


若狭湾サイクリングルート（わかさいくる）の取り組み

つるが散走旅

Planning by Team つるが散走

FUT学生が考える「ソーシャル×散走」プラン

CHAPTER

人生100年時代へ ～日本人の寿命は延びる傾向～

（ Question ）

2060年における男女別（日本人）の平均寿命は？

84.66歳男性 91.06歳女性

世界的にもトップクラスの水準で高齢化が進行

「人生を楽しみながら、健康に老いる」準備が必要なのでは？

想定される主な年代別の身体的変化

CHAPTER

「人生を楽しみながら、健康に老いる」ために

“Well-being”という概念 直訳すると「よい状態」

体も心
もいい
状態

ご機嫌
な状態 幸 福

「私」が人生をどう生き、物事にどう関われば
「よい状態」になれるかを考える概念

そして「私たち」として、ともにつくっていくものでもある

CHAPTER

幸福といえば・・・福井県

一般社団法人日本総合研究所が公表した

「全47都道府県幸福度ランキング2022年版」によると・・・

「幸福度ランキング」 福井県 総合１位（5回連続）

福井県敦賀市を散走の舞台にする理由

2024年 北陸新幹線 敦賀開業 北陸の玄関口として大きな役割を担う都市

CHAPTER

Local issues（一例）

観光を目的とした来訪者（徒歩・自転車）の

消費金額（1日）が少ない

CHAPTER

散走ルート

約7㎞ライド

ナイトタイムエコノミーの推進「+α企画」

夜だからこその景観や風景・食を楽しむ

CHAPTER

今後への期待

（担当）福井工業大学 建築土木工学科 交通まちづくり研究室

散走動画を
チェック

※令和4年度版高齢社会白書（内閣府）データ



～わかさいくる 国内モニターツアー in 敦賀～

氣比神宮（大鳥居前）

金ヶ崎緑地エリア（ボードウォーク）

敦賀駅（オルパーク前）気比の松原（ 冬バージョン）
ツアー中は、残念ながら時間の都合で

立ち寄れませんでしたが、松林に囲まれた
園路はサイクリングに最適です！

その他の敦賀のおすすめサイクリングスポット！

越の秀嶺 西福寺
14世紀に活躍した名僧・良如上人が創建した浄土宗きっての名刹。
境内の需要な建物は重要文化財、書院庭園は国の名勝に登録されています。
11月頃の紅葉シーズンは景色抜群です。

博物館通り
重要文化財の旧大和田銀行本店（現博物館）や酒造など歴史的な建物が残る商店街。
自然食メニューのランチ・カフェや陶器や輸入雑貨を扱う雑貨店などおしゃれな
町家ショップが立ち並びます。

書院庭園

四修廊下と阿弥陀堂 町家ショップ

敦賀市立博物館
（旧大和田銀行本店）

西福寺

博物館通り

つるがシェアサイクルで出かけよう！

（公式サイトQRコード）

ＪＲ敦賀駅前は、2024年3月の北陸新幹線敦賀開業に向けて日々進化中！
2022年9月にはＪＲ敦賀駅前にTSURUGA POLT SQUARE 「otta」誕生。

港や歴史をガイドから聞いて、
また来たいと思った。

まめらくがん・求肥昆布※を車の中で頂いた
が、非常に嬉しかった。敦賀のまちなかの
説明もあり、今日のツアーの中で一番印象
的だった。

気になった点は、矢羽根の上の駐車車両が
多かったこと。市民に矢羽根整備の意味が
理解されているのかが疑問。

特別なツアーがガイドの醍醐味なので、特
別な金額の高いツアーにしてはどうだろ
う？ポテンシャルはすごく高いと思う。

※敦賀の伝統銘菓

（例：松本零士ツアー、文化体験ツアーなど）

<ツアー参加者からのご意見＞



<ツアー参加者からのご意見＞

～わかさいくる 国内モニターツアー in 若狭・美浜～

前日に訪れた年稿博物館での予備知
識と当日のガイドさんによる説明の
おかげで、５つの湖それぞれに個性
があると分かったうえで走れた。
それこそがガイドツアーの醍醐味。
ガイドによると四季ごとの風景が違
うというので、また行ってみようと
思える。

レインボーライン山頂公園から、

日本海側も湖側も立体的に見られる
のがよかった。

地域の方にとっては見慣れたものだ
と思われるが、農業や漁業の営みを見
られるのがよかった。
また、そうした地元文化の解説を入
れて説明していただけたのでよかった。

ガイドを通じて、なぜその場所を
回ってほしいのかということが分
かってよかった。

▲黄金色の稲穂に囲まれながらサイクリング

▲静かで幻想的な雰囲気の菅湖

▲久々子湖沿いをゆったりライド▲ボートの聖地で「へしこちゃん」と一枚

▲宇波西神社では宮司さんのお話を聞きました

▲レインボーラインではソフトクリームに舌鼓

▲地元菓子店「中西製菓」が試作した「サイクリスト向け羊かん」



全⾧11ｷﾛのドライブウェイのほぼ
中央に位置するレインボーライン。
ﾘﾌﾄ･ｹｰﾌﾞﾙで上がった山頂テラスでは
日本海と三方五湖の絶景を望む
360°の大パノラマがお楽しみ
いただけます。

福井県年縞博物館
考古学や地質学などの年代測定の「世界標準ものさし」となった
水月湖の年縞（ねんこう）の実物を7万年分45ｍ展示するほか、
人類や環境の歴史を紹介しています。

年縞が掘削された水月湖のすぐ
そばを走ることができ、水との
距離がとても近いサイクリング
コースです。

熊川宿
若狭と京都との交易の拠点として発展した宿場町で、伝統的な町
並みを残す景観は、重要伝統的建造物群保存地区であり、海と都
をつなぐ若狭の往来文化遺産群として日本遺産に認定されていま
す。文化と自然に恵まれた熊川宿は今でも多くのひとをひきつけ
る魅力にあふれています。

自転車を使ったツーリズムを促進するため、サイクリストが頻繁に使用
するRide with GPSを使ったサイクリングマップを作成しています。
また、イギリス発祥の自転車ウェアメーカー「Rapha」と共に
2020年9月に RAPHA PRESTIGE WAKASA
2022年3月に RCC COMPASS CHALLENGE MIKATAGOKO

9月に RAPHA CARAVAN MIKATAGOKO
を開催し、サイクリストに向けて情報発信を続けています。



『 歴史が息づく湊町、若狭小浜 』

<ツアー参加者からのご意見>

～わかさいくる 国内モニターツアー in 小浜～

小浜市をサイクリングして、神社や寺を
巡り、すごくスピリチュアルだと感じた。

小浜市の語り部の方については案内中
に会話を楽しめて良かった。

今回の小浜市のルートについては
キャッシュポイントがない

小浜市の神社に自転車を置く際にきれい
なスペースに自転車を置けるとよい。

都とのつながりが深い若狭

若狭

伊勢
志摩淡路

[1] 淡路・伊勢志摩とともに
都（奈良・京都）に
食材を提供する御食国

[2] 大阪と北海道を結んだ
経済動脈であった
北前船の寄港地

[3] 海と都（京都）をつなぎ
食と文化を伝えた
鯖街道の起点

歴史ストーリーが息づく鯖街道沿線

[1]古代から都を支えた食と
食を生み出す自然

若狭小浜小鯛ささ漬鯖寿司

若狭湾

[2]北前船の往来をはじめ
港町として栄えた町並み

湊町の
歴史的
な町並
み

北前船船主の
迎賓館

[3] 鯖街道の沿線の景観と
往来文化遺産群

日本の地方
山村・漁村
の景観

往来文化
遺産
（国宝
明通寺）

歩き継がれてきた鯖街道をサイクリングで体感

鯖街道ウォーキング 鯖街道ウルトラマラソン

鯖街道の
楽しみ方の展開

鯖街道サイクリング

都の食文化を支え
てきた「鯖街道」
を辿り、「文化と
食の交流」と「そ
こで紡がれてきた
暮らし」を感じら
れるサイクリング
ツアーの造成を目
指す。

▲鵜ノ瀬で葛まんじゅう▲若狭彦神社拝観

▲若狭姫神社拝観▲出発前（東小浜駅）



<ツアー参加者からのご意見>

～わかさいくる 国内モニターツアー in 高浜・おおい～

高浜町の「ＵＭＩＫＡＲＡ」については
キャッシュレス対応しており、サイクリング
の際にお金を持ち歩かなくても買い物できて
よかった。

高浜町の「プリーズ」については焼きたての
パンで、温かいものを食べれるのは良い。併
せて牛乳などパンに合う飲み物があれば追加
で買いたくなると思う。

道の駅うみんぴあおおいでの買い物コンシェ
ルジュが良かった。

高浜町のまちなかをサイクリングする際に
まちなか案内があると良いと感じた。古い
建築物も多かったので。

▲出発前の集合写真（若狭和田駅）
▲若狭和田ビーチ ▲「プリーズ」の焼きたて三角パン

▲おおい高浜自転車道▲青戸の大橋～うみんぴあへ



＜その他おおい町のオススメスポット＞

＜その他の高浜町のサイクリングおすすめスポット＞

うみんぴあ大飯エリア 宿泊施設

歴史・文化レジャースポット

小浜湾から見る暖地性 植物が自生する
緑豊かな大島半島周辺の『青戸の大橋』
『青葉山』『赤礁崎』また、深い青色の若狭
湾から見る内外海半島の外側に位置する
『蘇洞門』の奇岩絶壁など変化に富んだ絶
景をご覧頂く、約60分間のクルージングです。

うみんぴあ大飯観光船

リゾート感たっぷりの多彩なプールや
薬湯、小浜湾を望む露店風呂で日ご
ろの疲れの解消や、サイクリングの後
の汗を流せます。

シーサイドスパおおいの湯 ホテルうみんぴあ ホテル流星館

若州一滴文庫

海に面した客室は、どの部屋から
も美しい海原を見渡すことができる
オーシャンビューになっています。

頭巾山青少年旅行村内にある流星館は、
山の自然と美しい星空を満喫できるホテル
です。
スポーツ施設やバーベキューなどの設備も
充実し、身も心もリフレッシュできます。

暦会館きのこの森

きのこの形をした高さ３０ｍのきのこタワー
や一面に芝生を敷き詰めた多目的広場をは
じめ、巨大滑り台ビッグスライダーなどのお
子様がワクワクするような遊具が揃っていま
す。
また、きのこの博物館「きのこものしり館」
の２階には、チームラボによる映像体験施設
もあります。

総面積１０，８００㎡の施設は、うみ
んぴあエリアの集客力を活かした若
狭地方で数少ない商業施設であると
ともに、若狭をたのしむ旅のスタート
地点であり、数々のチャレンジを受け
入れるインキュベーション施設でもあ
ります 。

SEE SEA PARK

郷土の作家水上勉氏が主宰した竹
人形文楽の劇場と、蔵書や絵画、文
学関連資料などを収蔵しています。
和風建築や庭園の落ち着いた風情
の中で幻想的な竹人形や水上勉氏
の文学に触れると、竹が生み出す独
特の世界に思わずひきこまれます。

平安時代の有名な陰陽博士「安倍
晴明」の子孫「土御門家」が、この地
で暦造りを行っていたことにちなんで
建てられた資料館です。
古い時代の暦や天文器具、水時計
など、天文や暦、易学などの貴重な
資料を見ることができます。

青葉山健康長寿の里ハーバルビレッジ
青葉山の麓にある青葉山健康長寿の里「ハーバルビレッジ」
では四季折々の豊かな自然環境の中、各種体験イベントを
運営しながら薬膳料理も提供しています。身体を動かす体
験イベントや登山と「薬膳」を組み合わせることで、心と
身体のリフレッシュができます。
クエン酸の入った冷た～いシソジュースも人気です。

日引の棚田
穏やかな内浦湾に面した狭い斜面に階段状に
広がるのは、およそ１５０枚の水田。
日本の棚田１００選に選ばれている棚田です。
春には水が張られきらきらと輝く水田、秋には
黄金色の水田と、四季折々違った表情を見せて
くれます。漁村、海、棚田が織りなす日本の原
風景は、吸い込まれるような美しさです。

ヒルクライムの後に薬膳茶はいかが？

ロングライドで絶景を！！
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