
「北陸新幹線全線開業を活かした小浜市新まちづくり構想（案）」 

に関するパブリックコメント意見募集の結果 

 

○意見の募集期間  令和２年２月８日（土）～２月２８日（金） 

○意見提出件数   提出者９名（提出意見４３件） 

 

No. 意見の概要 構想への反映内容 

1-1 「森と海に暮らす都・おばま」というキャッチフレーズで、新しいま

ちづくりに取り組む構想を提案する。 

普遍的で、そして先端技術は取り入れながらも時代の流行に流される

ことなく 30 年先も誇れる「小浜市 OBAMA city」であってほしいと

願う。19 分で繋がる古都京都と、お互いないものを補い合えることで

各街の個性が輝く。 

本構想では、自然・文化・食・歴史の豊かな暮らしに新幹線の効果

や先端技術をかしこく取り入れた小浜ならではの魅力あるまちにす

るため、目指す姿を「スマート＆スローシティ御食国若狭おばま」

としており、ご提案のキャッチフレーズに通ずるものがあると考え

ます。 

ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

(p35 に記述) 

1-2 若狭や舞鶴など他市町も含めた次の目的地への「HUB 機能」を発揮す

る！京都から一番近い都・おばまは、嶺南若狭への旅行のまさに HUB 

sta.となる。歴史文化の中でまさに貿易の拠点（HUB）を担ってきた

都。そこに息づく古き良き伝統の文化や習慣や建造物を京都にはない

個性として活かす。 

本構想では、基本的方向３において小浜新幹線駅が若狭湾エリアを

含む日本海側の玄関口となるよう機能の充実に取り組むこととして

います。ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

（p39 に記述） 

1-3 教育環境推進エリアとして、「日本一住みたい場所」を目指す！ 

・子どもが育つまち（自然に囲まれ、のびのび育ち、個性や感性が伸

びる教育環境） 

・おとなも育ちまち（働き方の多様化と関西とのアクセスの向上によ

って、自然や文化が豊かな住環境） 

本構想では、基本的方向２において新たなライフスタイルの創造を

目指しており、子どもや大人も育む、都市とつながる自然豊かな地

域を活かした取り組みは重要と考えています。 

ご意見を踏まえ、イメージに反映させていただきます。 

(p38 に記述) 

2-1 小浜市文化会館の代替として、文化振興促進複合施設の建設を望む。 本構想では、基本的方向１において小浜暮らしの可能性の拡大を目

指しており、文化振興の促進も重要であると考えています 



ご意見を踏まえ、取り組み例に反映させていただき、具体的施策に

つきましては今後の参考にさせていただきます。 

（p37 に記述） 

3-1 トンネル工事に関しての「長さ」「掘削土の処理方法」「水脈調査方法」

について公開すべき 

トンネル工事については、現在、鉄道・運輸機構が環境アセスメン

トにおいて調査を行っており、具体的な位置・規模等については、

今後明らかになる予定です。 

3-2 こどもに関する政策に重点を置くべきである（関西が通勤圏になるの

で、企業誘致はせず、「暮らし」「育てる」「観光」に重点を置く） 

①児童相談所を市独自に置く 

②子供に関しての予算を２倍にする 

③子供に関しての職員数を３倍にする 

本構想では、基本的方向２において移住定住の促進を図るため、子

育て環境を充実する取り組みは重要と考えています。 

ご意見を踏まえ、取り組み例に反映させていただき、具体的施策に

つきましては、今後の参考とさせていただきます。 

（p38 に記述） 

3-3 福祉（医療・保険・教育）の増進に関して、「年度毎の決算額」や「全

体に占める割合」「実現した施策」などを明示すべき。（市民の自発性

と能動性を促すために、市民への福祉の増進に関する行政の努力を示

すべき。） 

ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

3-4 嶺南鉄道整備促進基金が 2019 年 3 月現在で、小浜市は 14 億 1200 万

円あるときくが、その金は北陸新幹線開業には使わずに小浜線のため

に使うべきである。 

ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

3-5 コロナウイルス感染拡大のようなことがあるので、観光以外の産業も

育てていくべきである。 

本構想では、基本的方向４において、産業・教育の振興を掲げてお

り、観光業のみならず、様々な分野の人材の育成と産業の活性化を

目指しています。 

ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

3-6 京都の医療に頼るのではなく、小浜病院で何とかするのが小浜市の矜

持である。 

本構想においても地域医療の充実は重要と考えています。 

ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

3-7 「都市の成長性（人口、従業者数、製造品出荷額等の増加率）統計的

に一定程度優位に高い結果となりました」については、低いの間違い

該当箇所は、2000 年以降に新幹線駅が設置された人口 10 万人未満

の都市において、新幹線駅と高速 IC を備えた都市は、高速 IC が無



ではないか。（p8 に記述） い都市と比べると、人口、従業者数、製造品出荷額等の増加率につ

いて、高い傾向にあることを説明しようとするものであり、ご意見

を踏まえ、文言を修正することとします。（p8 に記述） 

3-8 並行在来線の特急や各駅停車について、利便性をそこなわない対策を

示すべき。 

ご意見を踏まえ、JR 小浜線の利便性確保について取り組み例に反映

させていただきます。 

（p37 に記述） 

3-9 概算推計で「新幹線駅の乗車人員は、約 400 人/日の規模」と出ている

が、その後「これより多くなることも考えられる」と述べている。想

定というあいまいな表現よりも、概算推計で結論を述べるべき。 

小浜新幹線駅の乗車人員（利用者数）約 400 人/日については、既存

新幹線駅の利用状況に基づいた概算推計であり、これに本市の地理

的環境を踏まえ補足説明を記載しています。 

3-

10 

地域構造の変化においては、犯罪率の変化も入れるべきである。「2000

年以降の新幹線駅が設置された人口 10 万人未満の都市」で新幹線駅

の設置前と設置後の比較を数字で示すべきである。 

良好な治安の維持は重要ではあると考えますが、本構想ではこの点

に関する都市比較等を記載する予定はありません。 

3-

11 

「超スマート社会」に今最も近い日本と外国の都市を示すべきである。 超スマート社会は、世界に先駆けて日本が実現に向け取り組んでい

ることであり、本構想では、特定の街や国を例示する予定はありま

せん。 

4-1 パブリックコメントだけではなく市民対話が出来る場づくりをしてほ

しい。市民主体の勉強、監視グループが勉強会を開催し、一般市民に

オープンにして、進められると良い。 

本構想のパブリックコメント募集にあわせ、本構想に関する意見交

換を含む「新幹線講座」を実施させていただきましたが、今後も新

幹線や新しいまちづくりに関して市民の皆様との意見交換やご理解

が得られる様々な機会を設けながら、市民協働のさらなる推進に向

け努めてまいります。 

4-2 乱開発にならないよう計画を立てる 

都会的な開発を進めたり、市民が望まない土地買収が進まないよう計

画を立て、どのエリアに何が必要かまちのデザインが重要。民間参入

が早いので先駆けて指針となる取り決めが早急に必要。豊かな自然、

とりわけ水源地の確保を重要な位置づけにしてもらいたい。 

小浜新幹線駅の周辺整備など計画的な都市形成は重要と考えてお

り、北陸新幹線敦賀以西の具体的ルート公表にあわせ、都市計画な

ど速やかに検討を進める予定です。 

ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

4-3 今後のスケジュールの共有 本構想は、令和２年６月末までに完了する予定です。 



国の予定で全線開業は 2046 年となっているが 2030 年よりも早い開

業を目指すのなら、この案が決定する時期、市総合計画に反映される

ならその時期、エリアデザインの時期など、今後のスケジュールを共

有してほしい。人口減、利用者減の影響がどの程度でどう対応するの

か開業前から対策を練ってほしい。 

また、構想が反映される次期小浜市総合計画（第 6 次）は令和３年

度に策定予定となっています。 

このほか、新しいまちづくりに関する今後のスケジュール等につい

て市民の皆様と情報共有できるよう努めてまいります。 

4-4 ○ダイヤ・運賃の情報発信 

新幹線が停まる本数が少ないのか、運賃がいくらになるのか。通勤や

通学を狙うのなら該当時間の運行は確保しなければならない。 

運賃についても学生の負担が大きくなるのであれば、市内居住者への

支援があってもいいのでは。 

ご意見を踏まえ、ダイヤおよび運賃について追記します。（運行間隔：

P2 に記述、運賃：p10 に記述） 

運賃の支援などのご意見につきましては、今後の参考とさせていた

だきます。 

4-5 教育を柱に 

「大阪、京都の大学に小浜でキャンパスを開く」、「一定期間大学生が

滞在するなど小浜に来てもらう」。 

今まで中高生が近い年代である大学生と接する機会がなかったので、

その機会を創出し近い将来のイメージを具体的にもってもらう。未来

を担う世代に優しいまちづくりを。食育をはじめ、教育を受ける環境

が整っているという強みになり、移住者の増加にもつながる。 

本構想の基本的方向４において、産業・教育の振興を掲げており、

大学生や研究者などを積極的に受け入れながら、教育の推進による

人や技術を育むまちを目指すこととしています。 

ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

（p40 に記述） 

4-6 観光客のニーズに応えられる体制づくり 

団体客向けの観光だけでなく、一人一人のニーズに応えられる体制が

必要。移住先としての強みであるスローライフを実現できることを体

感してもらう観光が必要。移住先として選んでもらえるその一歩とし

ての観光客を呼ぶ努力をしてほしい。 

本構想の基本的方向２では、新幹線開業を機にスローライフの充実・

情報発信など通して観光などで小浜を訪れる人との多様な関わり方

の実現によって移住定住を促進することとしています。 

ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

（p38 に記述） 

4-7 ○構想が自分事として感じられるデザインの必要性 

新幹線開業に向けた行政が考える動きがどう自分の生活に影響するの

か具体的にイメージできない。言葉だけの専門家ではなく多層的な考

え方でそれを見える化できる専門家に入ってほしい。 

本構想では、基本的なまちづくりの方向性をイメージしやすいよう

イラストを追加することとします。 

ご意見につきましては、今後の具体的なまちづくり計画等において、

参考とさせていただきます。 



4-8 ○嶺南、若狭のイメージ刷新 

どうしても原子力発電所のイメージから原子力災害を連想してしま

う。変に隠すようなことはせず、事業者と連携して新しい価値観を創

造してはどうか。例えば、災害に強いまち、自然エネルギーを推進す

るまちなど協力はしてもらえるのでは。 

ご意見を踏まえ、新エネルギーの活用を取り組み例に反映させてい

ただきます。 

（p37 に記述） 

4-9 wifi スポット整備、サテライトオフィスの充実 

都会にいなくても出来る仕事が増えてくるのでいち早く（遅いが…）、

テレワークなど在宅勤務できる企業やサテライトオフィスを誘致。誘

致に対する費用は工場誘致に比べれば少なくて済むはず。 

本構想では、基本的方向２の移住定住の促進において、小浜で働き

やすい環境を整える取り組み例として「テレワークの促進」を記載

しています。（p38 に記述） 

5-1 ・将来予測の補強、補完 

「案」では現在のデータ等を多角的に検討されていますが全線開業時

に想定される大きな社会構造の変化を推定しその影響を反映する必要

があると考えています。 

 

ご意見を踏まえ、2030 年頃の変化とそれに対する対応について、追

記させていただきます。（p23 に記述） 

5-2 ・小浜市財政のシュミレーション 

少子高齢化が進む社会状況を踏まえ、新駅駅前整備費などを織り込ん

だ財政シュミレーションを行い、自治体健全指数を割り込むことがな

いか確認する。 

小浜新幹線駅の周辺整備等につきましては、北陸新幹線敦賀以西の

ルート発表後に検討を進める予定としております。 

ご意見につきましては、今後の具体的なまちづくり計画等において、

参考とさせていただきます。 

5-3 ・観光・・・おばまにしか無いもの 

観光資源が多すぎて「小浜にしかないもの」がぼやけており、訴求力

に欠けているのではないか。 

 

小浜にしかないものを以下のように考える。 

『小さな一流のコンテンツが狭いエリアに驚くほど点在する超一流の

街』 

観光客の狙いを絞る 

ご意見につきましては、今後策定予定の北陸新幹線全線開業に向け

た具体的な施策等において、参考とさせていただきます。 



 ・比較的生活にゆとりのある中高年層 

 ・連泊、リピート 

整備する必要のあるもの 

 ・住民が理解し楽しむ環境 ・住民主体の街造り 

 ・上質さ ・おもてなし ・狭いエリアの移動手段 

5-4 ・社会の変化を逆手に取る 

現在あるいは全線開業時の小浜市を取り巻く環境は楽観できる状況に

は無い。高齢者を活かすことがキーワードになると考える。 

本構想では、基本的方向２において、誰もが自分らしく暮らせるま

ちを目指す取り組み例として「女性・高齢者活躍の推進」を記載し

ています。（p38 に記述） 

6-1 ・成長期から成熟期へ 

成長期でない時期に、市街地を作る場合、新駅周辺の開発には工夫が

必要。新平野駅・東小浜駅などの役割や各地区の役割も大切になる。 

小浜新幹線駅の周辺整備等につきましては、北陸新幹線敦賀以西の

ルート発表後に検討を進める予定としております。 

ご意見につきましては、今後の具体的なまちづくり計画等において、

参考とさせていただきます。 

6-2 作成された構想は、関西財界などにも積極的に PR し、一体となった

取り組みを望みます。 

本構想について、広く情報発信に努めながら、まちづくりに取り組

みます。 

7-1 人口 10 万人未満の都市では、新幹線が設置されることで商品販売や

製造出荷額は伸びているが、人口が全国平均より減少している。また、

図表-11 では、新幹線駅と高速 IC が近接している北陸二県では、製造

品出荷額以外の全項目でその数値がマイナスとなっている。この二つ

のデータをみただけでも、小浜市に新幹線が停車することで小浜市に

とって追い風になるという考えは容易には持てない。統計データの正

確な分析と、現在の社会的ニーズの正確な把握を望む。 

該当箇所は、2000 年以降に新幹線駅が設置された人口 10 万人未満

の都市において、新幹線駅と高速 IC を備えた都市は、高速 IC が無

い都市と比べると、人口、従業者数、製造品出荷額等の増加率につ

いて、高い傾向にあることを説明しようとするものであり、ご意見

を踏まえ、文言を修正することとします。（p8 に記述） 

 

 

7-2 人々が暮らしの中で何を望んでいるのか。まず何よりも小浜市在住の

人々が「幸せ」を感じて暮らすためには何が必要なのか、また現在「不

幸せなもの（足りないもの）」をどうやって補うかに着目した方が良い。

そうすることによって、小浜市民が生き生きと幸せそうに暮らしてい

る姿を県外の方が知り、「移住」したり「多拠点生活」したりするよう

市民の皆さまの声をもとに、新幹線を活かしたまちづくりを推進す

べきであると考えており、「新幹線開業に対する市民の声」（p29,30）

をはじめ、市民の皆さまの声を策定委員会で共有し、基本構想の策

定を進めてきました。ご意見につきましては、今後のまちづくりに

おいて、参考とさせていただきます。 



になるのではないか。 

その際に、都市部の物まねをするのではなく、アンケートによって得

た声をしっかりと参考にして、都市部にないものを売りにしていくべ

き。また、各 12 地区が各々まちづくりを進めるのではなく、協力し合

って情報を共有しあうことが大切。先日で来たインフォメーションセ

ンターがハブを果たしていくと良い。 

8-1 ・「タイトル」について 表紙 

この構想は、行政（小浜市）だけでなく、事業者や市民も含めた取り

組みが「目指す姿」を示したものになっていると思われるため事業者

や市民も含めた取り組みを示したいのならば、そのような内容が伝わ

るサブタイトルをつけることを提案する。 

ご意見を踏まえ、表紙にサブタイトルを追記することとします。 

8-2 ・「構想策定後の取り組み」について 

この構想は、行政（小浜市）だけでなく、事業者や市民も含めた取り

組みが「目指す姿」を示したものになっていると思われるため、事業

者や市民に期待する取り組みを示すとともに、そのような取り組みを

お願いするような、文章も記載すべきである。市長から、冒頭のあい

さつで、市民や産業界にそのようなことを呼びかけるメッセージを発

信されることを提案する。 

ご意見を踏まえ、市長挨拶を追記することとします。 

8-3 ・「他都市で起こっている変化」について 

全国の新幹線駅が設置されている都市に着目した、近年の人口推移や

経済活動の成長動勢について、各都市で併せて行われたまちづくりも

影響しているのか、分析が必要。新幹線の開業効果を活かして、経済

活動の成長に繋げていくために、他都市では、どのようなまちづくり

を同時に進めているのかを検討分析する必要がある。 

他都市でのまちづくりを分析することは重要であると考えますが、

本構想においては、全国的なおおまなか傾向を把握することを目的

として分析しており、今後の取組みにおいて、ご意見を参考にさせ

ていただきます。 

8-4 ・「産業立地動向分析」について 

「工場・研究開発拠点立地の際のインフラ条件」が示されているが、

ご意見を踏まえ、交通インフラの整備を取り組み例に反映させてい

ただきます。（p40 に記述） 



新幹線駅と高速道路 IC だけでなく「主要幹線道路（産業道路等）」の

寄与度も高いことがわかる。 

市内の幹線道路は国道 27 号、県道小浜上中線ともに対面通行の 2 車

線しかなく、とても貧弱である。新幹線の開業効果を活かすために、

市内の幹線道路の整備（4 車線化）を新幹線開業までに実現すべきで

ある。 

新幹線駅への道路アクセスを含め、小浜新幹線駅の周辺整備等につ

きましては、北陸新幹線敦賀以西のルート発表後に検討を進める予

定としており、ご意見につきましては、今後の参考とさせていただ

きます。 

8-5 「新幹線開業に対する市民の声」について 

新幹線開業に期待する市民の声が、たくさん記されていて、素晴らし

い。このように夢や希望を明らかにして、行政だけでなく小浜市民も

いろいろな分野でチャレンジしていくことが、夢の実現に繋がってい

くと思うので、素晴らしいことだと思う。 

市民の皆さまの声をもとに、新幹線を活かしたまちづくりを推進す

べきであると考えており、ご意見につきましては、今後のまちづく

りにおいても、参考とさせていただきます。 

8-6 ・山陰と北信越・首都圏方面をつなぐ役割について 

「山陰縦貫・超高速鉄道整備推進市町村会議」や「山陰新幹線の早期

実現を求める舞鶴大会」中で、新大阪から松井山手、京都を経て、小

浜で西に経路を変え、米子まで結ぶ山陰新幹線の路線の構想が示され

ている。 

小浜新幹線駅が山陰新幹線に乗り換えるためのターミナルになれば、

交流もより活発になり、小浜市の活性化にプラスになると思われる。

そのためには、小浜新幹線駅から山陰に向かうことも可能な線形で小

浜新幹線駅を整備しておくことを国に働きかけることなどを提案す

る。 

ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

8-7 ・二次交通の充実について 

「二次交通の充実」という言葉をよく聞くが、具体的に何をすること

が必要なのかわからない。「二次交通の充実」とは、具体的に何が必要

で何を行うのか、明記することを提案する。 

二次交通とは、交通の拠点となる新幹線駅から目的地（観光地・公

共施設など）の間をつなぐ交通手段です。 

本構想では新モビリティの導入を取り組み例としていますが、北陸

新幹線敦賀以西の駅・ルート位置の発表後に小浜新幹線駅の周辺整

備や交通インフラ整備と併せて具体的検討を進める予定です。 



9-1 ・「観光都市京都」至近にある立地を活かした新幹線活用 

アンケートでは県外の観光客向けの宿泊施設の不足している、という

意見があるが、小浜に過剰な観光ホテルは不要。 

ターゲットは世界第一級の観光都市京都に訪れた観光客のうちのほん

の一部で十分。 

宿泊施設はもともと客室数の多い京都にまかせ、小浜へは日帰り観光

で訪れてもらうことを主眼においてはどうか。 

ご意見につきましては、今後策定予定の北陸新幹線全線開業に向け

た具体的な施策等において、参考とさせていただきます。 

9-2 ・国道２７号の織り込み交通の解消を 

小浜市内における自動車交通の弱点は、国道２７号上での織り込み交

通の発生にある。新幹線の駅前広場が国道２７号の織り込み交通区間

を走ることは、解消するべき。 

以前の都市計画マスタープランでは小浜インター線の先線が破線で示

されていた。この計画線を、現在南川の堤防上を走っている国道１６

２号のパイパスとして整備することはできないか。さらに小浜市中心

部へのアクセスも後述の方法で国道２７号と十字交差させることによ

り、国道２７号は専ら小浜市を通過する物流機能を担う道路になると

考える。 

北陸新幹線敦賀以西の駅・ルート位置の発表後に小浜新幹線駅の周

辺整備や交通インフラ整備の具体的検討を進める予定です。 

ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

9-3 ・新幹線を活かすためには在来線小浜線は必須 

小浜駅がなくなってしまっては、１００年かかって積み上げてきた駅

前の賑わいを、一気に失うことになる。今ある小浜線を重要視し続け

る必要がある。新幹線敦賀開業時から小浜線の活用を十分に図り、全

線開業時には現状以上の利便性を確保している必要がある。 

 外来の者にとっては、鉄道からバスへの乗り継ぎのほうが鉄道から

鉄道への乗り継ぎよりもハードルは高いと考えられます。嶺南各市町

との観光タイアップがしやすいのも小浜線の利点。 

周辺町に在住の新幹線利用客のために、自家用車利用を促してしまう

JR 小浜線は、地域にとって重要な公共交通機関として認識していま

す。 

北陸新幹線敦賀以西の駅・ルート位置の発表後に小浜新幹線駅の周

辺整備や交通インフラ整備の具体的検討を進める予定です。 

ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 



ような新幹線駅付近の大規模駐車場整備を、小浜市の税金で作る必要

はありません。各町の駅周辺に駐車場を確保してもらうべきです。 

9-4 ・中心市街地のコンパクト化のために小浜線の高架化を 

現在の小浜駅はその至近にあるため、市街地では居住するにも一等地

に値する土地である。連続立体交差事業ができれば、現在の小浜駅の

スリム化が可能となり、小浜駅付近の空間は、市街地の一等地、新た

な再開発可能エリアとして位置づく。 

鉄道高架化の大きな効果の一つに、交差道路の新設がある。現在小浜

駅前にぶつかっている国道１６２号を小浜線の下をくぐってまっすぐ

南下させ、国道２７号に十字交差させ、さらにその先、トンネルを掘

って南川に橋を渡せば、先述の国道１６２号のバイパスに接続する。

今富地区以南から小浜市中心部へのアクセスが格段に良くなる。 

小浜新幹線駅の周辺整備等につきましては、北陸新幹線敦賀以西の

ルート発表後に検討を進める予定としており、ご意見につきまして

は、今後の参考とさせていただきます。 

 


