
『城下町まち歩きコース』
JR越前大野駅（ガイドさんと合流）🚾
▼徒歩 約10分

春日神社「良縁の樹」（5分）
野村醤油（15分）
▼徒歩 約10分

寺町通り
▼徒歩 約10分

石灯籠通り・石灯籠地蔵尊（5分）
▼徒歩 約5分

武家屋敷旧田村家（30分）🚾
武家屋敷旧内山家（30分）🚾
百間堀
▼徒歩 約5分

平成大野屋・平蔵・二階蔵（10分）
結ステーション・結楽座（15分）🚾
▼徒歩 約5分

七間通り🚾

START

お土産

食事・お土産
お土産

食事・お土産

10:15
JR越前大野駅（えちぜんおおのえき）
観光ボランティアガイドさんとJR越前大野駅前で待ち合わせ

11：40
平成大野屋
（へいせいおおのや）
平蔵（ひらぐら）
二階蔵（にかいぐら）
人絹王国時代の昭和12年に大野織物組
合が建てたものです
登録有形文化財に指定されています

11：50
結ステーション・結楽座
（ゆいすてーしょん・ゆいらくざ）
敷地内には、中央に位置するシンボルモニュメント
「時鐘」をはじめ、物品販売スペース「結楽座」、「ま
ちなか交流センター」、「平成大野屋」など数多くの
施設があり、市民の憩いの場となっています

10:55
寺町通り（てらまちどおり）
東西が「何間（けん）通り」、南北が「何番通り」と碁盤の目のように規
則正しい町並みを残している通りの東端は寺町通りと呼ばれ、多くの
寺院が建ち並び、静かな雰囲気を漂わせています

散策の後は
大野名物の
ランチがお
薦めです

小京都越前おおのをふらり散策
名所をめぐりながらお買い物もできる欲張りコースです

お申込み：観光ボランティアガイド大野

0779-65-5521（一般社団法人大野市観光協会） 8：30～17：00

JR越前大野駅周辺

12：20
七間通り（しちけんとおり）
城下町通りの碁盤の目の中心通りです
3月21日～12月31日までは朝市が並び、通りには
江戸時代から続く和菓子店や薬局があります

10:25
春日神社・良縁の樹
（かすがじんじゃ・
りょうえんのき）
春日通り商店街にある春日神
社には、樹齢100年以上のケ
ヤキと杉の樹で根元が一緒に
なってはえています
この珍しい樹は、触れると良縁
にめぐまれると言われており、”
良縁の木”と呼ばれています

10:30
野村醤油
（のむらしょうゆ）
大本山永平寺御用達の蔵元
で大野市では古く歴史のある
お店
厳選された材料と大野の地下
水を使い天然醸造の「しょう
ゆ」や「みそ」を製造しています

11:15
武家屋敷旧内山家
（ぶけやしききゅううちやまけ）
幕末期、大野藩の財政再建に大きな功
績を残した家老、内山良休・隆佐兄弟
を輩出した内山家の屋敷
入館料：300円

百間堀
（ひゃっけんぼり）
学びの里「めいりん」に沿って、越前大
野城の外堀であった百間堀が復元さ
れています

11:05
石灯籠通り（いしどうろうどおり)
石灯籠地蔵尊（いしどうろうじぞうそん）
約440年前に、金森長近が城下町を整備する際に
測量の基点とした場所とされています
ここに水縄を埋め地蔵尊を祀ったと伝えられています

16:20
武家屋敷旧田村家
（ぶけやしききゅうたむらけ）
大野藩の家老を務めた田村又左衛門の武家
屋敷で大野市の指定文化財になっています
1827年（文政10年）に建てられた県内でも
数少ない武家住宅の一つです
入館料：300円



『越前大野城散策コース』

JR越前大野駅（ガイドさんと合流）🚾
▼徒歩 約5分

亥山城址（日吉神社）（5分）
▼徒歩 約5分

城下町東広場（5分）🚾
▼徒歩 約10分

七間通り（15分）
▼徒歩 約20分

越前大野城（20分）
▼徒歩 約20分

旧大野地域裁判所（民俗資料館）（10分）
▼徒歩 約5分

曹源寺（5分）
▼徒歩 約5分

朝倉義景墓所（5分）
▼徒歩 約5分

藩主隠居所（5分）
結ステーション・結楽座（15分）🚾

START

お土産

お土産

10：20
亥山城址（日吉神社）
（いやまじょうし ひよしじんじゃ）
日吉神社の境内となっている丘陵一帯に城があったとされています
江戸時代の絵図などを見てみると、神社を囲うように堀や水路が巡っていたこ
とがわかります

12：40
結ステーション・結楽座
（ゆいすてーしょん・ゆいらくざ）
敷地内には、中央に位置するシンボルモ
ニュメント「時鐘」をはじめ、物品販売ス
ペース「結楽座」、「まちなか交流セン
ター」、「平成大野屋」など数多くの施設が
あり、市民の憩いの場となっています

散策の後は
大野名物の
ランチがお
薦めです

越前大野城を含んだ散策コースです
散策の後はまち歩きしながらお食事などはいかがでしょうか

お申込み：観光ボランティアガイド大野

0779-65-5521（一般社団法人大野市観光協会） 8：30～17：00

JR越前大野駅周辺

10：45
七間通り（しちけんとおり）
城下町の碁盤の目の中心通りです
3月21日～12月31日までは朝市が並び、通り
には老舗和菓子店などがあります

10:15
JR越前大野駅
観光ボランティアガイドさんとJR越前大野駅前で待
ち合わせ

11：20
越前大野城
（えちぜんおおのじょう）
越前大野城は、大野市北西部に位置する亀山に築
かれた平山城です
安土城が築城された前年、金森長近により天正4年
(1576年) から4年の歳月をかけて築城されました

12：00
旧大野治安裁判所（民俗資料館）
（きゅうおおのちあんさいばんしょ）
（みんぞくしりょうかん）
明治22年に大野地域裁判所として建てられ
た木造建築物で、裁判所としては日本で一
番古い建物です

10：30
城下町東広場（じょうかまちひがしひろば）
第60回全国植樹祭2009ふくいにおいて天皇皇后両陛
下が式典を観覧された施設です
無料駐車場やトイレなどがあります

12:25
朝倉義景墓所
（あさくらよしかげぼしょ）
戦国武将朝倉義景の墓所があり
ます
墓所の横には公園も整備されて
います

12:35
藩主隠居所（はんしゅいんきょじょ）
旧大野藩の建物であったと伝えられる建物で、以前は柳廼社（やな
ぎのやしろ）の社務所であったものを解体・移築したものです
無料休憩所としてご利用いただけます

12:15
曹源寺
（そうげんじ）
織田信長との戦い
に敗れ自害した場
所です



城下町清水めぐり

JR越前大野駅（ガイドさんと合流）
【清水スポット】駅清水
▼徒歩 約10分

寺町通り（15分）
▼徒歩 約5分

【清水スポット】 七間清水（10分）
▼徒歩 約5分

【清水スポット】 芹川清水（5分）
【清水スポット】 水舟清水（5分）
▼徒歩 約5分

【清水スポット】石灯籠会館清水（10分）
▼徒歩 約5分

【清水スポット】 新堀清水（10分）
▼徒歩 約10分

結ステーション・結楽座（10分）🚾
▼徒歩 約5分

【清水スポット】御清水（10分）
▼徒歩 約5分

【清水スポット】義景水琴窟（10分）
▼徒歩 約10分

【清水スポット】五番名水庵清水（10分）

START

お土産

10:15
JR越前大野駅（えちぜんおおのえき）
観光ボランティアガイドさんとJR越前大野駅前で待ち
合わせ

駅清水（えきしょうず）
JR越前大野駅の構内にある清水で、その名も駅清水
駅は「中部の駅百選」にも選ばれています

11:00
芹川清水（せりがわしょうず）
武家屋敷旧内山家と平成大野屋の境を流れる芹川
に合流し、百間堀に注ぐ清水です
かつては、芹川を境に武家屋敷と町人屋敷が区別さ
れていました

水舟清水（みずふねしょうず）
水舟とは、かつて谷や川から取水した水を利用するた
めの貯水槽のことです
木製で段になっているのが特徴です

12:20
義景水琴窟（よしかげすいきんくつ）
戦国武将、朝倉義景の墓所一帯も湧水地（義景清水）
隣接する「義景公園」にある水琴窟では、琴の音に似た美しい反響
音を楽しめます

11:50
結ステーション・結楽座
（ゆいすてーしょん・ゆいらくざ）
敷地内には、中央に位置するシンボルモニュメント「時鐘」をはじ
め、物品販売スペース「結楽座」、「まちなか交流センター」、「平
成大野屋」など数多くの施設があり、市民の憩いの場となってい
ます

12:05
御清水（おしょうず）
名水百選に選ばれた”御清水（おしょうず）”は、古くはお殿様のご
用水として利用されていたため”殿様清水”とも呼ばれてきました

10:25
寺町通り（てらまちどおり）
東西が「何間（けん）通り」、南北が「何番通り」と碁盤
の目のように規則正しい町並みを残している通りの東
端は寺町通りと呼ばれ、多くの寺院が建ち並び、静か
な雰囲気を漂わせています

散策の後は
大野名物の
ランチがお
薦めです

小京都大野のまちをふらり散策
「ミタス（ Me+asu）」片手に
名水のまち大野の清水スポット
めぐりはいかがですか

お申込み：観光ボランティアガイド大野

0779-65-5521（一般社団法人大野市観光協会） 8：30～17：00

JR越前大野駅周辺 ペットボトルで水を汲むサービス
「ミタス（ Me+asu）」 1本 100円

【販売場所】
大野市観光協会／イトヨの里／結楽座
モモンガコーヒー／輝センター／源平酒造／お清水

12：40
五番名水庵清水
（ごばんめいすいあんしょうず）
五番商店街の総合案内所「五番名水庵」前にあり、
くみ上げた地下水を水場に出しています

10:45
七間清水
（しちけんしょうず）
朝市の立つ七間通りにあります
造り酒屋が醸造用にくみ上げている地下水で、
これを水場で飲めるようにしています

11:30
新堀清水（しんぼりしょうず）
亀山の南側を流れる新堀川沿いに湧く
清水です
新堀川は、金森長近によって越前大野
城の外堀として掘られたものといわれて
います

11:15
石灯籠会館清水
（いしどうろうかいかんしょうず）
まちなか観光の無料休憩所です
展示コーナーや休憩室などがあり、木造か
わらぶき二階建て
湧水井戸やミニ庭園もあります



『城下町酒蔵めぐりコース』

JR越前大野駅（ガイドさんと合流）
▼徒歩 約10分

真名鶴酒造（20分）
▼徒歩 約10分

七間通り（15分）🚾
▼徒歩 約5分

南部酒造場（20分）
▼徒歩 約10分

宇野酒造場（20分）
▼徒歩 約5分

源平酒造（20分）
▼徒歩 約5分

結ステーション・結楽座🚾

START

酒蔵

お土産

酒蔵

酒蔵

酒蔵

お土産

14:00
JR越前大野駅（えちぜんおおのえき）
観光ボランティアガイドさんとJR越前大野駅前で待ち合わせ

16:40
結ステーション・結楽座
（ゆいすてーしょん・ゆいらくざ）
敷地内には、中央に位置するシンボルモニュメント「時鐘」をはじめ、物
品販売スペース「結楽座」、「まちなか交流センター」、「平成大野屋」な
ど数多くの施設があり、市民の憩いの場となっています

15:30
宇野酒造場（うのしゅぞうじょう）
和5年（1620年）創業の福井県内屈指の
老舗の酒蔵
金沢国税局清酒鑑評会において福井県内
で唯一19年連続で金賞（現在は優等賞）
を受賞

【代表的な銘柄】
一乃谷

14:10
真名鶴酒造（まなづるしゅぞう）
北陸の小京都 「越前大野」で宝暦年間より続く
老舗の酒蔵
機械に頼らず全量手造りです
全製品吟醸規格の高級酒専門蔵として伝統的
な手法を守りつつも、新しい味わいの酒造りを目
指しています

【代表的な銘柄】
真名鶴

酒蔵見学は
事前予約を
お願いいた
します

水が綺麗なまち大野には4つの酒蔵があります
まち歩きをしながら地酒を楽しむコースです
散策の後は美味しいお食事はいかがでしょうか

JR越前大野駅周辺

15:00
南部酒造場
（なんぶしゅぞうじょう）
創醸百年
平成13年、酒蔵等五棟、登録有形文化
財に指定されました
「手造りに徹して、より高品位の酒を世に
送り出す」ことを蔵の理念とし、目の届く
量だけを丁寧に醸している酒蔵

【代表的な銘柄】
花垣

15:55
源平酒造（げんぺいしゅぞう）
創業以来頑固なこだわりを残す酒蔵
「日本酒は料理と一緒になって楽しむもの」というこだわりは、名水の里・越前
大野でしか手に入らない仕込み水にあります
※蔵元見学可能（要予約）

【代表的な銘柄】
源平

14:40
七間通り（しちけんどおり）
城下町の碁盤の目の中心通りです
3月21日～12月31日までは朝市が並び、
通りには老舗和菓子店などがあります

酒蔵めぐりの後は美味
しい大野のお食事はい
かがですか
お蕎麦、しょうゆカツ丼、
山菜料理、イタリアンな
ど色々なお店がござい
ます

お申込み：観光ボランティアガイド大野

0779-65-5521（一般社団法人大野市観光協会） 8：30～17：00
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