
 

 

4 『禅の里』シンポジウムの開催 

4.1 『禅の里』まちづくり講演会の概要 

4.1.1 開催要項 

『禅の里』シンポジウムは、『禅の里』まちづくり講演会と名前を変更し、以下の日程で開

催された。 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 『禅の里』まちづくり講演会の目的 

• 特に、志比地区や福井の方々に永平寺と志比地区が一体となったまちづくり（『禅の

里』まちづくり）を進めていることを広く PR する 

• 冬の燈籠まつりと一体に実施することにより、参拝者、観光客の増加を目指す 

 

4.1.3 開催主体 

• 主催：『禅の里』まちづくり実行委員会 

• 後援：永平寺町、永平寺町教育委員会 

• 協賛：福井テレビ 

 

4.1.4 『禅の里』まちづくり講演会の内容 

講演会のプログラムは下記のとおりである。 

表 4.1 プログラム 

14：30 開場 

15：00～15：05 開会挨拶（『禅の里』まちづくり実行委員会 委員長） 

15：05～15：10 来賓挨拶（永平寺町長） 

15：10～15：40 講  演 

 「永平寺の歴史と『禅の里』まちづくり」（福井工業大学 吉田教授） 

15：40～15：55 休憩 

15：55～16：55 意見交換会 

進行役：福井工業大学 准教授 下川 勇(学生のまち歩き紹介) 

登壇者：福井工業大学 教授  吉田純一 

永  平  寺 監院  大田大穰 

永平寺門前観光協会 会長  山口悦男 

森ビル㈱ 設計統括部長  阿部浩志(六本木ヒルズ・おかげ横丁紹介)

立会い人：永平寺町他行政官庁 

16：55 閉会挨拶（禅の里委員） 

17：00 閉会 

17：30 東日本大震災追悼の万灯供養 

開 催 日：平成 24 年 2 月 11 日 15：00～17：00 

場  所：永平寺吉祥閣 2階大講堂 

募集人数：250 名 

講演内容：福井工業大学吉田教授による基調講演及び『禅の里』まちづくり実行委員会メン

バーを交えた意見交換会。講演会終了後、東日本大震災追悼の万灯供養を実施。



 

 

4.2 開催にあたっての周知方法 

4.2.1 地域住民対応 

講演会開催にあたって、地域住民の方への開催周知方法として瓦版（vol.2）の全戸配布を

行った。 

 

4.2.2 一般対応 

ポスターの掲示、チラシの配布、永平寺広報誌（2 月号）及び永平寺町ホームページでの

募集、福井テレビでの放映によるＰＲを行った。 

 

  

図 4.1 ポスター 

 

表 4.2 福井テレビによるＰＲ 

 番組名 日時 放映内容 

おかえりなさーい 

「おかえりＰＲ隊」コーナー 

平成 24 年 1 月 27 日

（金）17：30～放送 

『禅の里』まちづくり講演会の内容

について PＲ 情報番組

出演 
Ｔｈｅ タイムリー 福井 

平成 24 年 2 月 11 日

（土）10：30～放送 

『禅の里』まちづくり実行委員会の

取組みや今後の抱負についてＰＲ

第 4 回『禅の里』まちづくり実行

委員会 

平成 24 年 1 月 18 日

（水） 
 

報道取材 

『禅の里』まちづくり講演会 
平成 24 年 2 月 11 日

（土） 
 

情報発信 福井テレビホームページ及びメールマガジンによる情報発信の実施 

 



 

 

4.3 講演会の会場の様子 

4.3.1 永平寺内 

『禅の里』まちづくり講演会の受付は、1 階で行った。 

『禅の里』まちづくり講演会開催会場は、永平寺吉祥閣 2 階大講堂に参加者 290 席、来賓

8 席、報道 9 席の 307 席を用意した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2 受付の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3 会場配置図及び写真 



 

 

4.3.2 駐車場など 

1) 駐車場の確保 

駐車場を探す講演会参加者車両による道路混雑緩和、会場来訪支援に向けて、町営駐車場 3

箇所を参加者専用駐車場として確保した。 

当日は、午前中に福井テレビの放送番組による講演会の広報もあり、当日参加者が多数来訪

することが予想されたため、門前店舗に協力を依頼し、承諾のあった店舗の駐車場を参加者専

用駐車場として確保した。 

 

表 4.3  駐車場の確保 

対象駐車場 収容台数 運営方法 
町営第１駐車場 約７０台程度 
町営第２駐車場 約３０台程度 
町営第３駐車場 約３０台程度 
門前店舗駐車場 計３０台程度 

運営時間 
13:00～20:30（全車両出庫次第終了） 

駐車料金 
  無料（講演会参加者のみ） 

 

2) マイクロバスの確保 

第 3駐車場は、講演会会場である永平寺吉祥閣まで 1km 近い距離があるため、永平寺町のマ

イクロバスによるピストン輸送をおこなうことにした。 

また、講演会終了後は、参加者に門前を散策してもらい、バス停から駐車場までをマイクロ

バスでピストン輸送することにした。 

 

3) 案内看板の設置 

来訪者の駐車場への円滑な誘導に向けて、駐車場手前及び駐車場入口、バス停において案内

看板を簡易設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4 駐車場など設営位置図 



 

 

4.4 講演会開催状況 

4.4.1 講演会参加者数 

『禅の里』まちづくり講演会には、以下のように 318 名（関係者含め約 330 名）に参加いた

だいた。 

 

表 4.4 『禅の里』まちづくり講演会参加者 

永平寺町 

議会 
門前 企業 一般 行政関係 不明 合計 

9 49 113 45 66 36 318

 

 

 

4.4.2 講演会開催の様子 

講演会準備の様子（会場内） 講演会準備の様子（会場外） 

開会挨拶 町長挨拶 



 

 

 

 

 

吉田教授基調講演の様子 

意見交換会の様子 

意見交換会の様子 閉会挨拶 



 

 

4.5 『禅の里』まちづくり講演会アンケート結果報告 

4.5.1 アンケート結果の概要 

1) 回収率 

• 講演会来訪者数：318 人 

• 回  収  率：35.5％ 

 

4.5.2 吉田先生の講演内容について 

1) 問１の集計結果 

 

問１．本日の講演会(吉田先生のご講演、意見交換会)の内容について、どのようにお感じにな

りましたか。（いずれかひとつに○） 

また、『禅の里』まちづくりへの期待や関心を持った事柄を具体的にお書きください。 

 

本日の講演会の内容について「１．『禅の里』まちづくりの取り組みには、今後大いに期待

が持てる」が 6割と最も多く突出している。 

次いで「２．私も『禅の里』まちづくりにおける取り組みに、積極的に参画していきたい」

が 3割となっている。 

 

64.6%

30.1%

0.9%

2.7%

1.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

１．『禅の里』まちづくりの取り組みには、今後
大いに期待が持てる

２．私も『禅の里』まちづくりにおける取り組み
に、積極的に参画していきたい

３．『禅の里』まちづくりの取り組みを進めてい
くのは難しい

４．どのようなまちづくりを進めていくのか、よ
く分からなかった

回答なし

 
図 4.5 問１．講演会の内容について 

 

2) 『禅の里』まちづくりへの期待や関心を持った事柄 

『禅の里』まちづくりへの期待や関心を持った事柄は、「取組みの姿勢」が最も多く、次い

で「まちづくりについて」「歴史・永平寺の活かし方」「自然の活かし方」「回遊性の創出」

への意見が多く、延べ 71 件の意見をいただいた。 

特に、「本山と門前町が一体となって取り組みを始めたという事が素晴らしいと思う。」な

ど本山と門前との一体的な取組みへの関心が高くなっている。また、まちづくりでは、「永平

寺の静と門前町の賑わいのコンセプト」「禅の里＝心やすらぐ地」といったように心のよりど

ころとなるようなまちづくりへの期待に対して関心が高くなっている。 



 

 

 

表 4.5 『禅の里』まちづくりへの期待や関心を持った事柄 

分類 回答数

取組みの姿勢 15

まちづくりについて 14

歴史・永平寺の活かし方 9

自然の活かし方 8

回遊性の創出 8

門前町への期待 6

高齢化への対応 2

その他 9

合　　計 71  
 

4.5.3 お寺の取組みについて 

1) 問２の集計結果 

 

問２．永平寺(お寺)の取り組みに対し、どのようにお感じになりましたか。 

（当てはまるものすべてに○） 

 

永平寺（お寺）の取り組みに対し、感じていることは「２．五代杉をはじめ、永平寺の豊か

な自然環境を守ってほしい」が 7割と最も多く、次いで「１．修行道場、人材育成の場として

の役割にさらに期待したい」が 6割となっている。 

 

60.2%

69.9%

46.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

１．修行道場、人材育成の場としての役割に
さらに期待したい

２．五代杉をはじめ、永平寺の豊かな自然環
境を守ってほしい

３．地域の活性化のためにも、知名度の向上
や参拝者の拡大をめざしてほしい

 
図 4.6 問２．お寺の取組みについて 

 

2) 永平寺（お寺）に対する具体的な意見 

永平寺（お寺）に対する具体的な意見は、「永平寺本来の雰囲気づくり」が最も多く、次い

で「遊歩道、自然の整備」となっており、延べ 51 件の意見をいただいた。 

特に、「修行道場としての永平寺を日本中に、世界中に再認識させてほしい。」「禅宗らし

い修行をもっと広く開放して厳粛な中に自身を磨くことのできる場とすべき。」など永平寺の

修行の場としてのあり方を望んでいる意見が多く見られる。また、「大仏寺跡の整備」「大本

山と吉峰寺をむすぶ山道の整備」「豊かな自然環境を大切に次世代へとつないでほしい」など

永平寺とゆかりの深い歴史資源跡や永平寺の周りの自然との共生を望んでいる意見が多く見

られる。 

 



 

 

 

表 4.6 永平寺（お寺）に対する具体的な意見 

分類 回答数

永平寺本来の雰囲気づくり 21

遊歩道、自然の整備 11

体験観光について 4

ＰＲ方法について 4

門前との連携 4

安全面について 2

アクセス・駐車場について 2

その他 3

合　　計 51  

4.5.4 門前町の取組みについて 

1) 問３の集計結果 

 

問３．永平寺門前町の取り組みに対し、どのようにお感じになりましたか。 

（当てはまるものすべてに○） 

 

永平寺門前町の取り組みに対し、感じていることは「１．参拝客に対するもてなしが感じら

れる商店街としての魅力向上に期待したい」「２．永平寺（お寺）の印象（荘厳・静寂）と一

体性が感じられる町並み・雰囲気づくりに期待したい」が約 7割と多く突出している。 

次いで「４．永平寺と併せて巡ることのできるスポットやルートづくりに期待したい」が約

5 割となっている。 

 

67.3%

69.9%

31.9%

48.7%

26.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

１．参拝客に対するもてなしが感じられる商
店街としての魅力向上に期待したい

２．永平寺（お寺）の印象（荘厳・静寂）と一体
性が感じられる町並み・雰囲気づくりに期待し

たい

３．お土産や食事などのサービスに対する工
夫、知名度の向上等に期待したい

４．永平寺と併せて巡ることのできるスポット
やルートづくりに期待したい

５．季節毎に開催される行事やイベントの充
実に期待したい

 
図 4.7 問３．門前町の取組みについて 

 



 

 

2) 永平寺門前町に対する具体的な意見 

門前町に対する具体的な意見は、「駐車場、道路」に関する意見が最も多く、次いで「おも

てなしの心」、「景観」となっており、延べ 80 件の意見をいただいた。 

特に、「受け入れ体制、もてなしを大切にした街になってほしい。」「禅の心である自身を

磨くことを（自力本願）門前の商店街の人々にもより一層期待したい。」「永平寺の品格を更

に意識した町づくり」などもてなしの心や禅の心を大切にした取組みを望んでいることが伺え

る。 

また、「客引きの（車）呼び込み方、言葉使い、服装などすべて悪い。来客の文字通り第一

印象がまったく感じ悪いとイメージがダウンする。」などの厳しいご意見や「門前地域におけ

る歩行者の専用道を拡大することが望ましい」など歩行者に配慮した道路のあり方についての

意見があった。 

景観では、「自然豊かで厳かな景観を回復し、歴史を感じる街並みを作っていただきたい」

という要望があった。 

 

 

表 4.7 門前町に対する具体的な意見 

分類 回答数

駐車場、道路 20

おもてなしの心 19

景観 11

門前に住む人々の取組み方 9

観光地としてのまちづくり、イベント・体験交流 8

みやげ物、特産品 7

情報発信 2

その他 4

合　　計 80  
 



 

 

4.5.5 その他自由意見について 

 

問４．その他、本講演会に対するご意見をお聞かせ下さい。 

 

本講演会に対するご意見は、「講演会に対する良い感想」「講演会で不足に感じたこと」が

最も多く、次いで「講演会等の継続希望」「まちづくりへの感想・要望」「『禅の里』まちづ

くりの取組み等への感想」となっており、述べ 49 件の意見をいただいた。 

講演会に対しては、「とても分かりやすかった。」「永平寺の歴史を知れて良かった。」と

いう良い意見があった一方、「講演時間が短すぎる。」「スクリーンが見えにくい。」といっ

た意見もあった。 

 

表 4.8 本講演会に対する意見  

分類 回答数

講演会に対する良い感想 13

講演会で不足に感じたこと 13

講演会等の継続希望 7

まちづくりへの感想・要望 6

『禅の里』まちづくりの取組み等への感想 6

永平寺のよさの再発見 2

その他 2

合　　計 49  
 


