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小浜線 de 遠足ガイド

小浜線 de 遠足ガイド

徒歩6分（0.4km）

バス6分（各路線「神楽町」または「キッズパークつるが」下車）

バス12分（各路線「吉河」または「あっとほうむ」下車）

バス12分（各路線「吉河」または「あっとほうむ」乗車）

（各路線「気比神宮前」乗車）バス5分

お弁当・見学180分

敦賀駅 東舞鶴方面から
9:09着

見学60分

高浜 7:35発
本郷 7:46発
小浜 8:06発
上中 8:19発
三方 8:39発
美浜 8:47発

福井方面から
10:05着
福井 9:11発
鯖江 9:26発
武生 9:31発

福井行  13:40発
東舞鶴行  13:13発

4月～ 9月：5:00～ 17:00、10月～ 3月：午前6時～午前5時　参拝料無料
敦賀市曙町11-68　TEL / 0770-22-0794（受付時間:9時～ 17時）

氣比神宮

9:00～ 17:00　休館日：水曜日（祝日の場合はその翌日）、12/29～ 1/3
大人200円、子ども（小学生以下）100円、4歳未満無料
障がい者手帳をお持ちの方とその付き添い者1名無料
敦賀市神楽町2-2-4　TEL / 0770-22-8020

キッズパークつるが

施設DATA

9:00～ 17:00　休館日：不定休
敦賀市神楽町1-1-5（氣比神宮から徒歩1分）　TEL / 0770-20-0015

遊べる公園
カグ～ル

キッズパークつるが

お弁当45分氣比神宮

敦賀駅

キッズパークつるが / 氣比神宮

日本最大級のネット遊具スーパーコクーンで思い切り遊ぼう!

雨天のときは、遊べる公
園カグ～ルで、室内で
お弁当が食べられます。

キッズパークつるがは日本最大級のネット遊具「スーパーコクーン」や、ちゃれんじウォール、
シューティングプールなど、楽しい遊びと学びがもりだくさん !

氣比神宮は大宝2（702）年の建立と伝えられています。高さ約
11mの大鳥居（重要文化財）は日本三大木造大鳥居の一つで
す。また、境内の絵馬堂前の池周りでお弁当が食べられます。

敦賀駅 東舞鶴方面から
9:09着
高浜 7:35発
本郷 7:46発
小浜 8:06発
上中 8:19発
三方 8:39発
美浜 8:47発

福井方面から
10:05着
福井 9:11発
鯖江 9:26発
武生 9:31発

福井行  14:40発
東舞鶴行  14:20発敦賀駅

原子力の科学館「あっとほうむ」

科学のおもしろ・不思議体験しませんか? 

原子力の科学館「あっとほうむ」は、電気やエネルギー、原子力について、遊びながら学べる学習遊園地です。タッチパネル
を使ってゲームやクイズが楽しめる「あっとシアター」や、クラスみんなで参加できる科学実験ショー、参加体験型の展示物、
遊具がいっぱいの屋外アスレチックなどがあります。

（一社）敦賀観光協会で
観光ボランティアガイドが

申し込めます。
TEL / 0770-22-8167
FAX / 0770-22-8197

mail / info@turuga.org

原子力の科学館
「あっとほうむ」

あっとほうむでお弁当を食べる場所はありますか?Q
天気のいい日は、屋外の芝生広場で、雨の日も、館内のスペースを使っ
て昼食をとることができます。レジャーシートや敷物をお持ちください。

A
9:00～ 17:00　休館日：12/29～1/3　入館料無料
敦賀市吉河37-1　TEL / 0770-23-1710

原子力の科学館
「あっとほうむ」

最大100人が入れる映像アトラクションです。タッチパネルを使って科学やエネルギーに関する
ゲーム・クイズに挑戦できます。1位になった人には素敵なプレゼントも! 

あっとシアター
（30分～ 60分）

いろんな物を一瞬で凍らせる液体窒素実験、びっくり空気力の実験、巨大シャボン玉に入る実験
など、学年や人数に合わせてさまざまなメニューをお選びいただけます。

あっと・ザ・サイエンス
（30分～ 60分）

館内では、展示物を体験しながら解答を埋めていく専用の学習冊子「学習ノート」や専用アプリ
「あっとほうむランド」を使いながら、楽しくご見学いただけます。

館内見学
（30分～ 60分）

施設DATA

※発着時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

※発着時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

校外学習のメニュー例

シューティングプールちゃれんじウォールスーパーコクーン

氣比神宮（木造両部鳥居） カグ～ル寄合スペース

原子力の科学館「あっとほうむ」

あっと・ザ・サイエンス 館内の様子

あっとシアター



小浜線 de 遠足ガイド

バス18分

徒歩1分

徒歩3分

徒歩4分

バス10分 徒歩6分＋

小浜線 de 遠足ガイド

徒歩7分

敦賀駅 東舞鶴方面から
9:09着

見学45分

高浜 7:35発
本郷 7:46発
小浜 8:06発
上中 8:19発
三方 8:39発
美浜 8:47発

福井方面から
10:05着
福井 9:11発
鯖江 9:26発
武生 9:31発

福井行  14:40発
東舞鶴行  14:20発

9:30～ 17:30（最終入館17:00）　休館日：水曜日（祝日の場合はその翌日） 、 12/30～1/2
一般：大人400円、小学生以下 200円　団体（20名以上）：大人320円、小学生以下 160円
敦賀市金ケ崎町4-1　TEL / 0770-47-6612

敦賀赤レンガ倉庫
ジオラマ館

9:00～ 17:00　休館日：水曜日（休日の場合翌平日）、12/29～1/3　入館料無料
館内での喫煙、飲食、撮影はご遠慮ください。
敦賀市港町1-25　TEL / 0770-21-0056

敦賀鉄道資料館

9:00～ 17:00　休館日：水曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始
一般：大人500円、小学生以下 300円　団体（20名以上）：大人400円、小学生以下 240円
敦賀市金ケ崎町23-1　TEL / 0770-37-1035

人道の港
敦賀ムゼウム

施設DATA

人道の港　敦賀ムゼウム

お弁当45分金ヶ崎緑地

見学30分敦賀鉄道資料館

見学30分敦賀赤レンガ倉庫

敦賀駅

人道の港 敦賀ムゼウム / 金ヶ崎緑地周辺

たくさんの人を温かく迎えてきた敦賀の歴史を学ぼう!

敦賀鉄道資料館では、敦賀の鉄
道の歴史を紹介する資料や列車
模型などを展示しています。

敦賀赤レンガ倉庫のジオラマ館
は明治後期から昭和初期にかけ
ての敦賀のまちなみを鉄道と港
のジオラマで再現し、「運転体
験」や「ライブ映像」、「AR」など
のエンターテイメントで、敦賀の
歴史を楽しく学ぶことができる国
内最大級の規模です。

※乗り換え時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

敦賀駅 東舞鶴方面から
9:09着

体験120分

高浜 7:35発
本郷 7:46発
小浜 8:06発
上中 8:19発
三方 8:39発
美浜 8:47発

福井方面から
9:03着
福井 8:13発
鯖江 8:27発
武生 8:32発

福井行  14:40発
東舞鶴行  14:20発

9:00～ 15:00　4月下旬～11月上旬（要予約）
場所：気比松原
料金：※漁師により異なります（不漁の時のための魚については応相談）
最少催行人数：約30人より
0770-23-0881 民宿とね（刀根）
0770-22-4236 伝平荘（山本）
0770-22-5299 海昇園（川辺）

地引網体験
施設DATA

9:00～ 17:00（11月～ 3月は9:00～ 16:30）　休館日：月曜日、休日の翌日、12/29～ 1/3
敦賀市櫛川42号2番1　TEL / 0770-25-7879

こどもの国

気比の松原

見学60分こどもの国

敦賀駅

地引網体験 / こどもの国

大きな網をみんなで引いて魚を獲ってみよう!

日本三大松原の一つ「気比の松原」や綺麗な敦賀の海で伝統的な漁法である「地引網漁」を体験していただきます。漁師が
船で海に張った網を二手に分かれて引っ張ります。網から出た綱を綱引きのように引っ張るのではなく、後ろへ後ろへと渡す
ように手繰るのがポイントです。獲れた魚は持ち帰っていただけますし、その場で漁師から魚の種類についても話が聞けます。

昼食メモ
とれた魚でバーベキューが楽しめます（別料金・30名以上から）

※乗り換え時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

「こどもの国」は、芝生が整備された児童遊園で自
由に遊べます。

敦賀港は、1920年代にポーランド孤児、1940年代に「命のビザ」を携えたユダヤ難民が上陸した日本で唯一の港です。当時
の建物を復元した資料館「人道の港敦賀ムゼウム」では、孤児と難民が上陸した歴史、彼らに手を差し伸べた人々のこと、そ
して敦賀のまちの人たちが迎え入れた様子を後世に伝えます。

（ぐるっと周遊バス「金ヶ崎緑地」下車）

バス12分 徒歩6分＋
（各路線「気比の松原」または「松原海岸」下車）

バス20分徒歩7分 ＋
（各路線「松葉町」または「花城」乗車）

人道の港　敦賀ムゼウム

敦賀鉄道資料館（1階）

地引網体験の様子

気比の松原 児童遊園（こどもの国）

児童遊園（こどもの国）

敦賀赤レンガ倉庫　ジオラマ館展示

杉原千畝氏 金ヶ崎緑地



徒歩27分（2.0km）

徒歩16分（1.3km）

徒歩33分（2.7km）

小浜線 de 遠足ガイド

徒歩3分（0.3km）

徒歩30分（2.5km）

徒歩30分（2.5km）

小浜線 de 遠足ガイド

9:00～17:00（4月～11月）　10:00～16:30（12月～3月）　
休館日：月曜日、祝日の翌日、12/29～1/3　
一般100円、小人（中学生以下）50円　（団体20名以上 一般50円、小人無料）
美浜町佐柿25-2　TEL / 0770-32-0050

若狭国吉城
歴史資料館

9:00～ 17:00　休館日：月曜日、祝日の翌日、12/29～1/3
一般100円（団体20名以上1人50円）、小人（小中学生）50円（団体無料）、幼児無料
美浜町河原市8-8　TEL / 0770-32-0027

美浜町歴史文化館
施設DATA

見学・お弁当60分美浜町歴史文化館

見学60分若狭国吉城歴史資料館

美浜町歴史文化館 / 若狭国吉城歴史資料館
美浜駅 東舞鶴方面から

10:15着
縄文から戦国まで!  美浜の歴史と文化を学ぼう! 

国吉城歴史資料館では、戦国時代の山城である国吉城址と、その城下町
として造られた佐柿の歴史を、様々な資料や模型、写真、解説パネルなど
で紹介しています。

歴史文化館では、美浜町にまつわる文化財、
歴史・文化に関する資料などの収集・保存、
調査研究をしています。展示室には、美浜町
ゆかりの豊富な考古資料や民俗資料を展示し
ています。

高浜 9:04発
本郷 9:16発
小浜 9:34発
上中 9:48発
三方 10:07発

敦賀方面から
11:39着
敦賀 11:18発
粟野 11:28発

敦賀行  15:12発
東舞鶴行  14:41発美浜駅

9:00～20:00　休館日：月曜日、休日の翌日、12/29～1/3
入園料無料　※有料施設あり
美浜町久々子26-30　TEL / 0770-32-3200

美浜町総合運動公園

9:30～17:00　9:30～18:00（7/21～8/31）　
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌平日）、12/29～1/3　
入園料、入館料無料　※各種体験は別途
美浜町久々子35-32-1　TEL / 0770-47-6162

園芸LABOの丘
施設DATA

体験・お弁当90分園芸LABOの丘

レクリエーション60分美浜町
総合運動公園

園芸LABOの丘 / 美浜町総合運動公園
美浜駅 東舞鶴方面から

10:15着
季節を感じる園芸体験&ふわふわドームで楽しもう!

園芸LABOの丘では、「学ぶ」「作る］「食べる」の
実体験を通して、子供たちが楽しみながら園芸に関
心を持つような「時間」と「空間」を提供します。

総合運動公園では、豊かな自然の中で子どもたちがのびのびと遊ぶことができます。また、敷地内には体育館もあり、様々な
活動を行うことができます。公園内に整備した大型の膜状トランポリン「ふわふわドーム」では、隣接する久々子湖や山々と
の一体感を楽しむことができます。

高浜 9:04発
本郷 9:16発
小浜 9:34発
上中 9:48発
三方 10:07発

敦賀方面から
11:39着
敦賀 11:18発
粟野 11:28発

敦賀行  15:12発
東舞鶴行  14:41発美浜駅

※乗り換え時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

※乗り換え時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

美浜町歴史文化館

若狭国吉城歴史資料館

園芸LABOの丘

美浜町総合運動公園 ふわふわドーム



小浜線 de 遠足ガイド

貸切バス20分（15.0km）

貸切バス20分（15.0km）

徒歩25分（2km）

徒歩25分（2km）

小浜線 de 遠足ガイド

美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」
美浜駅 東舞鶴方面から

10:15着
体験を通してエネルギーのことをもっとよく知ろう!

きいぱすでは、身近にあるエネルギーの特徴を理解し、日々の暮らしや地球環境について考える力を養うため、エネルギー環
境教育に特化した様々な体験学習を提供ししています。町のエネルギー環境教育のカリキュラムに沿った、40個のプログラム
を体験できるほか、館内の展示物や体験コーナーを回ったり、バッテリカーやインモーションの乗り物体験ができます。

町のエネルギー環境教育のカリキュラムに沿った、40個のプログラムを体験できるほか、館内の展示物や体験コーナーを回っ
たり、バッテリカーやインモーションの乗り物体験ができます。

高浜 9:04発
本郷 9:16発
小浜 9:34発
上中 9:48発
三方 10:07発

敦賀方面から
11:39着
敦賀 11:18発
粟野 11:28発

敦賀行  15:12発
東舞鶴行  14:41発

9：00～ 17：00　休館日：月曜日（祝日の場合はその翌平日）、12/29～1/3
小中学生100円、高校生200円、一般300円、高齢者（65歳以上）200円
※各種体験は別途　※20名以上の団体は2割引き
美浜町丹生62-1　TEL / 0770-39-1116
※バス料金補助制度有

美浜町
エネルギー環境教育
体験館「きいぱす」

施設DATA

見学・体験
お弁当
120分

美浜町
エネルギー環境教育
体験館「きいぱす」

美浜駅

敦賀行  15:03発
東舞鶴行  14:50発三方駅

9:00～17:00　休館日：火曜日、年末年始、臨時休館有
大学生以上大人 500円、小・中・高校生200円
若狭町鳥浜122121 縄文ロマンパーク内　TEL / 0770-45-2270

若狭三方縄文博物館

9:00～17:00　休館日：火曜日、年末年始、臨時休館有
大学生以上大人 500円、小・中・高校生200円
若狭町鳥浜122121 縄文ロマンパーク内　TEL / 0770-45-0456

福井県年縞博物館
施設DATA

福井県年縞博物館

若狭三方
縄文博物館

※所要時間は各館に問合せ

福井県年縞博物館 / 若狭三方縄文博物館 / 縄文ロマンパーク
三方駅 東舞鶴方面から

10:07着
過去から未来へ!  ～若狭町の自然と歴史からメッセージを読み解こう!～

福井県年縞博物館は、三方五湖の1つ「奇跡の湖」と呼ば
れる水月湖の底から採取された7万年分、45 mの実物の年
縞が展示されている博物館。研究成果は勿論、建築、展示
デザイン、地域活性化の貢献など多方面で数々の賞を受賞
しています。

縄文ロマンパークは、縄文時代の植生に基づく植栽や復元
竪穴住居、芝生広場、体験館（東屋）、トイレなどがありま
す。東屋は50名程度収容でき、水場もあるので、昼食等で
の使用も可能です。（あらかじめ「使用許可申請書」の提出
が必要）。

若狭三方縄文博物館は、日本最古の低湿地遺跡・鳥浜貝塚や、
丸木舟9艘が出土したユリ遺跡から縄文人のくらしや工夫を知
る博物館。過去を知り、現在に学び、未来につなげましょう。
体験講座もあり土笛や火起こしの体験もできます。（要予約）

東舞鶴 8:44発
高浜 9:04発
本郷 9:16発
小浜 9:34発
上中 9:48発

敦賀方面から
11:48着
敦賀 11:18発
美浜 11:40発

見学・体験約90分
お弁当45分

※博物館共通観覧券（大学生以上大人700円、小中高校生280円）、20名以上の団体割引（2割引）有り

※乗り換え時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

※乗り換え時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」

エルゴメーター発電体験

インモーション

館内展示 年縞ステンドグラス

館内展示 ユリ遺跡の丸木舟

年縞博物館と縄文博物館



小浜線 de 遠足ガイド

徒歩20分（1.5km）

徒歩20分（1.5km）

小浜線 de 遠足ガイド

徒歩7分（0.5km）

徒歩80分（1.5km）

徒歩60分（1.5km）

徒歩7分（0.5km）

東舞鶴行  15:03発十村駅

大倉見城址
十村駅 東舞鶴方面から

10:00着
歴史ある三方町を一望!! 自然を感じてハイキングゥ～

若狭守護となった武田氏の重臣、熊谷氏の居城。築城時期は定かでないですが、室町時代末、熊谷大膳直之により築かれた
と伝えられています。越前朝倉勢に攻められましたが、落とせず退却させています。朝倉氏滅亡後、織田信長（丹羽長秀の与
力）、豊臣秀次に仕えました。

登山道は整備されており、標高271mの頂上からは東に三十三間山の山並みと若狭町の町並み、西に三方五湖と日本海が一
望できます。低山ハイキングにしてこの景色は最高です !!

海岸から離れた山間部に多密していることは生物学的に極めて珍しいと言われる町指定天然記念物の「カゴノキ」が生息し
ています。鹿の子の様な模様をしているよ!　探してみよう!

高浜 9:04発
本郷 9:16発
小浜 9:34発
上中 9:48発
三方 10:07発

敦賀行  14:41発
東舞鶴行  15:16発上中駅

9:00～17:00　拝観料無料、御朱印300円
若狭町天徳寺38-3 　TEL / 0770-62-1038

天徳寺

入園自由、入園料無料
若狭町天徳寺37-1-3　TEL / 0770-62-0186 （若狭瓜割名水管理組合）

若狭瓜割名水公園
瓜割の滝

施設DATA

天徳寺

瓜割の滝

若狭瓜割名水公園

若狭瓜割名水公園 / 瓜割の滝 / 天徳寺
上中駅 東舞鶴方面から

12:10着
「全国名水百選」瓜割の滝!! マイナスイオンでパワーアップ !! 

「若狭瓜割名水公園」はアジサイや、桜、モミジなどが植えられており、四季
折々の景色を感じることができます。

「瓜割の滝」は瓜も割れるほど冷たい水
といういわれから名付けられています。
「全国名水百選」に選定されており、ミネ
ラル成分を含んだ水は透明度が高いで
す。珍しい紅藻類が繁殖し、川底の石が
赤く染まっています。滝周辺は「水の森」
と呼ばれ、修験者の修行地や祈祷所だっ
だともされています。

高野山真言宗のお寺で泰澄大師
の開基と伝えられています。八十八
体の石仏の前には四国八十八ヶ所
の霊場から運んだ土があり、これ
を踏むと四国八十八ヶ所へお参り
したことと同じ功徳があると言われ
ています。

東舞鶴 11:06発
高浜 11:26発
本郷 11:35発
小浜 11:57発

敦賀方面から
12:07着
敦賀 11:18発
美浜 11:40発
三方 11:48発

※瓜割の水を持ち帰る際は専用のポリタンクまたは持参した容器に名水シール（300円）を貼付してご利用ください。
名水シール代金は清掃協力金とさせていただきます。

若狭町東黒田大倉見城址
施設DATA

大倉見城址

大倉見城址登山口

大倉見城址登山口

お弁当45分

見学60分

※乗り換え時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

※乗り換え時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

頂上東側

若狭瓜割名水公園

瓜割の滝

天徳寺

木のトンネル カゴノキ



徒歩5分（0.4km）

徒歩40分（2.3km）

徒歩15分（0.9km）

小浜線 de 遠足ガイド

徒歩6分（0.5km）

徒歩20分（1.5km）

徒歩13分（1.1km）

小浜線 de 遠足ガイド

9:00～18:00 　9:00～17:00 （11～2月）　休館日：水曜日（祝日を除く） 、12/28～1/5
入館料無料　※体験は別途
小浜市川崎3-4　TEL / 0770-53-1000

御食国若狭おばま
食文化館

9:00～ 17:00　休館日：火曜日、12/29～1/3　入館料無料
小浜市小浜広峰17-1

9:00～20:00 　9:00～18:00 （11～2月）　休館日：火曜日（祝日の場合はその翌日） 、12/29～1/3
入館料無料　※貸館利用は別途
小浜市小浜白鬚111-1　TEL / 0770-52-2000

小浜市
まちの駅・旭座

施設DATA

小浜市
鯖街道ミュージアム

小浜市遠敷2丁目若狭の里公園

9:00～17:00（最終入館16:30）　休館日：博物館指定日、12/29～1/2　
常設展：一般310円、高校生以下・70歳以上無料　企画展：別途
※県内の小中学校が授業で利用の場合、無料（要申請）
小浜市遠敷2丁目104　TEL / 0770-56-0525

福井県立
若狭歴史博物館

施設DATA

小浜市国分21-1付近若狭国分寺跡

敦賀行  15:39発
東舞鶴行  15:21発新平野駅

若狭国分寺跡

福井県立若狭歴史博物館

若狭の里公園

福井県立若狭歴史博物館 / 若狭の里公園 / 若狭国分寺跡
東小浜駅 東舞鶴方面から

12:00着
若狭歴史博物館で若狭の文化と歴史を学ぼう!

若狭歴史博物館では、若狭の仏像や祭りなどの文化とそれ
らを育んだ若狭の歴史を、豊富な資料でわかりやすく紹介
しています。

北陸地方では確認例の少ない国分寺跡として、昭和51年に国
の史跡に指定され、史跡公園として整備されています。隣接す
る寺院では重要文化財薬師如来坐像等の拝観もできます。（拝
観料400円）

若狭の里公園は、若狭湾の海岸線をイメージした池や休
憩施設を兼ねたあずまやなどがあり、その周囲には梅林、
花木園、紅葉園が整備されている緑豊な公園です。

東舞鶴 11:06発
高浜 11:26発
本郷 11:35発
小浜 11:57発

敦賀方面から
12:20着
敦賀 11:18発
美浜 11:40発
三方 11:48発
上中 12:12発

見学・休憩15分

お弁当・見学90分

敦賀行  15:30発
東舞鶴行  15:29発小浜駅

御食国若狭おばま食文化館

小浜市まちの駅・旭座

鯖街道ミュージアム

小浜市まちの駅・旭座 / 小浜市鯖街道ミュージアム / 
御食国若狭おばま食文化館

小浜駅 東舞鶴方面から
11:52着

日本遺産「鯖街道」起点で歴史と食文化を学ぼう!

食文化館では、「すし」のルーツと日本食の美味しさの秘密を紹介す
るブースをはじめ、「雑煮」、ユネスコ無形文化遺産の「和食」、日本
遺産の「御食国若狭と鯖街道」など多くのテーマを、再現料理レプ
リカとともに紹介しています。また、食文化館では様々な展示のほか、
季節の料理を作る調理体験や小浜の代表的なお土産が作れる工芸
体験が可能です。（要予約）

鯖街道ミュージアムでは、日本遺産に認定されている
「鯖街道」をはじめ、小浜市の伝統芸能や祭礼を紹介
する映像、鯖のトリックアートやフェノロジーカレン
ダーなどを展示しています。

東舞鶴 11:06発
高浜 11:26発
本郷 11:35発

敦賀方面から
12:24着
敦賀 11:18発
美浜 11:40発
三方 11:48発
上中 12:12発

見学60分

お弁当・見学45分

※乗り換え時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

※乗り換え時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

福井県立若狭歴史博物館

若狭国分寺跡

若狭の里公園

鯖街道ミュージアム 御食国若狭おばま食文化館

食文化館の館内



小浜線 de 遠足ガイド

徒歩10分（0.75km）

徒歩10分（0.8km）

徒歩15分（00m）

徒歩4分（00m）

徒歩12分（0.9km）

徒歩14分（1.1km）

徒歩12分（1km）

徒歩23分（1.8km）

小浜線 de 遠足ガイド

9:30～17:00　9:30～18:00 （夏休み期間中）　
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌平日）、12/29～ 1/3、祝日の翌日
入館料無料 ※一部有料のエリアあり
おおい町成海1-1-1　TEL / 0770-32-3200

福井県こども家族館

9:00～18:00　休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）、第4木曜日、12/28～1/4、祝日の翌日
個人100円、団体1人80円、中学生以下及び70歳以上無料
おおい町成和2-1-1　TEL / 0770-77-2820

おおい町立
郷土史料館

施設DATA

見学20分

見学120分

敦賀行  13:57発
東舞鶴行  14:54発

高浜町宮崎砕導山城跡

9:00～17:00 （最終入館16:30）　休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）、12/28～1/4
現在無料（無料期間外も、学校遠足については減免申請が可能）
高浜町南団地1-14-1　TEL / 0770-72-5270

郷土資料館
施設DATA

高浜町事代城山公園

9:00～20:00　休館日：年中無休（1/1のみ休業）
高浜町塩土5-1　TEL / 72-3528

UMIKARA

郷土資料館

砕導山城跡

お弁当45分城山公園

見学20分UMIKARA

若狭高浜駅

郷土資料館 / 砕導山城跡 / 城山公園 / UMIKARA

高浜町の昔【砕導山城跡】と今【6次産業】を学ぼう!

郷土資料館では、祭りと民俗・美術工芸、考古、
中世の3つの展示室と2つのギャラリーで高浜
町の歴史と文化を紹介しています。

砕導山城跡は佐伎治神社の背後に
ある妙見山を最高所として広がる、
県内最大規模の山城です。遺構の保
存状態も良く、ロープづたいで進む
部分も楽しめます。そこを越えて到達
した頂上からは、高浜の町並みや、美
しい海岸線、青葉山を一望できます。

室町時代に築城された高浜城の跡地
である城山公園には、高浜町の名勝
「明鏡洞」や広い芝生広場があり、公
園内には遊歩道が整備されていま
す。遊歩道を歩くと、さまざまな奇岩
や若狭湾などの眺望が楽しめる展望
台があります。

UMIKARA MARKETには、新鮮なお魚が揃っており、購入いただいたお魚
の調理もしてもらえます。また、施設周辺の船小屋が海に向かって並ぶ塩土
集落は、生きた漁村文化が残っており、周辺散策も合わせて楽しめます。

敦賀行  16:06発
東舞鶴行  15:47発若狭本郷駅

福井県こども家族館

おおい町立郷土史料館

船岡製塩遺跡公園

おおい町立郷土史料館 / 船岡製塩遺跡公園 / 
福井県こども家族館

若狭本郷駅 東舞鶴方面から
11:34着

おおい町の歴史や文化触れてみませんか?

東舞鶴 11:06発
青郷 11:19発
高浜 11:26発

敦賀方面から
12:48着
敦賀 11:18発
美浜 11:40発
三方 11:48発
上中 12:12発
小浜 12:30発

若狭高浜駅 東舞鶴方面から
9:04着

東舞鶴 8:44発
青郷 8:57発

敦賀方面から
9:24着
敦賀 7:49発
美浜 8:11発
三方 8:21発
上中 8:44発
小浜 8:58発
本郷 9:15発

※乗り換え時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

※乗り換え時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

見学60分

お弁当・見学60分

おおい町立郷土資料館は、大飯地域を中心に
歴史や文化財、各種郷土資料を展示し分かりや
すく紹介しています。また、毎年特別展や企画
展を開催し、郷土の歴史に関するテーマを取り
上げ紹介しています。

福井県こども家族館は「手づくり」と「冒険」をテーマにした体験型児童館
です。館内の工房や遊具、展示物は子ども同士はもちろん、親子や家族が
一緒に体験を共有することができます。また、工房ゾーンでは工作や調理
など子どもたちが自ら手や体を動かし、頭を働かせて自由な発想と想像力
を養う体験ができます。

おおい町立郷土史料館

福井県こども家族館

こども家族館のものづくり工房

郷土史料館

砕導山城跡

UMIKARA

城山公園



WAKASA-ARITA

OTOBASHIN-HIRANO

FUJII

MIKATA

KIYAMA
AWANO

TSURUGA

TOMURA

KAMINAKA

HIGASHI-OBAMA

OBAMA

SEIHAMA

KATO

WAKASA-HONGO

WAKASA-WADA

O B A M A S E N

WAKASA-TAKAHAMA

MITSUMATSU

AONOGO

MIHAMA

HIGASHI-MIHAMA

NISHI-TSURUGA

小浜線 de 遠足ガイド

徒歩34分（2.4km）

徒歩34分（2.4km）

徒歩15分（1.2km）

徒歩8分（0.7km）

徒歩12分（0.9km）

青郷駅

※乗り換え時間は令和4年3月12日改正ダイヤを参考にしております。

散策30分

敦賀行  13:57発
東舞鶴行  14:54発

10:00～17:00 　休館日：水曜日、12/27～1/4　入館料無料
高浜町中山2-4　TEL / 0770-72-1234

健康長寿の里 
青葉山ハーバルビレッジ

施設DATA

高浜町事代城山公園

9:00～20:00　休館日：年中無休（1/1のみ休業）
高浜町塩土5-1　TEL / 72-3528

UMIKARA

青葉山ハーバルビレッジ

お弁当45分城山公園

見学40分UMIKARA

若狭高浜駅

11:19発
11:25着

青郷駅
若狭高浜駅

青葉山ハーバルビレッジ / 城山公園 / UMIKARA

高浜町で薬草産業と6次産業を学ぼう! 

高浜町の薬草の聖地に誕生した「青葉山ハーバ
ルビレッジ」は、薬草やハーブなど約500種類の
有用植物が自生する青葉山麓「健康長寿の里」に
あります。青葉山が育んできた多彩な薬用植物や
山野草を、散策しながら観察することができます。

室町時代に築城された高浜城の跡地である城
山公園には、高浜町の名勝「明鏡洞」や広い芝
生広場があり、公園内には遊歩道が整備されて
います。遊歩道を歩くと、さまざまな奇岩や若狭
湾などの眺望が楽しめる展望台があります。

UMIKARA MARKETには、新鮮なお魚が揃っており、購入
いただいたお魚の調理もしてもらえます。また、施設周辺の
船小屋が海に向かって並ぶ塩土集落は、生きた漁村文化が
残っており、周辺散策も合わせて楽しめます。

東舞鶴方面から
8:56着

東舞鶴 8:44発

敦賀方面から
9:31着
敦賀 7:49発
美浜 8:11発
三方 8:21発
上中 8:44発
小浜 8:58発
本郷 9:15発

青葉山ハーバルビレッジ

UMIKARA

城山公園



□発行  小浜線利用促進協議会　□編集・制作  東雲デザイン
□お問合せ  小浜線利用促進協議会事務局
　〒917-8585  福井県小浜市大手町6-3
　小浜市役所  新幹線・交通まちづくり課内  TEL 0770-64-6067
　https://www.obamaline.com

小浜線の情報は
おばません
ドットコムへ

おばません
サポーター
募集中

敦賀市 若狭町

小浜市 おおい町 高浜町

美浜町

各市町のホームページ

OBAMA

SEIHAMA

KATO

WAKASA-HONGO

WAKASA-WADA

WAKASA-TAKAHAMA

MITSUMATSUAONOGO


