３．対象とする交流拠点施設の概要
 本構想では、町内の交流を支える拠点施設として、下記の 7 つを対象とします。
地区
名称

朝日地区
福井総合植物園
プラントピア

宮崎地区

越前地区

織田地区
悠久ロマンの杜
・朋楽の里

越知山

越前陶芸村

道の駅「越前」

越前岬水仙ランド

越前二の宮 劔神社

●本格的な総合植物園
・福井県は日本列島の中央に位置
しており、植物学上、日本での
北限や南限にあたる植物や、多
雪地帯に見られる植物が数多く
自生しています。
・総面積 25 ヘクタールの園内で
は、これらの植物を中心に、日
本に自生する野生植物の代表的
なものや、世界中から集めた 3
千種以上の植物が観察できま
す。
・植物の進化をわかりやすく説明
した展示室や映像コーナーも充
実しているほか、押し花作りや
ウッディークラフト、草木染め
教室など、自然と親しめる体験
メニューも充実しています。
・季節ごとに行われる「クリスマ
スリース作り」や「ひなまつり
リース作り」などの企画体験は
毎回大人気となっています。

●日本百霊峰・越知山より丹生山
地を一望する
・越知山は、標高 612.8m。白山信
仰の開祖である泰澄大師が 698
年に開山し、青年の頃まで修行
したと伝えられる北陸最古の修
験の霊場です。
・ブナ林をはじめ数多くの植物に
恵まれた山で、越知神社をはじ
め奥乃院や石仏群、殿池、神供
水など信仰にまつわる史跡が数
多く残っている、日本百霊峰の
ひとつです。
・この越知山の山頂に位置する展
望台からは、日本海から丹生山
地まで 360 度すべてを見渡すこ
とができます。

●日本六古窯・越前焼のふるさと
・越前焼のすべてが集まる越前陶
芸村。広大な敷地内には多くの
施設やお店が集まっています。

●越前海岸の真ん中に位置する観
光拠点
・道の駅「越前」は、越前加賀海
岸地域の中央部の海岸に位置
し、観光への玄関口として、広
域的観光ルートのゲートウェイ
となっています。
・町内、県内の特産品等のアンテ
ナショップ、観光案内カウンタ
ー等が設置されており、越前加
賀海岸地域の道路情報等を提供
するとともに、越前温泉露天風
呂「漁火」
、「越前がにミュージ
アム」もあり、漁・農・商工連
携による情報拠点でもありま
す。
・2014 年 11 月 15 日に、アクティ
ブハウス越前・露天風呂漁火を
リニューアルし、道の駅として
オープンしました。

●海と水仙のコントラスト楽しむ
・
“四季の大自然”をテーマとする
水仙ランドの中心には、ガーデ
ンクラブハウス｢水仙の館｣が建
っています。
・周辺にはギリシャ神話のナルシ
スを意識した「ナルシスの丘」
、
豪快なパノラマを誇る「展望ゾ
ーン」、水仙郷を見ながら散策で
きる「水仙ゾーン」など見所が
いっぱいです。
・満開の時期には 6 へクタールの
畑に約 1500 万本の水仙が咲き
誇り、大自然に抱かれた気分を
味わえる空間として愛されてい
ます。
・平成 28 年度には、自然文学資料
館を絶景が見える洋風レストラ
ンに改修する予定となっていま
す。

●織田信長公氏神の神社
・越前町織田は、織田信長の祖先
の故郷です。織田氏の祖は越前
織田の荘の荘官として、また越
前二の宮劔神社の神官として
代々奉仕してきた由緒ある家柄
でした。
・そのため、織田信長は戦国の乱
世にあっても、劔神杜を氏神と
して深く尊崇し、武運を祈ると
ともに、多くの神領を寄進し、
神殿を造立するなど、劔神社の
保護と住民の治安に尽くしてい
ます。
・奈良時代に光仁天皇が奉納され
たと伝えられている梵鐘は国宝
に、本殿は県の指定文化財に指
定されています。
国宝の梵鐘は、
日本で 3 番目に古い梵鐘とさ
れ、福井県にある 6 つの国宝の
うちのひとつです。2015 年 10
月に隣接する越前町織田文化歴
史館に寄託されました。

●自然の営みに身を任せ、森の息
吹を感じる場所
・悠久ロマンの杜は、大自然に囲
まれ木々の香りに満ち溢れてい
ます。
・おしゃれなログハウスが 10 棟
そろったコテージ村では、テレ
ビ・冷蔵庫そしてキッチンから
食器までそろっていて、休日を
家族や友人と楽しく過ごせま
す。
・朋楽の里では、福井県産二八そ
ばを食すことができます。
また、
そば打ち体験など田舎の暮らし
を体験できます。
・かやぶき屋根の田舎家に泊ま
り、田畑で土に触れたり、山菜
取りをしたりして、魅力あふれ
る自然の中での暮らしを満喫で
きます。

福井県丹生郡越前町朝日
17-3-1
0778-34-1120

福井県丹生郡越前町大谷寺

福井県丹生郡越前町小曽原

福井県丹生郡越前町笈松 44-3

0778-32-3200

福井県丹生郡越前町血ヶ平
27-1-2
0778-37-2501

福井県丹生郡越前町織田 113-1

0778-37-1234

福井県丹生郡越前町厨
71-335-1
0778-37-2360

0778-36-0404

0778-36-2050

施設により異なる

施設により異なる

－

時期により異なる

参拝自由
社務所 7:00～19:00
－

－

露天風呂漁火：大人 510 円、小学
生 300 円、幼児 200 円
アクティブハウス越前：大人 820
円、小学生 410 円、幼児 300 円

9:00～17:00
9:00～16:00（冬期）
毎週木曜日
11 月～3 月の間は無休
－

駐車場あり

駐車場あり

駐車場あり

食事処 10:00～16:00
電話対応 8:30～17:00
毎週火曜日
（GW・夏休みを除く）
かやぶきの宿：5 人用(新館)
18,510 円／1 棟 1 泊
コテージ：5 人用
16,970 円／1 棟 1 泊
そば打ち体験：3,100 円
駐車場あり

写真

概要

所在地
電話番号
営業時間
定休日
料金

駐車場
交通ｱｸｾｽ

9:00～17:00
－
(入園は 16:00 まで)
毎週火曜日（祝日の場合は翌日）、 －
年末年始
大人 300 円、高校生・中学生 200 －
円、小学生 100 円（30 名以上一割
引）

▼越前陶芸村文化交流会館

・越前陶芸村の中で、ひときわ目を
引く円形の黄色い建物は“土でで
きたたまご”をイメージし、714 席
を有する演奏会や講演会を行うホ
ールと、現代越前焼陶芸作家の作
品を展示しているロビー、そして
好みの越前焼を選んでコーヒーが
飲めるコーナーなど豊かな感性と
創造性に触れることができる交流
会館です。
・営業時間 8～17 時（最終 16:30）
・定休日：月曜日

－

駐車場あり

－

駐車場あり

・公共交通の場合：福井鉄道神明
駅下車、福鉄バス鯖浦線乗車約
15 分～朝日バス停下車後徒歩
10 分
・車の場合：北陸自動車道鯖江 IC
から約 30 分

・車の場合：北陸自動車道鯖江 IC
から約 50 分

・公共交通の場合：JR 武生駅下車、 ・公共交通の場合：JR 武生駅下車、 ・公共交通の場合：JR 福井駅下車、 ・公共交通の場合：JR 武生駅下車、 ・車の場合：北陸自動車道鯖江 IC
から約 40 分
福鉄バス越前海岸線かれい崎行
京福バス茱崎線水仙ランド行乗
福鉄バス越前海岸線かれい崎行
福鉄バス越前海岸線かれい崎行
乗車約 35 分明神前下車後すぐ
車約 70 分水仙ランド入口下車
乗車約 65 分アクティブランド
乗車約 25 分陶芸村口下車後徒
・車の場合：北陸自動車道鯖江 IC
後徒歩 15 分
前下車後すぐ
歩 10 分
から約 30 分
・車の場合：北陸自動車道武生 IC ・車の場合：北陸自動車道鯖江 IC ・車の場合：北陸自動車道鯖江 IC
から国道 8 号・365 号・305 号経
から国道 8 号・365 号・305 号経
から約 30 分
由で約 50 分、敦賀 IC から国道
由で約 50 分、敦賀 IC から国道
8 号・305 号経由で約 60 分
8 号・305 号経由で約 45 分
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