
FacebookなどのSNSで活動内容を報告する場合の無料観光施設について

No 分類 観光施設名 備考

1 自然 足羽山公園内動物園

2 歴史・文化 柴田神社・北ノ庄資料館

3 歴史・文化 水道記念館

4 歴史・文化 清水郷土資料館

5 歴史・文化 福井市治水記念館

6 歴史・文化 敦賀鉄道資料館

7 歴史・文化 晴明の朝市

8 歴史・文化 玄蕃尾城跡

9 歴史・文化 常宮神社

10 歴史・文化 武田耕雲斎の墓

11 歴史・文化 松原神社（鰊蔵）

12 歴史・文化 旧北陸線トンネル群

13 歴史・文化 柴田氏庭園

14 自然 中池見　人と自然のふれあいの里

15 自然 気比の松原

16 歴史・文化 ゆめおーれ勝山（ミュージアムゾーン） 勝山市

17 歴史・文化 各寺

18 歴史・文化 各神社

19 食 御食国若狭おばま食文化館

20 歴史・文化 小浜城址

21 歴史・文化 小浜西組

22 その他 マーメイドテラス

23 自然 エンゼルライン

24 自然 鵜の瀬

25 歴史・文化 小浜市まちの駅旭座（見学）

26 自然 西山公園・西山動物園・嚮陽庭園

27 自然 大谷公園（実のなる公園）

28 自然 丸山公園

29 自然 三六公園

30 自然 日野川河川公園

31 自然 刀那の滝

32 自然 きらめきロード中河

33 自然 榎お清水

34 自然 桃源清水

35 自然 三場坂清水

36 自然 許佐羅江清水

37 自然 刀那清水

38 自然 弁財天

39 自然 三床山

小浜市

敦賀市

福井市

鯖江市



No 分類 観光施設名 備考

40 自然 三峯山

41 自然 三里山

42 自然 文殊山

43 その他 めがねミュージアム

44 その他 うるしの里会館

45 その他 石田縞手織りセンター

46 歴史・文化 久里洋二の世界　GALLERY Ｋ

47 歴史・文化 誠照寺

48 歴史・文化 萬慶寺

49 歴史・文化 證誠寺

50 歴史・文化 中道院

51 歴史・文化 弁天堂

52 歴史・文化 車の道場（上野別堂）

53 歴史・文化 西光寺

54 歴史・文化 春慶寺

55 歴史・文化 長久寺

56 歴史・文化 舟津神社

57 歴史・文化 松阜神社

58 歴史・文化 神明社

59 歴史・文化 漆器神社（八幡神社）

60 歴史・文化 漆器神社（敷山神社）

61 歴史・文化 加多志波神社

62 歴史・文化 春日神社

63 歴史・文化 中野神社

64 歴史・文化 日吉神社

65 歴史・文化 剣神社（下新庄町）

66 歴史・文化 福鉄鉄橋

67 歴史・文化 弁天橋

鯖江市



No 分類 観光施設名 備考

68 歴史・文化 地蔵橋

69 歴史・文化 王山古墳群

70 歴史・文化 兜山古墳

71 歴史・文化 旧瓜生家住宅

72 歴史・文化 恵美写真館洋館・表門

73 歴史・文化 植田家長屋門

74 歴史・文化 近藤醤油店

75 歴史・文化 あめや呉服店

76 歴史・文化 旧鯖江地方織物検査所（現代アートセンター）

77 その他 芦湯

78 歴史・文化 浄土真宗本願寺派　吉崎別院（西別院）

79 歴史・文化 浄土真宗大谷派　吉崎別院（東別院）

80 歴史・文化 郷土歴史資料館

81 歴史・文化 県境の館

82 歴史・文化 かこさとしふるさと絵本館

83 自然 越前の里味真野苑万葉館

84 歴史・文化 紫式部公園

85 歴史・文化 花筐公園

86 歴史・文化 大塩八幡宮

87 自然 村国山

88 自然 日野山

89 自然 佐々木小次郎公園

90 自然 東尋坊

91 自然 雄島

92 自然 ゆりの里公園　ユリーム春江

93 歴史・文化 三国湊町散策

94 自然 越前岬水仙ランド（越前岬灯台を含む）

95 歴史・文化 劔神社

96 歴史・文化 金刀比羅山宮

97 歴史・文化 玉川洞窟観音

98 歴史・文化 越前陶芸村文化交流会館

99 歴史・文化 越知山（越知神社）

100 自然 古墳公園

101 歴史・文化 福通寺朝日観音

102 歴史・文化 八坂神社

103 歴史・文化 大谷寺大長院

104 自然 越前陶芸村

105 歴史・文化 高浜町漁村文化伝承館

106 歴史・文化 馬居寺

107 歴史・文化 佐伎治神社

108 自然 城山公園

109 自然 高浜町の海水浴場

110 自然 日引の棚田

坂井市

越前市

越前町

高浜町

あわら市

鯖江市


