
Ⅱ 地域の特性 
 

2-1. 歴史と地域資源 

 小浜市は、昭和 26 年に小浜町を母体とし周辺町村が合併

して生まれた地方都市です。古代、若狭国の国府が設置され、

政治･経済･文化の中心地でありました。 

 後瀬山のふもとには社寺群が立地し、県の無形民俗文化財

に指定されている「放生祭」は地域が誇る伝統行事として受

け継がれています。 

 また、小浜地区中・西部地域は前面に小浜湾、背後に後瀬

山が迫る自然に囲まれた場所でもあります。 
 

■御食国
み け つ く に

 

 若狭の国の歴史は非常に古く、古事記、日本書紀にその名があり、7 世紀後半には既に国があった

とされています。恵まれた自然環境を背景に、海産物をはじめとする豊富な食材を天皇家に納める

「御食国」と呼ばれてきました。 

■武田氏の隆盛 

 16 世紀には若狭国守護となった武田元光が、後瀬山に山城を、山麓の八幡神社横に守護館を構えて

若狭一帯を治めましたが、以後、朝倉氏、丹羽氏、浅野氏、木下氏と統治者が短期間に代わり、関ヶ

原の合戦後、京極氏が統治することとなりました。現在、小浜小学校跡地にて武田氏時代の遺構が発

見されており、発掘調査を進めています。 

■城下町の形成 

 17 世紀に入り京極氏が小浜城に居を移し、その後、酒井氏が小浜城下を整備し、今日の市街地の基

盤を築きました。今もなお城下町時代の町割りや、茶屋町として栄えた三丁町、商家町が残っており、

小浜西組は平成 20 年に重要伝統的建造物群保存地区の選定を受けました。 

 江戸時代初期より日本海側の諸藩は、海運流通の拠点として小浜を位置づけ、各藩の物産が小浜湊

に陸揚げされ、富裕な商人階層が生まれ、発展してきました。 

■近代化 

 明治期になって敦賀・米原間に鉄道が敷設されると、小浜の産業は大きく衰退しました。そこで小

浜の商人たちは、熊川宿を経由して近江と若狭を結ぶ京若鉄道の建設を計画しましたが、日清戦争の

勃発で実現せず近郷の人々が集う町として存続することとなりました。当時の娯楽文化を象徴する芝

居小屋旧旭座が住吉区に残っています。 

 
  

放生祭 

後瀬山と町並み 

地蔵盆 
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◇小浜西組重要伝統的建造物群保存地区 

 小浜西組重伝建地区には、中近世にかけて整

備された城下町がよく残されています。小浜西

組重伝建地区は小浜湾沿いの砂州上に展開する

町並みで、南東には中世の城郭・後瀬山城跡が

あります。また、商家町、茶屋町、山麓の寺社

で構成されており、中世以降の街路や地割りを

よくとどめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小浜地区中・西部地域の主な地域資源分布図 

 

  

城下町当時の町割り 三丁町の町並み(昭和 30 年代)

N
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 本殿・拝殿ともに明治期の建
造。鳥居は市指定文化財。9 月
には放生祭の出し物が宮入り

し、賑わいを見せる。 

 小浜藩主酒井家の菩提寺で、

酒井家代々の墓がある。来訪者
を迎え入れる薬医門は市指定文
化財で、瓦には酒井家家紋や井

桁のデザインがある。 

 浅井長政とお市の次女・お初

の菩提寺。お初ゆかりの品々が
展示されており、お初の墓参り
ができる。 

 若狭小浜藩主・酒井忠勝の娘

が子息の武運長久と無病息災を
祈願し、ご本尊の寄進とともに
お堂も建立。毎年 7 月の大祭に

はコンニャクが販売され、その
味は絶品。 

 高成寺は足利尊氏が暦応 2 年

に若狭小浜に建立した安国寺。
観音堂の本尊として安置される
千手観音立像は、若狭地域にお

ける千手観音像の 古作例とし
て国の重要文化財に指定されて
いる。 

 「京は遠ても十八里」と呼ば
れる鯖街道。小浜で荷揚げされ
た鯖を京都まで運ぶ起点となっ

た。いづみ町にある。 

 海に沈む夕日に映えて、人魚
の像が照らし出される。江戸時
代、大火を防ぐために財を投じ

て堀川を切り開いた武久権十郎
の堀川改修記念碑がある。 

 明治期の建物で、元近代演芸
場。正面には朝日と波のデザイ

ンの懸魚がある。五月休みに歌
舞伎を楽しんだり、芸妓さんが
手踊りしたり、政治家の講演会

場としても使われ、当時は多く
の人々で賑わっていた。 

 大正 14 年の西洋風建物。奥

にある離れ・土蔵と合わせて国
の登録文化財。 

 明治中頃に建てられた典型的
な小浜の町家。地下には石室が
ある。ここに行けば地元の方と

もふれ合える。 

 昭和元年の西洋風建物。奥に
ある作業所・土蔵と合わせて国
の登録文化財。 

 明治 22 年の西洋風建物で国
の登録文化財。大火を教訓に建
てられた元薬店蔵。 

 近くに天満宮があることから
この水を飲めば頭が良くなると

の噂も。昔、この水で造ったお
酒は中国に持っていっても腐ら
ず、美味しかったことから酒造

りには 適だったとか。小浜の
酒屋が奉納した玉垣もある。 

 小浜市街の西端、小浜湾に面
し、海望山の東麓に位置する公

園。幕末の志士、梅田雲浜の碑
や女流歌人山川登美子の歌碑が
建っている。展望台からは、小

浜市街をはじめ、内外海・大島
の両半島が見渡せる。 

 明治期の建物で元料亭酔月。
伝統的な建物を活かして改修さ
れた施設で飲食も可能である。

欄間等のデザインが凝ってい
る。 

 猟師町・柳町・寺町の 3 つの
総称と伝えられる元茶屋町。ベ
ンガラ格子が並ぶ情緒ある町並

みが楽しめる。 
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2-2. 地域の社会環境 
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①小浜市と計画対象地域の人口の推移 

 小浜市全域の人口は、昭和 40 年代中頃以降

33,000 人台で推移していましたが、平成 22 年

には 32,000 人を割る状況となっています。計

画対象地域も人口は減少傾向にあり、平成 12

年から平成 22 年の 10 年間で小浜市人口が 94

％に減少したのに対して、計画対象地域は 80 

％に減少と減少率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国勢調査、日本の市区町村別将来推計人口

②小浜市と計画対象地域の世帯数の推移 

 小浜市の世帯数は、核家族化などにより全国

的な傾向と同様に増加傾向にあります。しかし

計画対象地域の世帯数は減少傾向にあり、この

10 年間で 85%に減少しました。 

 平成 23 年時点における重伝建地区内の空き

家数は 40 件程度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国勢調査

③小浜市と計画対象地域の年齢別人口の割合 

 平成 22 年の計画対象地域の 65 歳以上の老齢

人口は 737 人で、地域全体に占める割合は 36

％となっています。小浜市全体の人口に老齢人

口が占める割合は 28％であり、計画対象地域は

とりわけ少子化･高齢化が進んでいる地域です｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国勢調査

④小浜市の月別平均気温と降水・降雪量の推移 

 小浜市は対馬暖流の影響で、県内の中では比

較的温暖な地域です。年間の降雪量は、179cm

であり、敦賀市（224cm）、福井市（286cm）

に比べると少ない地域です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
気象庁気象統計情報(1981～2010)

注）計画対象地域の人口･世帯数は、男山､鹿島､白鳥､貴船､浅間､大原､香取､飛鳥､広峰､白鬚､酒井､竜田､住吉､日吉､神田､今宮の 16 区
の人口･世帯数を示す。 
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⑤小浜駅通り商店街の歩行者・自転車通行量の推移 

 平成 16 年度のつばき回廊商業棟の核テナント

の撤退等により、歩行者通行量が激減しました。

その後、中心市街地の活性化に向けた取り組みが

図られていますが、歩行者通行量は横ばい、自転

車通行量は減少傾向にあります。一方近年では、

NHK 連続テレビ小説「ちりとてちん」等の効果

もあり、小浜西組重伝建地区を中心とする市街地

のまち歩きを楽しむ方も見られます。 

 
道路交通センサス、小浜市調査 

 

⑥小浜地区中・西部地域の交通の現状 

 現在の小浜地区中・西部地域への車によるアクセス経路の主なものとしては、国道 27 号や川崎地

区方面から臨港線、小浜駅方面からの小浜港線等があります。小浜縦貫線については、現在いづみ町

商店街区間の拡幅に向けた調査が進められており、拡幅が完了すれば、小浜 IC 方面から小浜地区

中・西部地域へのアクセスが飛躍的に向上します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H22 道路交通センサス、H23～25 小浜市交通量調査 
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2-3. 福井県や小浜市を取り巻く社会情勢 

○国内の外国人観光客の大幅な増加 

 平成 15 年から国の「ビジット・ジャパン・キャンペーン（外国人旅行者訪日促進戦略）」及び東ア

ジア諸国での経済発展に伴い、訪日外国人客数は大幅に増加しました。ただし、福井県の外国人宿泊

客数は約 27,000 人（平成 19 年）で、石川県の 1/6、富山県の 1/4 程度にとどまっており、両県を大

きく下回る状況にあります。 

 

○約 140 万人の観光客 

 小浜市における平成 23 年の観光客数は、約 142 万人で、近年は 120～160 万人前後で推移してい

ます。平成 20 年は、NHK 連続テレビ小説「ちりとてちん」の放映やアメリカ大統領選挙に伴う

｢OBAMA フィーバー｣効果等により約 183 万人で、 高の入込みを記録しました。 

 

○中高年齢者観光客の割合が高く、女性グループ観光客の割合が低い 

 福井県観光客に占める中高年齢者の割合は 57.7％（平成 19 年 全国 5 位）で、全国（46.8％）より

も 10％程度高くなっています。また、女性グループ客の割合は、1.9％（平成 19 年 全国 39 位）で、

全国低位となっています。 

 

○食に対する高い評価 

 宿泊旅行者が｢美味しい食べ物が多かった｣と回答した割合が全国で第 1 位となった調査結果がある

など、福井県の食は全国的に高い評価を得ています。 

 

○高速交通体系の整備 

①舞鶴若狭自動車道は平成 26 年度に全線開通が計画されています。 

②北陸新幹線は、平成 26 年度に金沢までの開業が予定されており、H24 には金沢-敦賀間の着工が認

可されました。 
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2-4. これまでに実施した事業とその課題 

 小浜地区中・西部地域において、これまでに実施してきた関連事業及び継続中の事業として、以下の

ものがあります。 

事業名／事業内容 事業主体 評価と課題 
重要伝統的建造物群保存修理事業(H21～) 

伝統的建造物としての建造物を保存整備 小浜市 
小浜らしい町並みをアピールすることによりまちの魅力が増大

し、来訪者・回遊者の増加につながっているが、改修等が必要な

伝統的建造物も多く残っている。 
若狭武田氏館跡調査事業(H23～) 

若狭守護の居館遺跡を史跡公園として整備

するための調査事業 
小浜市 

小浜の歴史を紹介するとともに、中心市街地内の大型史跡公園と

して史実を活かした整備により、賑わいの創出やまちの魅力向上

を目指しているが、引き続き地下遺構調査を実施中である。 
小浜縦貫線(住吉-酒井)整備事業(H13～H22) 

道路の拡幅整備工事や景観に配慮した無電

柱化工事 
福井県 

円滑な交通流通の確保や安心安全な道路空間の創出、潤いと歴史

を感じる道路景観を創出することにより、住みやすいまちの形成

につながった。 
小浜縦貫線町並み景観協定事業(H15～) 

道路拡幅工事後の建築に対する協定締結 
住吉･酒井まち

づくり協議会

歴史を感じさせる空間やまちなみ景観が形成され、集客力アップ

や回遊性の創出につながっているが、一部未改修の建物も残って

いる。 
小浜縦貫線(白鬚-広峰)整備事業(H25～) 

道路拡幅に向けた整備事業 
小浜市 

中心市街地の活性化とアクセス機能の向上を目的に、今年度から

整備事業を開始している。 
まちなか一服処設置事業(H22) 

歩道沿いに休憩の取れる縁台を設ける団体

に対する補助事業 

住吉･酒井まち

づくり協議会

観光客や市民等が利用できる一服処を設けることにより、来訪者

や地域住民の交流が図られている。 

小浜漁港海岸環境整備事業(H15～H24) 
護岸工事に合わせ、駐車場や緑地帯を整備 

福井県 
中心市街地への来訪者や海水浴客の駐車場等を整備することによ

り利便性の向上を図り住みやすいまちの形成につながった。 
小浜ロッジ跡整備事業(H23～H24) 

小浜ロッジ跡地に周辺利用者の利便性向上

のための駐車場を整備 
小浜市 

小浜ロッジ跡を小浜西組重伝建地区や海水浴客の利便性向上のた

め駐車場として整備し、賑わいの創出やまちの魅力向上が図られ

た。 
まちなかあいあいバス事業(H23～) 

コミュニティバスの中心市街地関係路線を

充実 
小浜市 

中心市街地に在住する高齢者等が、日常的に利用する施設(周辺も

含む)へのアクセス向上を図り、住みやすいまちの形成につなが

り、また、観光客が中心市街地内を散策する際の利便性を高め、

賑わいの創出やまちの魅力向上が図られている。 
市街地空き家・空き店舗情報提供事業(H22～)

空き家、空き店舗の現況調査を実施し、そ

の情報を活用し入居者や出店者を募集する

事業 

小浜市 

中心市街地の空き家や空き店舗の解消を図ることで町並みや賑わ

いの連続性を創出し、より魅力的な町並みの形成を目指している

が、空き店舗活用事業の利用が少なく、制度の運用方法の再検討

が必要と思われる。 
若狭マリンピア事業(H4～) 

夏祭りとして花火大会や各種イベント等を

実施 

若狭マリンピ

ア実行委員会 

市街地に面している海岸やはまかぜ通り商店街で実施するサマー

フェスティバル。花火大会や歩行者天国等、各種イベント等を実

施し賑わいを創出している。 
ＯＢＡＭＡ食のまつり事業(H16～) 

全国のグルメが集まる屋台村や友好交流姉

妹都市及び地元産品を販売するイベント開

催事業 

若狭おばま活

性化イベント

実行委員会 

食のまちづくりとしての取組み。姉妹都市や友好都市、Ｂ級グル

メを通じ交流のある団体や地元関係団体等が出展し、小浜の食や

特産品をＰＲするとともに誘客促進が図られている。 

一門一灯運動推進事業(H21～) 
小浜西組重伝建地区の街路に行灯を設置 

小浜西組 
町並み協議会 

家屋一門に行灯一灯を設置し、町並みの雰囲気の向上、歩行者の

安全や居住者の安心を醸成するとともにまちづくりとしての来訪

者誘導を図っている。 
小浜ウエスト物語事業(H22) 

中心市街地(小浜西組重伝建地区)の伝統的

な建造物においてギャラリーやコンサート

を実施 

小浜ウエスト

物語 2010 
実行委員会 

来訪者に歴史ある小浜のまちの文化を発信し、小浜西組重伝建地

区に対する理解が深められた。 

町家 de フェスタ(H24～) 
小浜西組重伝建地区にて昔ながらの縁日の

再現や、町家を生かした伝統文化体験等の

イベントを実施 

小浜西組 
町並み協議会

来訪者に歴史ある小浜のまちの文化を発信し、小浜西組重伝建地

区に対する理解が深められ、賑わいの創出やまちの魅力向上が図

られている。 

観光ガイド『若狭の語り部』育成事業 
観光ボランティアガイドグループの育成や

活動支援をする事業 
小浜市 

観光ボランティアガイドが市の歴史・文化を観光客に説明案内す

ることで、観光客との交流を促進し、もてなしの向上で誘客促進

が図られている。 
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景観を阻害する電柱類

 

2-5. 現状の問題点及び計画課題の整理 

 現況特性や社会情勢の変化等を踏まえ、小浜地区中・西部地域における今後の観光まちづくりを進め

ていく上での主要課題を整理します。 

 

課題① 固有の歴史・伝統・文化や美しい自然の継承 
 小浜地区中・西部地域には固有の歴史・伝統・文化や美しい自然が数多く残り、

長い年月によって培われてきた歴史的景観・文化的景観が地域の財産でもありま

す。しかし一方では、利便性の追求等により貴重な文化財や建造物が失われてき

ました。周辺の自然や歴史的景観に配慮されない構造物の建設、電柱電線による

良好な山並みや町並み景観の阻害等、地域に相応しくない景観もできています。 

 人魚の浜や、背後の山並み、小浜西組重要伝統的建造物群保存地区を中心とし

た歴史的町並み、寺社・遺跡等の文化財群、放生祭等の伝統、地域の食文化等は、

小浜地区中・西部地域を特徴づける重要な資源です。これらを未来に継承していくとともに、地域に根

ざした歴史的・文化的景観づくりを進めていくことが重要です。 

 

課題② 多様な地域資源の観光まちづくりへの活用 
 小浜地区中・西部地域は茶屋町、商家町、寺社仏閣等、固有の地域資源を豊富に有しており、観光面

においても、市の観光拠点として重要な役割を担っていますが、その活用が図られているものは一部で

あり、観光客にとっても、まちの魅力が十分に感じることができる仕組みにはなっていません。 

 地域に対する市民の誇りや愛着を育むとともに、地域の活力や賑わい

の創出、多様な地域との交流や連携を図るためには、地域について理解

を深め、地域資源を観光まちづくりに積極的に活用していくことが重要

です。このような中で、県内唯一の芝居小屋である旧旭座の保存・利活

用が注目されています。 

 

課題③ 住み続けられるまちづくりと地域コミュニティの維持 
 小浜地区中・西部地域は、人口・世帯数の減少が顕著で、少子化・高

齢化も進んでおり、今後空き家も増加してくることが懸念されています。

重伝建地区の選定によって、建造物の改修等に対して制限があることか

ら、歴史性に配慮した町並みが形成される一方で、火災や水害に対する

不安があるなど、災害に対する脆弱性も内包しており、住みにくさを感

じている住民もいます。 

 居住環境の整備、生活利便性や移動性の向上、大規模災害も含めた防災の強化等、様々な問題に対し

て、市民と行政が一緒に取り組んでいくことが重要であり、安心・安全に住み続けられるまちの形成が

必要です。  

旧旭座を活用したイベント 

降雪時の三丁町 
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課題④ 舞鶴若狭自動車道の整備効果を活かした活性化・賑いの創出 
 小浜地区中・西部地域には、地域の歴史・文化を活かしたシンボル的

な施設や、訪れたくなるような施設、市民が集い楽しめるような環境が

不足しているため、人が集まる魅力ある場所になっていません。つばき

回廊商業棟の核テナント撤退等により、歩行者通行量も激減し、賑いも

衰退しています。近年では、NHK 連続テレビ小説「ちりとてちん」等

の効果により、まちなかを歩く人が増えましたが、観光案内板や休憩所、

トイレ等が十分には整備されておらず、まち歩き観光基盤の整備も遅れています。 

 舞鶴若狭自動車道の全線開通により中京圏・北陸圏等からのアクセスも飛躍的に高まることから、小

浜地区中・西部地域では、まちの活力や賑わい・交流を創出し先導する地域として、まちの魅力を高め

何度も訪れたくなる魅力づくりや広域的な観光施策を展開するとともに、来訪者の回遊性や滞在性を高

め、他の地域へ効果を波及させることも重要です。 

 

課題⑤ 協働による観光まちづくりの推進体制の強化や人づくり 
 観光まちづくり活動に参画する市民の固定化や後継者不足が問題となっています。ボランティアガイ

ドの参画や地域振興に取り組む意欲的な人達の活動が見られる一方で、メンバーの高齢化や固定化、活

動を実質的に推進する若手の実働部隊の不足、リーダーとなる人材基盤の脆弱性等、人材に関する課題

が指摘されています。 

 地域固有の課題への対応、持続可能な観光まちづくりや、地域力の向上を図るためには、市民の意識

の向上や、地域に対する誇りや愛着の育成、観光まちづくりを担う人材の育成を図るなど、多様な主体

が観光まちづくりに参画することができる環境を整えることが重要です。市民と行政が連携して戦略的

に観光まちづくりに取り組みながら、地域づくりや情報発信、観光客の受け入れ等を図るためのシステ

ム（組織・ネットワーク）を構築し、意欲的な人材が活躍できる場を創設し、様々なアイデアの実現を

進めていく必要があります。 

 

課題⑥ 情報発信の強化と広域観光の推進 
 アメリカ大統領選挙に伴う「OBAMA フィーバー」や NHK 連続テレビ

小説「ちりとてちん」の放映等により小浜市の観光客数も飛躍的に増加

しましたが、一時的な増加にとどまり、近年はそれ以前の入込数に落ち

ついています。若狭おばま観光協会やおばま観光局、若狭おばまフィル

ムコミッションの取り組み等により、小浜の情報が全国に発信されてい

ますが、さらに地域の情報を発信していく必要があります。 

 観光ニーズの分析、情報の共有、地域産業との連携、商品開発等を行い、地域を挙げて小浜地区中・

西部地域の PR を図るとともに、誘客プロモーションや、営業力を強化することが重要です。また、舞

鶴若狭自動車道や北陸新幹線の整備が進む中で、単なる通過点とならないよう、他自治体と連携した取

り組みを進め、市域、県域を超えた広域観光コースの開発や、共同 PR の実施等、広域観光を推進する

ことが重要です。  

つばき回廊商業棟跡地 

「OBAMA フィーバー」記事 
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