
案件名 「環境・文化　創造都市宣言」について

実施期間 平成27年6月15日(月) ～ 平成27年7月6日(月)

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 計

男性 4 1 3 1 9

女性 17 2 1 3 23

未記入

合計 21 1 2 4 3 1 32

意見の
内容

意見への
回答

№ 年齢

1 34

性別 コメント/意見

男

環境・文化創造都市宣言のキーワード
1、人と人をつなぐ鳥
　越前市では「生きものと共生する越前市」を目指しており、コウノトリ
は「里地里山」の生物多様性や自然再生のシンボルとされている。ここで
言う「里地里山」とは、「人間の手で管理された自然」のことであり、コ
ウノトリは今や人間がいない完全な野生の山では生息できない。そしてそ
の人間と自然の関わり方次第で、「持続可能な」環境政策の方向性が違っ
てくる。
(中略)
　特に白山や坂口などの越前市郊外部では、地域の高齢化や人口減少が進
行しているにもも関わらず、コウノトリの餌場を確保するために人手がか
かる無農薬での田んぼを営む必要がある。それはあのりにも人間側に負担
がかかりすぎるシステムであるため、現実的には新規の定住者を受け入れ
なければコウノトリのための田んぼを維持していくことは困難であること
を示している。
　このことから逆に、コウノトリを「人里に住まう鳥」≒「人と人の間に
存在する鳥」と考え、
(中略)
コウノトリが、「人と自然の共生」の象徴だけではなく、「人と人の共
生」の象徴としても越前市に慶事を運んできてほしいという願いを込め
て、「人と人をつなぐ鳥」という言葉を創造都市宣言のキーワードに推し
たいと思う。

今回いただいたご意見については、取りまとめ整理した上で、7月17日の第2回環境・文化　創
造都市宣言文検討委員会へ提示しました。今後は、検討委員会や議会において協議し、市政10
周年記念式典において、発表させていただきます

「環境・文化　創造都市宣言に関するパブリック・コメント結果

趣旨

　人口減少時代を迎え定住化が叫ばれる今日、本市では先人達が築いて来たこのすばらしい環
境と文化をさらに生かしたまちづくりを進めていますが、未来に向けてさらに新たな活動を創
造し、市民一人ひとりが住むことに誇りを持てるまちを築いていくことを目指して、市制１０
周年を機に「環境・文化創造都市」の宣言を行い、全国に向けて魅力あるまち越前市を発信し
ます。

意見提出
者数

32人（33件）

以下のとおり
（掲載されていないご意見につきましては、環境・文化　創造都市宣言に関する内容ではない
ので、省略させていただきます。）

資料　１
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1 34

2 80

3 68

4 64

5 59

6 76

男

2、共生のまち
　越前市の最大の魅力は、地域の暮らしやすさ、住みやすさにあると自分
は思う。そしてその越前市の暮らしやすさは、地域間の助け合い(共助)に
支えられている部分が大きい。
　(中略)
  一方で、今後の人口減少により、越前市においてもそうした地域間の共
助が維持できなくなる可能性が高い。(中略)地域間の共助を今後も維持し
ていくためには、現在の若い世代に市内に留まってもらうだけでなく、こ
れから市外から移住してくる人も積極的に受け入れていく必要がある。若
い世代と高齢者、日本人と外国人、健常者と障がい者、今まで越前市にい
た人と新しく越前市に来る人、お互いの信頼関係をどうやって作っていく
のかが今後の課題になる。みんなが快適に暮らしていけるようなまちに
なってほしいと思う。
　越前市が、「人と自然の共生」だけではなく、「人と人の共生」も目指
していけるまちであってほしいという願いを込めて、「共生のまち」とい
う言葉を創造都市宣言のキーワードに推したいと思う。

女

　継体天皇時代からの伝統工芸の技と豊かな産業
宣言文の中に『平和の文化』を入れてほしいと思います。
　継体天皇即位１５００年祭の一連のイベントに国連元総長チョードリ氏
が来県し、「１５００年にわたる平和を守り続けている所は、世界中みて
も奇跡的な場所です。ここから平和の文化の発信を！！」と言われまし
た。平和の為に世界で活躍する人材の顕彰「越前平和賞」することで世界
から人の交流が多くなり文化・経済が活発化すると考えます。

女

・ねむっていませんか？文化の宝
・かくれている越前の歴史・文化をさがそう
・大事に育てよう歴史と文化
・子供達に残そう文化と歴史
・市民が少しずつ気にかけて家の角に残っている
　宝物を大切にしていきましょう
・皆んなで大切にしようふるさと越前
・一声かけよう歴史ある越前

男

(前文略)
  また、旧国道山頂分岐点より水道タンク迄の間を(道路)整備して市民の
遊歩道に最適と思います。そこからは、旧武生市、鯖江市方面迄で一望出
来すばらしい眺めです。ご検討をお願いします。

男

　(前文略)
  そこで今回は「例」にある、容易な問題中から「コウノトリが舞う里づ
くり」に関して、再度書いてみよう。
先般、セリ・カナライブを越前市と福井市(西部前)で開催している。いず
れも観た。
今後もヒンパンに行うと良い。経費ぐらい、たかだか知れている。若いし
移動も容易。行う場所と企画は容易ではない。この企画で活きる。流行歌
ではないので大ヒットという事情不可。
(以後略)

男

　僕が思うに、武生という所は、平安の都において、一等国であるという
ことで、今の市街地においても、あっちこっちと、その跡をみることがで
きる。又、武生菊人形展も、僕が小学校の時には、すでに行われていた、
ということも、実際に小学校から行ったことと同時に覚えている。
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7 65

8 77

9 70

10 55

11 62

12 20代

13 20代

14 20代

15 20代

16 20代

男

　福井県のほぼ中心に有り、長い歴史の中で風水害による被害が少なく、
近年では更に防災意識を高める訓練が行われている。
　そのような自然環境の中で市民は心穏やかに日常生活をおくり、各々に
先人から受け継いだ文化活動を行っている。また、次の世代に継承しよう
と日々努力している。
　越の国の玄関口として人々の往来が多く、文人墨客の足跡が多く残され
ている。
　美しい自然とおいしい水は稲作の代表的品種コシヒカリを生み、育て他
の野菜と共に食卓を賑している。

女

越前市で生まれ県外で働く人や将来この町に戻る人々にどのような町を残
してほしいかを聞き取り、将来の町づくりに活かしてほしいです。県外に
出てみてはじめてきづく古里のすばらしさこそ本当（本物）の越前市の魅
力だと思います。

女

和紙を漉く学童の輝きの目を世界に継ごう。
水清き越前の里和紙文化世界にはばたけ。
日野の山仰いで育む郷土愛老いも若きも心は躍る。
今や電子工業が発展し外国人が大きな役割をになっている現状を考えみど
りとおいしい水に恵まれた越前市をアピールしたいです。

女
この町は、素的な古い文化があり何よりも人間性がソボクで、素直であ
る、心があたたかい。

女

＊越前ブランド化（課）の設立を提案します。福井国体に向けて嶺北地方
一丸となって越前ブランドで選手をもてなし、今後の観光に結び付けるべ
きです。越前そばや、１５００年の歴史ある越前和紙の産地である越前市
はその中核になるはずです。
＊その上で長期的な目標として、市民憲章にも掲げられている日野川の流
れをよりよくし、豊橋を始めとする橋の改修、河川敷の整備を進めてくだ
さい。又、村国山を市民の森として誰もが憩いの場として使用できる公園
などを設置すべきです。
＊ＪＲ武生駅前（アルプラザ内）に高校生を中心とした若者が集える場を
作れば街中がもっと活気付くはず・・・。

女

男

女

Future　将来更に発展するステキな町への未来という意味で
新しい若者向けの面白いイベントもたくさんある。
もっともっと越前市が伝統を守りながら新しい風をとりいれた若者も楽しめるイイ町
になるように。

「自然と都市のバランスのとれた町」を目指してはどうか。

私がおすすめする通称「猫寺」と呼ばれている御誕生寺である。猫好きの人には
一度訪ねてもらいたい。

越前市といえば歴史的に有名な紫式部が訪れたとされている紫式部公園、万葉
集、食でいうとボルガライス、越前そば、工芸品でいうと越前打ち刃物があります。
その他たくさんのものが越前市にはあふれています。

○昔からの伝統を引き継ぎつつも新鮮さがある街づくり
昔からの伝統や歴史を守りすぎていて新しさが少ないと感じる。また伝統や歴史
に縛られすぎていて新鮮味のある食べ物や商品・観光場所が少ないと感じる。
○伝統工芸品を活かす街づくり
越前和紙や越前打ち刃物を実際に使ったことがある人は少ないのではないだろう
か。伝統工芸品の多種多様な使い方を考えていろんなものに生かすことによって
利用する機会が増えると思う。
○日本一幸せな街づくり
福井県は日本一幸せな県として有名だ。その県の９市で最も幸せな市になれば日
本一幸せな市越前市になる。

女

女
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17 20代

18 20代

19 20代

20 20代

21 20代

22 20代

23 20代

24 20代

女

越前市は福井県の中でも深い歴史をもち、多くの伝統工芸を持っている。
体験工房がたくさんある。自分の手で体験することで楽しく工芸を理解でき、さらに
思い出を手元に保管でき、越前市のことを思い出すことができる。
秋にはたけふ菊人形というテーマパークが開かれたり、最近では農業を体験でき
るグリーンツーリズムの形態も導入され観光しやすくなっている。

越前ガニや越前そば、越前打ち刃物、越前和紙など、ほとんどに「越前」がつきま
す。越前市に深く関わっている伝統的なものあります。和紙や打ち刃物が実際に
私たちの生活の中でどのように関わりあっているのかと考えると、あまり使われて
いる機会が少ないように思います。
和紙を使ったアート（巨大折り鶴など）をたとえば福井駅前に配備すれば、県全体
の和紙の認知度がより高まると思います。
越前そばは徐々に有名になっており、もっと「若者」を対象とした観光に焦点を当
てるとさらに観光客が増加するのではないでしょうか。
越前市はゴミの排出量が県内９市でもっとも少ないというのは初めて知りました。
インターネットで掲載したり、県全体で排出量を少なくする運動を呼びかけるなどし
たらいいと思います。

越前市といえば「越前和紙」「越前そば」「越前がに」といったものが真っ先に思い
浮かぶことだろう。越前市は自然豊かな場所であり、陶芸に触れられる機会もあ
る。

最近ボルガライスが県内中でブームになったように、未だ未知なる文化を内包せ
し古の都市

越前市は豊かな自然に恵まれ、1500年にわたる輝かしい歴史と文化、伝統のも
のづくりを継承し、発展してきました。しかし、観光客の減少や地元の若者のユー
ターン就職がなくなってきたりと、越前離れが進んでいるのが現実です。なんとし
ても、先人が築いていくべきだと感じます。
この町に昔のように多くの人を呼び寄せて活性化させたいと考えてます。わたしは
以下の三つを宣言の内容に組み込んでもらいたいと思います。
一つ目は、越前市の食についてです。まだまだ市外の人も知らないようなご当地
グルメもあると思います。魅力ある食べ物をアピールしたいと考えます。
二つ目は越前市の自然についてです。市内には美しい山々や、紅葉、なんといっ
ても透き通った水が魅力的です。自然に触れてもらいたいと思い、自然体験を企
画します。
最後はお祭りを定期的に実施するということです。催し物は、年代を越え、老若男
女楽しめるというのも利点の一つです。

女

女

女

男

女

男

越前市はものづくりで有名な市の一つではないかと思います。小学校の頃、和紙
作りやそば打ち体験をしたことがありますが、体験できるところも魅力の一つなの
だと思います。
越前市では既に安全な食、農産物を作ることのできる市になれるように様々な行
動を起こしています。私はこの事業内容をみて、これからは子供に体験をさせてい
くことに目をむ向けることが重要なのではと思います。
越前市といえば、伝統が豊かなことが一番有名であると私は思います。伝統は継
承していくことが大事だと思いますが、体験することによって更に興味関心がわき
やすくなります。

古来から引き継がれてきたすばらしい伝統文化やさまざまな食文化などによって
支えられたきた。来県する人に対し、市民が誇りを持ってオススメできる越前市に
なることを目指したい。

越前市の魅力として挙げられるものの１つ目は、伝統産業である。伝統産業が
多々あることは越前市最大のアピールポイントだと思う。２つ目は貴重な体験がど
の世代でも楽しめるという点も越前市の武器となる。３つ目は「食」であり、近年で
確率された越前市三大グルメである。キャッチコピーがあるだけで、とても魅力的
なもののように聞こえる。他県の人からの福井県の知名度はとても低い。よってこ
れら３つはとても良いアピールポイントになると思う。

女
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25 20代

26 20代

27 20代

28 20代

29 20代

30 20代

31 20代

32 20代

越前市の若者の減少が目立っている。越前市唯一の大学、仁愛大学の魅力を多
くの人に特に受験生に発信していく。

越前市は歴史もあり名産品も数多くありたくさんの食べ物もある。この数多くの「武
器」となりうるものを持っている。
越前和紙は福井以外の若者の認知度は低いと思われる。もっと大々的に県外ま
たは世界にむけて発信すべきだ。
越前市はとても歴史あるまちだといえる。その利点を生かし街全体の景観をととの
え、その歴史を感じられるようにするとよいだろう。

どやさー越前　←天皇の料理番で主人公が言っていたから。

越前市は環境や文化などさまざまな面で素晴らしい市であると思います。次の三
つを宣言の内容に入れてほしい。
紫式部公園は歴史的にも有名であり、誰でもが知っている紫式部に関わりがある
公園です。
越前がにや越前そばなどの食べ物で、観光客の胃袋を掴みたいと考えます。自
然環境が良いため、越前市ではおいしい食材が採れます。
緑あふれる田園や、空気に澄んだ山、水の綺麗な川や海など多くの自然がありま
す。都会では味わうことのできない爽快感を味わうことができることはとても魅力
的です。

私は、20年間この越前市で生まれ育ってきた。寺院が集まっている京町や蔵の辻
がある武生の閑静な古民家群である五箇、土蔵群のある広瀬のような昔の城下
町の町並みが残っている素晴らしい歴史あるまちである。
越前市に住んでいる人でもこのまちの魅力を知らない人や気付いていない人が多
いのではないかと思う。
数年前の高校生の時期は、都市は大きなデパートやビルが多く立ち並んでいて遊
ぶ場所が充実していてとても羨ましいと感じていたが、年齢を重ねていくうちに自
然豊かで歴史の多く残っているこのまちもいいなと感じるようになった。

クリーンな街　越前市
文化と伝統の根づく土地
自然に囲まれて空気も綺麗
今なお地域にいきづく伝統産業が活発な街

古香る緑がある町 越前市

私が思う越前市のいいところは、一つ目は、やはり自然が豊かなところです。空気
がおいしくなにより自然が豊富で美しく、とても癒されます。
二つ目ですが、歴史があるところです。寺や神社などは、古くからの伝統のあるも
のが多く、昔ながらの街並みや、城跡などもあります。

女

女

女

男

女

女

女

女
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