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デザインコンセプト 

アンケート結果について 
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１．市民アンケートの実施 
（１）アンケートの概要と集計結果 

  

【アンケート実施概要】 

◆実施時間 

平成 28 年 7 月 14 日～ 

平成 28 年 8 月 19 日 

◆アンケート配布 
市全世帯１万 20 世帯、市内事業所 

◆アンケート設置 
市役所通用口・市ホームページ、 

あわら本陣 IKOSSA 等 

◆回収数 １，７２６票 

【デザインコンセプトのキーワード】 

自然 をイメージするもの 

温泉 をイメージするもの 

印 象 をイメージするもの 

名産品 をイメージするもの 

モチーフ をイメージするもの 

歴史・文化 をイメージするもの 

その他 のイメージ  

たくさんある 
デザインコンセプトを 

キーワードで分類！ 
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（２）デザインコンセプト キーワードの分類 

   

自然 479 自然 自然（山・川・花・水） 263
海 日本海・船 98

東尋坊 32
山 剣ヶ岳・刈安山・白山・北アルプス 13
湖 北潟湖・カヌー・アイリスブリッジ 49
田園 田園風景・米 24

温泉 442 足湯・温泉 442
321 レトロ 昔ながら・和風・古風・モダン 42

清潔感 きれい・清潔・広い 20
その他 近代的・未来的・都会的 259

明るい・おしゃれ・シンプル・落ち着いた・笑顔
名産品 196 野菜・果物・魚介 98

越のルビー 26
かに 34
花菖蒲・白鷺（市花・市鳥） 25
水仙 13

モチーフ 134 キャラクター 61
色彩・絵 38
素材 23
電車(電車の形・車両展示) 12

歴史・文化 68 文化・歴史・伝統 32
山車・祭り・本陣 14
芸術・金津創作の森(アート・芸術) 12
かるた 10

その他 138 あわら市や福井県(有名なもの・関係あるもの) 82
機能性 52
駅は不要・今のまま 4

印象

例）日本海、温泉、カニ、さっそうと広がる自然をシンボルとした駅 

自然-自然-自然(山・川・花・水) 1 

自然-海-日本海・船 1 

温泉-足湯・温泉 1 

名産品-かに 1  



p. 3 
 

（３）デザインコンセプトの詳細 

キーワード【自然】479 票 キーワード【名産品】196 票 
（デザインが想像できる言葉） 

・日本海、東尋坊、雄島を強調した武

骨なイメージの駅 

・森のような駅 

・緑豊かな山や自然をシンボルとし

た駅 

（具体的イメージ） 

・北潟湖…野鳥の楽園、アイリスブリッジ 

・北潟国有林…潮騒を感じ歩く森 

・刈安山…自然のままの森林公園 

・日本海…穏やかで時には荒々しく 

・東尋坊…断崖絶壁の柱状節理と夕日 

・丘陵地…なだらかな丘と稜線 

・田園…平野で揺らぐ稲、麦、蕎麦 

・風車…緑に映える白いプロペラ 

・花畑…花菖蒲、ラベンダー 

（デザインが想像できる言葉） 

・新鮮な食べ物がイメージできる駅 

・フルーツをシンボルにした駅 

・食と温泉をアピールした駅 

・おいしい食べ物、ゆっくりくつろ

げる空間 豊かなまちの駅 

（具体的イメージ） 

・越前ガニ…雄のズワイ、雌のセイコ 

・甘エビ…艶やかな朱色の子持ちのエビ 

・魚介…ヒラメ、カレイ、イカ、ウニ、寒鮒 

・果実…ナシ、ぶどう、メロン 

・野菜…さつまいも、大根、人参、らっきょ 

・越のルビー…フルーツ感覚の小さなトマト 

キーワード【温泉】442 票 キーワード【モチーフ】134 票 
（デザインが想像できる言葉） 

・日本海と温泉と田園風景 

・温泉が感じられる駅 

・温泉、海、山 自然てんこもり駅 

（具体的イメージ） 

・あわら温泉…和の美しさと庭の佇まいが

堪能できる温泉宿 

・三国温泉…日本海からの海風と、水平線

に沈む夕日が堪能できる、湯冷めしにく

い温泉宿 

・芦湯…温度や泉質の違う5種類の足湯 

（デザインが想像できる言葉） 

・アニメ、ゆるキャラをイメージした駅 

・色あざやかでカラフルな駅 

・壁画のある駅 

・素材がたくさん使われている駅 

・電車や新幹線の形をした駅 

（具体的イメージ） 

・アニメ…ちはやふる 

・ゆるキャラ…湯巡権三、はぴりゅう 

・色…北陸の冬の灰色の空を一新する色 

・壁画やラッピング…植物・花・市や県の

有名なモノやキャラクター等を描く 

・素材…木材・ガラス・ステンドグラス・竹 

キーワード【印象】321 票 キーワード【歴史や文化】68 票 
（デザインが想像できる言葉と具体的イメージ） 

・待っている時間が楽しくなるような駅 

・心も体もおちつく駅 

・和を感じる駅（和風モダン・純和風・古風・上品） 

・おしゃれで明るくシンプルな駅 

・「あ、わらってる」３世代の笑顔に出会える駅 

（デザインが想像できる言葉） 

・継体天皇、蓮如上人がイメージできる駅 

・和モダン+現代アート的な空間のある駅 

・アート心を刺激する駅 

・豊かな自然の中に歴史と文化が息

づく駅 

（具体的イメージ） 

・継体天皇…母の出生地、坂井市で育つ 

・蓮如上人…中興の祖 北陸での布教活動 

・丸岡城…国宝・重要文化財 

・三国湊町…北前船の寄港地として繁栄 

・文学…哥川、三好達治、高見順等の文豪 

・永平寺…道元禅師が開いた曹洞宗大本山 
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２．デザインコンセプト 
（１）デザインコンセプトの考え方 

デザインコンセプト考え方として、市民アンケート結果の上位３つのキーワードをもとに、デザインキーワードのイメージ

を整理します。 

 

①キーワード「自然」 
（イメージ） 

○普段は穏やかで群青色に輝き、時に荒々しい姿を見せる、雄大な日本海を感じさせる。 

○人も水鳥も湖の水面を楽しみ、山の木々の響きを楽しみ、大自然の身近さを感じさせる。 

○季節ごとに旬を迎える海や大地から採れた、食の恵みを感じさせる。 

 

②キーワード「温泉」 
（イメージ） 

○関西の奥座敷として、かつての永平寺詣りの精進落しの湯として、心と疲れがほぐれる、癒しを感じさせる。 

○やさしいお湯が肌を被って体も心も温まり、越前ガニや甘エビ等の海の幸でもてなす、贅沢さを感じさせる。 

○温泉につかり、足湯に入り、疲れを癒して気持ちがリラックスするような、優しさを感じさせる。 

 

③キーワード「印象」 
（イメージ） 

○駅から出発する人、駅から降りてくる人が笑顔になるように、明るくやさしさを感じさせる。 

○楽しかった旅の思い出がさらに心に刻まれるように、洒落た和風モダンを感じさせる。 

○歴史人や歴史の魅力がよみがえるように、情緒や壮大な厳かさを感じさせる。 
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（２）デザインコンセプト案 

前項のイメージから、新幹線駅舎のデザインコンセプトを５案、整理します。 

 

デザインコンセプト デザインのイメージ（補足説明） 

1 案 大きくて優しい自然がここちよい駅 

雄大で穏やかな北潟湖、あわらの景色が一望できる刈安山、大自然であ

りながら人と身近に寄り添ってきた、自然の心地よさを感じさせる駅と

する。 

２案 
幸福なふくいへのゲートウェイ 

～海と大地のめぐみのふるさと～ 

雄大な海と優しい湖、美しき山に清らかな川、豊かな実りをもたらす大

地、そしていやしの温泉（ゆ）を感じさせる駅とする。 

３案 あわらの大地に湧き出る贅の駅 
海・山・川、自然の恵みのおいしい食材、癒しの湯、大地からの恵みを

うけて、何気ない時間が贅沢を感じさせる駅とする。 

４案 
大切な 時間

と き

を癒しで過ごす おもてなしの駅 

旅で訪れる人には癒しとワクワク感を、ビジネスで訪れる人には安らぎ

と安定感を与え、時間がゆっくり流れるように、自然と食と温泉による

最高のもてなしが心に刻まれる駅とする。 

５案 
時代が共に響きあい  

人とまちがつながり笑顔になる駅 

古くから受継がれている歴史や文化、そして新たな芸術や文化が、人や

まちを通じて交流が深まり、楽しい思い出が笑顔になる駅とする。 
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参考資料１ あわら未来づくりアンケートの結果 
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参考資料２ 北陸新幹線駅のデザインコンセプト等の事例 

①H27.3 に開業した北陸新幹線各駅の事例 

 金沢駅 新高岡駅 富山駅 
黒部宇奈月

温泉駅 
糸魚川駅 上越妙高駅 飯山駅 

       

デザイン案 
～金沢のまちを

流れる水、「伝統

と創造」の調和～ 

飛越能の歴史を

継承する駅 

静謐な雪にたた

ずむ木立の駅 

豊富な水を湛え

る黒部の自然が

映り込んだ駅 

日本海と北アル

プスに抱かれた

雄大な自然を感

じさせる駅 

「さくらと雪の

平原」 

～心地よい軽や

かさと繊細さ～ 

雄大な大地と伝

統美を感じさせ

る駅～雪と伝統

文化の融和～ 

デザイン 

コンセプト 

まちがみえる、 

心と体に気持ち

いい駅 

飛越能の自然・ 

伝統・技術が融合

し、新たな時代を具

体化するデザイン 

立山あおぎ 

心ときめく光の

舞台 

見えない駅・ 

見せない駅 

日本海、北アルプ

ス、ヒスイをシン

ボルとして 

記憶に残る駅 

豊かな自然の 

懐に抱かれた 

やすらぎの駅 

 

 

②これから開業する北陸新幹線各駅の事例 

 南越駅（公開 H27.12/24） 加賀温泉駅（公開 H28.5/19） 小松駅（公開 H27.12/22） 

デザイン 

コンセプト 

『伝統・文化を未来につなぐ 

シンボルとしての駅』 

『加賀の自然と歴史、文化を見せる駅』 

～ほっとやすらぎ、粋にかぶく駅～ 

～古九谷、山中の挽物を活かした駅～ 

～地域を花と緑でつなぐ、シンボルとなる駅～ 

ふるさとの伝統を未来へつなぐ『かけはし』 

～北陸の際立ったまち、国際都市こまつに

出会えるターミナル～ 

 


