため）市

役所から道路に出る時、
迂回する車がある 

空き店舗が目立つ 

ウインドショッピング 

が楽しめない 

一息つくところがない 

新庁舎前の広場と一体的に 

整備を行う 

≪凡例≫ 

 現状 

 希望 

 具体的な
イメージ 

 関連する
意見 

 対立する
意見 

 

コンセ
プト 

国府を感じる参道 
シンボルロード 

賑わい 

車ばかり 

歩行者が少ない 

気軽に立ち寄れる場所が欲しい 



■第1回ワークショップ意見要旨まとめ（２班：新庁舎周辺）

駅前の駐車スペースは 

不要 

電車から降りてくる人

を車で待ちやすいよう
にする 

駅前をサロン的な広場

として活用したい 

（カフェテラス） 

公会堂記念館周辺が 

殺風景で寂しい 

道路の幅が狭く、 

運転しにくい 

道路に切れ目がなく、横断

しにくい（中央分離帯） 

道路が直線的でないので

まっすぐな道がよい 

雪が溶けやすく通行しや
すい 

生活道路と景観道路が

一緒になっている 

交差点の構造が複雑 

景観と一体的な道を 

つくる 

「たけふ菊人形」につな

がる「菊の道」（ルート）

をつくる 

越前和紙など、越前市の

巧みの技を活かした道

を作る（例：越前和紙を

使った行灯を街灯とし
て使う） 

絵本のキャラクターに

出会える道をつくる 

歩きながら武生の 
歴史がわかる道をつくる 

夜間の歩行者が少ない 

歴史的な情緒があり、 

雰囲気がいいのに歩行者
が少ない 

散歩していて楽しい歩道

をつくる 

夜間も明るく人が集まる

道をつくる 

街路樹を植える 

松並木を復活させる 

立体駐車場に通じる道

を車のスピードが落ち

やすいつくりにする 
見通しは良い 

道幅が狭いため車が 

通れない 

道路を拡幅する 

歩道がまったくない 
車道を狭くして、その分

歩道を広くする 

昔は道の真ん中に小川

が流れていたのでそう

した道をつくる 

周辺道路が非常に狭く、

事故の危険性が大きい 

狭い道でも車がスピード

を出して通行しているの

で危険を感じる 

歴史的背景を道の狭さ

に結び付けて PR する 

木陰を作る 

石畳の道をつくる 道幅の狭い道は不便で

はあるが歴史的な背景

があり、味があってよい 

歩道と車道の色を変える 

庁舎北
側道路 

駐車スペースが少ない 

障がい者が通行しやす

い環境が必要 

庁舎周辺の道路にメリ

ハリがない 

子どもや高齢者が安心･
安全に歩ける道をつくる 

ほっとできる空間づくり

が必要 

ベンチを設置する 

車を路上に駐車しやす

くする 

歩道をフラットにする 

空き 地を 活 用し てメ リ 

ハリのある道路をつくる 

昔の街並みが残ってい

て情緒がある 

庁舎周
辺道路
全 般 

シンボル 

ロード 

JR 武生
駅前 

庁舎東
側道路 

庁舎西
側道路 

人がたくさん行きかう 

道をつくる 

越前市の個性が光る道路

をつくる 
福井県や越前市に縁の

ある人の手形をレリーフ

として道に埋め込む 

アーケードを設け、雨天
でも通行者を確保する 

≪凡例≫ 

現状 

希望 

具体的な
イメージ 

関連する
意見 

対立する
意見 

3 

街路樹を整備する（福井

市では通りごとに異な

る樹を植えている） 
街路樹が少ない（まちな

かこそ緑を） 

シンボルロード 



■第1回ワークショップ意見要旨まとめ（３班：中心市街地活性化エリアの道路） 

 

 

  

道路が狭い 

道路が狭いのにスピード
を出す車が多い 

バイパス（戸谷片谷線）
ができたので渋滞は緩

和している 

ブロック塀等で歩行者・

車からの視界が悪い 
 

隅切りが必要である 

 

建築確認申請時に市で 
隅切り確保の指導をする 

舗装の統一化 

 

通りにおいて、 

舗装の統一性がない 
 
 石畳も良いが、 

歩きにくい 
 

 

デザインに配慮し、歩き
やすい路面処理をする 
 

カラー舗装化する 
 

道が狭いところは 
迷路みたいで楽しい 

タイムスリップした 

雰囲気がある 
 
 

車で入っていくのが 
大変である 

 

 

道路の狭いところと 
広いところのエリアを

分け、エリア特性に応じ
た道づくりを行う 

お寺を活かした道づくり 

 

小さな商店街は無理に道路
を広げない（歩行者優先） 
 

道路が狭くてよい地区と 
道路を拡張した方がよい地
区を分ける 

 

古い商家や民家を残す 

 

（具体例） 

京町周辺は現状の街並
み・道路環境を維持する 
 

東小周辺は定住環境を維
持、標準的な道路を整備
する 

街並みを維持することで、通りに特徴が出るので、
景観ルールの運用を徹底する 

 
単に拡幅等の整備をするだけでなく、子どもから

高齢者まで、安心して歩きまわれる仕掛け（トイ
レ、休憩場所等）を適切に配置する 

高齢者が途中でトイレ休憩できる場所が必要で 

ある 
 

子どものオムツを交換できる場所が必要である 

やどり木的に休める場所、ちょっと雑談できる 
場所が必要である 

 

子どもやお年寄りが 
安全に歩ける道路が 
必要である 

 

歩道整備、歩きやすく 
 

桂町の景観は良い 

夜間は風情がある 

価値を見出すべき 

 

京町の景観は良い 

夜間は風情がある 

土日は歩行者天国 
 

商店街の道路の両側で 
路上駐車があり狭い 

お店で何をやっているの
かが分かりにくい 

日野川沿いの歩道は 
雰囲気が良い 

狭いところは歩きやすくする 
 

通学路 

商店街 

京町 

日野川 
沿い 

視界 
不良 
箇所 

≪凡例≫ 

 現状 

 希望 

 

 

 

 

 

蔵の辻 

安心 
・ 

安全 
桂町 

全体的
な 

意見 

４ 
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