
福井県「小浜西組三丁町商店街振興会」
株式会社まちづくり小浜（おばま観光局）

取締役 佐野 達也

「昔ながらの町並みを活かしたまちづくり・商店街活性化」



小浜市における観光を切り口とした地域経済活性化モデル
 メインターゲットとして、関西・中京圏在住の高ライフスタイルを求める女性を設定。
 小浜ならではのたおやかな空間の中で、独自の歴史・文化を楽しんでもらうための仕組み作りと、
小浜の豊かな食文化を活かした商品開発を行い、地域経済活性化を目指す。

食文化を活かした商品開発
・女性を惹きつけるデザイン
・簡単、便利の付加価値

＜関西・中京在住 30～50代女性＞
可処分資源（お金と時間）が多く、
ライフスタイルの充実を求める
 趣味はオシャレcaféでランチ、ヨガ
 自然、無添加、素材にこだわる

＜インバウンド層（欧米系・台湾・香港）＞
•京都中心の長期滞在者
•日本の文化好き
•日本数回訪問、人とは違う土産を探す

ネット販売・通販促進
（小浜の思い出を再び）

• 自社サイト・ Amazon 等での通販
• ふるさと納税の活用

着地型観光・バスツアー商品化
着地型観光のプラットフォーム作り、
旅行会社・バス会社等のタイアップ

ターゲット顧客

サブターゲット

小浜市

観光資源を活用した事業開発
古民家での宿泊体験を中心に
古い町並みや伝統を味わえる

感動体験を提供

①集客の仕組み作り

⑤外商

③土産販売
（テストマーケの場）

②集客装置の開発（モノからコトへ）

④商品企画開発（一工夫）

観光と商品開発の
好循環
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海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群

～御食国（みけつくに）若狭と鯖街道～
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荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間

～北前船寄港地・船主集落～

〇 海と都をつないだ国内外交流拠点の歴史
〇 都の食文化を支えた食の聖地としての歴史

食のまちづくりの原点回帰 日本遺産ダブル認定

重点プロジェクト①



「北前船寄港地・船主集落」
① 北陸新幹線沿線地の連携によるブラン
ド向上とスケールを活かした広域観光戦
略を展開

② 北前船食文化と御食国鯖街道の食文化
を融合させ「和食のふるさと」として発信

「御食国若狭と鯖街道」
① 京都ブランド（御食国・鯖街道）を活かし、京都
からの誘客事業（インバウンド含）を展開

② 文化自然と融合した「学び」体験観光

「御食国アカデミー」の展開

ゴールデンルート

北陸新幹線

敦賀(2022開業)

福井

小浜

鯖街道・御食国ブランドを活かした
京都からの誘客

北陸新幹線を活かした
東北・北陸からの北前船誘客

敦賀開業時における
敦賀をハブとした北前船連携誘客

京都

日本を代表す
る「食」のまち

日本海側を代
表する

古い港町

重点プロジェクト①

食のまちづくりの原点回帰 日本遺産を活かした誘客方針
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小浜西組三丁町商店
街

外国人観光客が
訪れている観光資源

重伝建に選定を期に「まちづくり」
をリスタート、観光の要所として整
備事業始まる



 古民家を改修した宿泊施設が、小浜の歴史の深さの象徴するものとして、顧客に対しての新しい体験を提供で
き、かつ古い町並みの活性化に有効であると考え、複数の小規模な古民家の宿泊施設改修を推進中。

 おばま観光局の事業として、古民家宿を2件を運営、2件を計画中。今後は、古民家宿に宿泊する客層が求め
る体験・ツアーとの連携を深めていく予定。

小浜西組重要伝統的建造物群エリアでの古民家宿の整備

：運営中
：計画中
：初期検討中

三丁町
の町並み

【三丁町ながた】（運営中）
•元料亭を市の委託費を用いて
観光局がリノベーション

• 10年の貸借期間で、H29.3
月から観光局運営中

【さのや（仮）】 （計画推進中）
• H30年度に、地元商店街振興
会と連携し、中小企業庁補助金
を活用して、改装予定。

•地元で有名な和菓子屋「伊勢
屋」を1F入口付近にテナントとし
て誘致予定。

【旧T邸宅】（計画推進中）
• H29年度に、観光局が買い上げ
• H30年度の文化庁補助金を用
いて改装を予定。

•母屋の一棟貸し、蔵の一棟貸し
の2棟の営業を検討中。

【丹後街道たにぐち】 （運営中）
•重伝建外に立地する古民家
•観光局が自己資金で改装。
H30.3にオープン
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通行量計測地点

補助事業対象物件
三丁町さのや（仮）
三丁町ながた

コミュニティス
ペース

※外国人観光客数については、小浜市文化課ヒアリングによる回答値であり、計測地点なし
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インバウンドを意識したObama machiya stay 事業を展開

三丁町の町並み（北側入口付近）

滞在型観光の拠点づくりが重要である



インバウンドを意識したObama machiya stay 事業を展開

三丁町の町並み（北側入口付近）



三丁町ながた＆三丁町さのや外観
町家ステイ、さのや一階にショップを入れることで通りの賑わいを創出



街中で営業していたダイニングレスト
ラン「ぼんくら」30年7月から営業開
始、奥は料亭 播磨

街路整備が進み新店舗オープン始めた。各店の連携を進めイベントなどを催す

町家ステイは朝食のみ、夕食はエリア内で飲食及び三味線体験やまち歩きへ繋げる



平成30年8月中にエステサロン「gluck]オープン予定
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街路整備中、電線地中埋設、融雪装置、石畳調舗装等



平成31年夏工事完了に向けて、商店街として活性化への取組を強化
三丁町商店街振興会と町並み協議会、小浜市が連携して観光の拠点として誘客していく



 おばま観光局が事業主体となって開発・運営。いずれも物件オーナーから10年間借り受けた上で
、改修を施して営業をしている。

改修済みの古民家宿概要

■三丁町ながた（H29.3オープン） ■丹後街道たにぐち（H30.3オープン）

• 明治時代建築の元料亭（約10年前まで営業）
• 定員8名（一棟貸し、簡易宿所営業）

• 昭和初期建築の元商家
• 定員11名（一棟貸し、簡易宿所営業）

http://obamakankokyoku.com/

http://obamakankokyoku.com/


三丁町ながた玄関外観
（改修当時資金不測の為、手入れできておらず
改修が必要。）

三丁町ながたミニキッチン周り
（水回りなどはきれいに仕上がっており、
今回の事業の対象外）

三丁町ながたの部屋
（一見きれいだが、床板は当時のままの為
床板張替えを行う。）

三丁町ながたの外観、内面写真



丹後街道たにぐち玄関



丹後街道たにぐち1階



丹後街道たにぐち2階寝室１



三丁町さのや（H30年9月1日（土）オープン予定）

平成29年度地域文化資源活用空間創出事業（商店街支援事業）補助金を受けて
現在工事中





三丁町さのや内装CG 1階



三丁町さのや内装CG ２階



三丁町さのや内装CG ２階寝室1



三丁町さのや内装CG 1階アメニティールーム



小浜西組町並み協議会マスタープラン２０１８



小浜西組まちなみ協議会 新マスタープラン 2018

ベンガラ格子が灯る町
～なつかしい未来を目指して～

小浜西組まちなみ協議会
新マスタープラン策定委員会



町家deワイワイ

町家deピーヒャラ

町家deドキドキ

町家deトントン

町家deスクスク

町家deニコニコ

町家deフムフム

町家deモグモグ

町家deテクテク



町家deフェスタ



町家deフェスタ



町家deフェスタ



町家deフェスタ



町家deフェスタ



町家deフェスタ



町家deフェスタ



町家deフェスタ



町家de祝言



町家de祝言



町家 de ドキドキ
～人と人が交流する場所づくり～

①「まちづくり塾」の開設

②音楽・映画イベントの開催

③小浜湾と人魚の浜を生かしたまちづくり

④旧小浜小学校跡地（後瀬山史跡）の活用



町家 de ピーヒャラ ～祭り文化の発展と継承、そして交流～

①放生祭を通じて住民交流を促進

②放生祭の国重要無形民俗文化財の選定



町家 de ピーヒャラ



町家 de トントン
～町家改修の技術をより多くの人と共有することで改修工事を促進～

①町家のライフスタイルの提案

②改修物件の見学会ツアー

③写真コンテスト

④町家リノベーションや空家での生活体験

⑤空家の活用コンペ
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町家を守っていく職人さん



町家 de スクスク

～宝物である子供たちを町ぐるみで育む地域へ～

①子育て支援施設・自習室の設置

②寺子屋の創設

③遊びながら学べる教育事業を展開

④西組での職場体験・出前授業



町家deニコニコ

～安心・安全なまちづくり～

①一門一灯

②防災グッズの整備

③ハザードマップ

④「暮らしの手引き」の発行



町家 de フムフム
～地域で暮す人たち誇りづくり～

①まち歩きツアー開催

②ミステリーツアーの企画



町家 de フムフム



町家 de ﾓｸﾞﾓｸﾞ ～御食国ならではの
食を軸にした地域の盛り上げ～

①食べ歩きツアー

②食文化館と連携したイベントの開催



町家 de テクテク

～車が中心ではなく、
人を中心とした道へ～

①駐車場の確保・路上駐車禁止
・ アイドリングストップ運動

②通過車両の速度抑制

③ゴミ拾いイベントの開催



福井県「小浜西組三丁町商店街振興会」
株式会社まちづくり小浜（おばま観光局）

取締役 佐野 達也

・重伝建選定をきっかけに始まったまちづくり、
住民主体のまちづくりを掲げ、地域で取組ことで
人々が強くつながった。
・今後は更に住民、三丁町商店街振興会と行政が連
携し活性化事業を進める事が、小浜市の観光にとって
も重要である

・各個人のまちづくりに対する思いは当然大事ですが、
携わる人のスキルによるものではなく、それらプレーヤ
ーが活躍できる仕組みを、行政と一緒に作りあげる
事が、一番必要である。



福井県「小浜西組三丁町商店街振興会」
株式会社まちづくり小浜（おばま観光局）

取締役 佐野 達也

「昔ながらの町並みを活かしたまちづくり・商店街活性化」

まだまだ始まったばかりのまちづくり
～なつかしい未来を目指して～
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