
■ ２００６年４月２７日（木曜日）

　県では、昨年度から県内各地の直接飲用可能な湧水等を「ふくいのおいしい水」として認定し、

本県のブランドとして情報発信を行っています。

　本県は、すばらしい水資源の宝庫です。「ふくいのおいしい水」は、今年1月に25か所、3月に10

か所を認定し、現在、合わせて35か所となっています。

　こうした取組みを通して、豊かな自然を持つ郷土に県民の方が誇りをもち、元気の出る県土づく

りや健康長寿につなげていきたいと考えています。

「ふくいのおいしい水」についての詳しい情報は、

県環境政策課のホームページ（http://info.pref.fukui.jp/kankyou/tasty.html）をご覧ください。

禅林寺（ぜんりんじ）の

甘露泉（かんろせん）
（福井市徳尾町）

文殊山の西山麓、徳尾町の高台に建つ禅

林寺の境内にあります。

水は甘くまろやかで、炊飯やお茶に最適と

され、遠方からも汲みに来る人がいます。

水分神社（すいぶんじんじゃ）

湧水
（福井市長橋町）

越前海岸に面する長橋町の東の高台にある水分神社境内の左右から湧

き出ており、水量が豊富です。

鯖江市境の手前にあり、かつては酒が湧き出たという言い伝えがありま

http://info.pref.fukui.jp/kankyou/tasty.html


酒清水（さかしょうず） （福井市徳尾町） す。

弘祥寺跡地の甘露水
（こうしょうじあとちのかんろすい）

（福井市金屋町）
朝倉氏の氏寺「弘祥寺」の境内跡地にあり、体調を崩した人でも甘い水

だと言って飲んだといわれています。

名水足谷の清水
（めいすいあしたにのしょうず）

（福井市足谷町） 足谷町集落内の道路沿いにあり、クセのないおいしさといわれています。

金光水（きんこうすい） （福井市荒谷町）
本郷公民館から荒谷町に入った集落の奥にあり、林道沿いから湧出して

います。

浄法寺山清水小場
（じょうほうじさんしょうずこば）

（永平寺町上浄法寺）
「浄法寺山青少年旅行村」にあります。水量が多く、夏季でも冷たいこの

水を目当てに登山を楽しむ人も多くいます。

小和清水（こわしょうず） （坂井市丸岡町上久米田）
国道364号の六呂瀬山古墳群の1km東を北に入ったところにあり、水量

は豊富です。

お清水不動尊

（しょうずふどうそん）の水
（越前市吾妻町）

ＪＲ武生駅の近くにあり、もともとは湧水でしたが、現在は地下水を汲み

上げています。

解雷ヶ清水
（けらがしょうず）

（越前市千合谷町）

旧武生市街から越前町米ノに通じる千飯ト

ンネルの手前南にあります。干ばつでも水

は涸れません。

不動明王が祀られており、七夕の祭礼の場

となっています。

蓑脇（みのわき）の

時水（ときみず）
（越前市蓑脇町）

標高約600ｍの大平山の中腹にあります。「間歇冷泉」で、環境省「日本

の音風景百選」に認定されています。

治佐川井戸
（じさがわいど）

（越前市上真柄町）
治左川の水源と同じ地下水を井戸で汲み上げています。治左川は、淡水

魚トミヨの県内唯一の生息地。

榎清水
（よのきしょうず）

（越前市横住町)
主要地方道武生・美山線沿いにあります。「よのき清水」として地区の人

に親しまれています。

瓜割清水
（うりわりしょうず）

（越前市赤谷町）
赤谷集落に入ってすぐの東側。水に浸けた瓜が割れたことからこう呼ば

れ、長寿の水として親しまれています。

石堂（いしどう）の水 （越前市西河内町）
清水谷トンネルの手前にあり、小さな洞穴内の岩間から湧出。不老長寿

の名水といわれています。

皇子ケ池の水
（おうじがいけ）

（越前市粟田部町）
花筐公園の近く。継体天皇の2人の皇子（安閑天皇、宣化天皇）の産湯と

して使われたとの言い伝えがあります。

神清水
（かみしょうず）

（越前市山室町）
白山神社の境内にあり、干ばつにも涸れたことがありません。白山神社

の神事には必ずこの清水が使われます。

御膳水（ごぜんすい）

（延命（えんめい）の水）
（越前町天王）

八坂神社の境内にあり、年間を通して水量・水温ともに一定。病気の予

防に効果があるといわれています。

大谷（おおたに）の

薬水（くすりみず）
（越前町大谷）

老人福祉センター「陶寿園」の北西。各種イオンを含む鉱泉で、皮膚病に

効くといわれています。

弘法大師（こうぼうだいし）

の水
（越前町平等）

平等集落の北の山の麓にあります。弘法さんの「長生きの水」といわれて

います。

鶯清水
（うぐいすしょうず）

（南越前町西大道）
ＪＲ南条駅の線路を挟んだ反対側にあります。珪石と粘板岩の間から流

れ出る清水は、冷たくまろやかです。



御清水
（おしょうず）

（大野市泉町）
有終西小学校の南に位置し、「殿様清水」とも呼ばれています。環境省

「名水百選」に認定されています。

篠座神社（しのくらじんじゃ）の

御霊泉（ごれいせん）
（大野市篠座町）

篠座神社境内の弁天池の臼から湧出。大国主命が「目の病気に効く霊

水を与えた」という伝説があります。

本願清水
（ほんがんしょうず）

（大野市糸魚町）

市街地の南部にあります。湧水池は陸封

型魚類のイトヨ生息地として国の天然記念

物に指定されています。

市の資料館「イトヨの里」が整備され、湧水

池のほとりに水場があります。

七間清水
（しちけんしょうず）

（大野市元町）
七間通りに面しており、酒造会社が醸造用に汲み上げている地下水が水

場で飲めるようになっています。

石灯籠会館
（いしとうろうかいかん）

（大野市本町）
石灯籠通り西端にある無料休憩所「石灯籠会館」で地下水を汲み上げ、

水場で飲めるようになっています。

伊月（いつき）の湧水 （大野市伊月）
ＪＲ九頭竜湖駅から県道127号を福井和泉スキー場に向かう途中の石徹

白川の対岸、伊月地区にあります。

たらたら山

｢白竜（はくりゅう）の

　滝（たき）の霊水（ れいすい）｣

（勝山市村岡町浄土寺）
国道157号から浄土寺川沿い約600ｍ上流にあります。洞窟の中の岩間

から絶えず水が滴り落ちています。

神谷（かみや）の水 （勝山市村岡町栃神谷）
勝山市街から国道157号を北進し、暮見トンネルを過ぎた栃神谷集落の

端を右折したところにあります。

滝之堂
（たきのどう）

（勝山市平泉寺町平泉寺）
平泉寺第1発電所の女神川の対岸数10ｍを上ったところにあります。岩

間から水が滴り落ち、水量は豊富です。

雲城水
（うんじょうすい）

（小浜市一番町）
海近くに湧く淡水で、雲城公園内に自噴しています。毎年7月に水まつり

神事が行われています。

鵜（う）の瀬井戸（せいど） （小浜市下根来）

環境省の「名水百選」に認定され、「お水送

り」の神事が行われる「鵜の瀬」の近くに整

備された公園にあります。

平成17年に小浜商工会議所青年部が井戸

を掘り、給水所を整備しました。

瓜割（うりわり）の滝（たき） （若狭町天徳寺）
若狭瓜割名水公園にあります。あまりの冷たさに瓜が割れたという言い

伝えがあり、環境省「名水百選」に認定されています。

三方石観音（みかたいしかんのん）

の霊水（れいすい）
（若狭町三方）

三方石観音の本道から林道を約400ｍ山手へ。湧水は、冷たくて夏でも

涸れることはありません。

滝水（たきみ）ひめ （おおい町父子）
不動の滝公園にあり、地下水を汲み上げ、飲用できるようにしています。

硬度が比較的高い水です。



福井市下馬町　TEL（0776）33-8860

【開館時間】9：00～19：00　※土日、祝日、5／1は18：00まで

館内は、一般図書コーナーや子ども室のほか、本県ゆかりの作家や作品を紹介する「ふるさと文学コーナー」を新設。本県出

身の漢字・文字研究者である白川静先生の功績と漢字の歴史や成り立ちを学ぶ「白川文字学の室（へや）」もぜひご覧くださ

い。

【連休期間中の開催企画】

◇「ようこそ！長新太ワールドへ」（～5／24）

　内容／日本を代表する絵本作家の長新太の絵本を特集

◇白川文字学の室「漢字あそび」（5／6）

◇えほんとかみしばいの会（4／29、5／6）

福井市大宮　TEL（0776）22-4675

【開館時間】9：00～17：00

【入館料】一般・大学100円、70歳以上は無料

｢モノとモノづくりの歴史｣をテーマにした歴史ゾーン、昭和30～40年代を再現した｢昭和のくらし｣など、ユニークな展示が好評。

思い出がよみがえる空間をお楽しみください。

【連休期間中の開催企画】

◇ブックアート―本の世界―（～6／11）

　内容／大正から昭和初期に花開いた日本の洋本装丁などを紹介

　特別入館料／一般400円、高校・大学生300円、小・中学生200円、70歳以上200円

福井市文京　TEL（0776）25-0452

【開館時間】9：00～17：00（入館は16：30まで）

【入館料】一般・大学生100円、高校生以下70歳以上は無料

約1500点のコレクションの中でも、岡倉天心が指導した日本画が特に充実しています。

【連休期間中の開催企画】

◇「黒澤明アート展」（～5／21）

　内容／「世界のクロサワ」。彼の「絵コンテ」の中から厳選した163点などを展示

　特別入館料／一般900円、高校・大学生500円、小・中学生300円

◇「所蔵品によるテーマ展－平成17　年度新収蔵品紹介／工芸の美」（～5／21）

小浜市遠敷　TEL（0770）56-0525

【開館時間】9：00～17：00（入館は16：30まで）

【入館料】一般・大学生100円、高校生以下70歳以上は無料（30名以上の団体割引あり）

縄文時代の鳥浜貝塚の出土品ほか、若狭の特色ある歴史と豊富な文化遺産を紹介。羽賀寺、明通寺、神宮寺、国分寺など

の小浜の古刹めぐりの拠点にも最適な場所です。

【連休期間中の開催企画】

◇テーマ展「山川登美子の生家―小浜藩士・山川家の資料」（～5／28）

　内容／明治の歌人山川登美子の遺　　愛品と生家に伝えられた武具・絵　　画などを展示

●遺跡

福井市城戸の内町　TEL（0776）41-2173



【開館時間】9：00～17：00（入館は16：30まで）

●資料館

福井市安波賀町　TEL（0776）41-2301

【開館時間】9：00～17：00（入館は16：30まで）

【入館料】一般・大学生100円、高校生以下70歳以上は無料（30名以上の団体割引あり）

戦国大名・朝倉氏が5代にわたって越前を支配した城下町の遺跡です。当時の栄華や生活の様子がうかがえる展示のほか、

かつての町並みが復元されています。

越前町小曽原　TEL（0778）32-2174

【開館時間】9：00～16：00　※5／1は休館

【入館料】一般・大学生100円、高校生以下70歳以上は無料（30名以上の団体割引あり）

今昔の越前焼を展示する資料館、どなたでも参加できる陶芸教室、越前焼の茶碗で抹茶をお出しする茶苑（有料）などがあ

り、日本六古窯の一つである越前焼を堪能できます。

勝山市村岡町寺尾　TEL（0779） 88-0001

【開館時間】9：00～17：00（入館は16：30まで）

【入館料】一般500円、高校・大学生、400円、小・中学生250円（30名以上の団体割引あり）

日本の恐竜化石の大部分を産出している恐竜王国ふくいが誇る世界有数の博物館です。38体の恐竜の全身骨格や実物大の

動く恐竜ジオラマが並び、大人から子どもまで、古代のロマンを感じることが出来ます。

坂井市春江町東太郎丸　TEL（0776）51-8000

【開館時間】9：00～17：00

【入館料】無料、一部有料（スペースシアター、展示エリア）

子どもたちが思い切り遊び、学べる施設です。館内には、プラネタリウムや

全天周映画を行うスペースシアター、大型恐竜遊具等があり、屋外の芝生

広場にはアスレチック遊具などが設けられています。

【連休期間中の開催企画】

◇全国児童館フェスタ2006 in Fukui「わいわいこどもの日」（～5／14）

　内容／県内児童館活動のＰＲパネル展（会期中）

　　　　ジャンボこいのぼり作り（5日まで）

　　　　サイエンスＤＡＹ（7日のみ）など

福井市今市町　TEL（0776）38-8280

【開館時間】9：00～22：00

【入館料】無料（ホール等は有料）

優れた音響と豪華な雰囲気を持つ充実した音楽施設です。また、「ギャラリー」では、県内で作られたマリンバ、ハープなどを体

験できるなど、演奏以外でも楽しめます。

【連休期間中の開催企画】

◇うたのおにいさん速水けんたろうがやってくる！「忍たま乱太郎キャラクターショー」（5／7）

　観覧料／一般2，000円、中・高・大学生1，000円、小学生以下500円



大野市南六呂師　TEL（0779）67-1655

【開館時間】9：00～17：00　※5／1は休館

ふるさと福井の自然を知りたい方のために、「身近な自然から宇宙まで」をテーマに展示や各種イベントを実施しています。

【連休期間中の開催企画】

◇特別観望会『シュワスマン・ワハマン彗星と土星・木星を見よう』（5／3～7）※雨天中止

　時間／19：30～21：30

◇六呂師高原四季の自然観察（5／3～7）※雨天中止

　時間／10：00～、13：30～

◇プラネタリウム（5／3～7）

　時間／10：00～、11：00～、13：30～、14：30～

若狭町世久見　TEL（0770）46-1101

【開館時間】9：00～17：00　※5／1は休館

ラムサール条約登録湿地の三方五湖や雄大な若狭湾が広がる若狭湾国定公園の中にあります。館内では、「ふれあい水槽」

や「タッチプール」などで直接海の生き物と触れあうことができます。

【連休期間中の開催企画】

◇特別展「三方五湖の自然展と自然再生にむけて」（～5／8）

坂井市丸岡町楽間　TEL（0776）67-0002

【開館時間】9：00～16：30　※5／1は休館

広い園内には、植物園とグリーンパークがあります。植物園には、玉ねぎ型

をした熱帯植物や草木の温室、噴水、芝生広場などが、グリーンパークには

展示室や展望台がある「ウッドリームフクイ」や池、ミニボートなどがあり、四

季を通じて楽しめます。

【連休期間中の開催企画】

◇「みどりの教室」（4／30）

　内容／花づくりの基礎と夏・秋の花を楽しむ

若狭町安賀里　TEL（0770）62-0583

【開館時間】8：30～16：00

「若狭牛」の里です。場内には、ミニ動物園でヤギや羊も飼われており、親しみ、ふれ

あえる牧場として開放されています。また、休憩所の利用や遊歩道の散策もできま

す。

福井市福町　TEL（0776）36-1542

【開館時間】8：30～日没、体育館・野球場　8：30～20：30、屋内休憩所　10：00～16：00

※事前の申込みが必要です

陸上競技場、野球場、テニスコート、サッカー場、体育館などを備えた総合的な運動公園です。また、隣接する「こどもの国」に

は、多くの遊具施設があり、多くの子どもたちに利用されています。

【連休期間中の開催企画】



◇温水プール開設（5／1～7）

　営業時間／13：00～16：30（5／1～2）、10：00～16：30（5／3～7）

　料金／大人290円、高・大学生160円、中学生以下110円（小学3年生以下は保護者同伴）

坂井市三国町黒目　TEL（0776）82-8292

【開館時間】8：30～17：00

【利用料金】上記連絡先（管理事務所）までお問い合わせください。

ナイター設備のあるスタジアムや18ホール完備のパットゴルフ場、バーベキュー広場などのスポーツ・レクリエーション施設を

中心に、県民の憩いの場として利用されています。

※休日の記載がない施設は連休中無休です

この記事に関するお問い合わせは　県広報課まで　 TEL0776（20）0220　Eメール kouhou@pref.fukui.lg.jp
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