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序 章 

１ 本計画作成の背景と目的 

 越前市は、美しく豊かな自然環境が歴史と産業を育み、人々の暮らしが調和し

たまちである。古代、越前国府が置かれて以降、長く越前の政治・経済・文化の

中心として栄えたため、多くの文化財が残されている。市では文化財の調査を進

め、指定を計画的に進めながら保存・活用を図っている。 

現在、市の文化財保護に関する事業は、指定等文化財を対象としており、未指

定文化財の把握や活用に関する施策は十分ではない。指定・未指定を問わず、文

化財を総合的に把握し、保存継承を図ることが喫緊の課題となっている。併せて、

近年の過疎化や少子高齢化などを背景に、担い手の減少、社会構造や人々の価値

観の変化などを受けて、文化財が後世に継承されずに消滅しかねない危機に瀕

している。 

また、本市には長い歴史に基づく文化財が多く存在し、市内各地で様々な文化

財を目にすることができる。しかし、多くの市民がこれらを貴重な文化財として

認識しているものは、一部に過ぎないのが現状である。 

平成３１年（２０１９）４月の改正文化財保護法施行によって、都道府県にお

ける文化財保存活用大綱の策定、および市町村において文化財保存活用地域計

画を作成することができるようになり、令和２年３月には「福井県文化財保存活

用大綱」が策定され、福井県における文化財の保存・活用について指針が示され

た。 

これらを踏まえ、越前市では文化財を市民が認識したうえで、適切な形で保存

し、次世代に継承するとともに、地域の宝として活用するため、文化財の保存と

活用のマスタープラン兼アクションプランとなる「越前市文化財保存活用地域

計画」（以下、「本計画」）を作成した。市内に所在する指定・未指定の文化財を

総合的に把握し、その価値を明らかにし、自治体と地域総がかりで保存・継承・

活用をしていくための方針と施策を定めるものである。本計画により、市街地の

みならず、各地域に蓄積されてきた歴史文化の豊かさを再認識し、その所産であ

る文化財を地域づくりの資源として活用するための基盤づくりを目指す。 

本計画を作成することで、市における文化財行政の取組みの方向性を明確に

できる。作成した地域計画は広く周知し、文化財関係者のみならず地域住民の理

解・協力を得ることで、地域社会総がかりによる、より充実した文化財の保存・

活用を図っていくことができる。さらには、まちづくりや観光などの他の行政分

野とも連携し、総合的に文化財の保存・活用を進めていくことも可能となる。 

さらに、地域計画の作成・推進を通じて、地域の文化財の掘り起こしが進み、
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新たに見出された文化財の保護につながるとともに、民間団体をはじめ多様な

主体の参画を得ることで、所有者や行政だけでは難しい未指定文化財を含む幅

広い文化財の積極的な保存・活用の推進が期待できる。 

また、法定計画として位置付けることで、文化財の保存・活用の必要性・重要

性が増すとともに、様々な関係者の参画を得ながら計画の検討を行うことで、計

画の策定過程自体も見える化し、文化財の保存・活用に関する地域住民の関心や

理解の促進、さらには地域のアイデンティティの醸成が期待される。 

 

 

２ 計画期間 

 本計画の計画期間は、令和５年度（２０２３）から令和１４年度（２０３３）

までの１０年間とする。 

 

 

３ 越前市における文化財の定義 

「文化財」は、人や社会の風習・伝統・思考方法・価値観などの精神活動で世

代を通じて継承されていく「文化」が具体化・可視化されたものである。先人の

生活によって培われた「文化」や「文化財」は、先祖から未来の人々に贈られた

ものである。この「ご先祖様からの贈り物」は、それぞれの時代を生きる人々の

専有のものではなく、子どもや孫など未来人の共有の財産である。 

「文化財保護法」の定義する「文化財」とは、法第２条に規定される有形文化財、

無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群の６つの類型を

指す。また、法に規定されている文化財（埋蔵文化財）や文化財を次世代に継承

する上で欠かせない文化財の材料製作・修理等の伝統的な保存技術についても

含まれる。 

有形文化財（建造物、美術工芸品）、無形文化財（演劇、音楽、工芸技術等）、

民俗文化財（民俗資料、民俗慣習、民俗芸能、民俗技術等）、記念物（遺跡、名

勝地、動物、植物、地質・鉱物）、文化的景観、伝統的建造物群のうち、我が国

にとって、歴史上、芸術上、学術上、鑑賞上の価値の高いものをいう。「福井県

文化財保護条例」や「越前市文化財保護条例」に定める「文化財」の概念も「文

化財保護法」に準じている。 

 しかし、越前市で受け継がれてきた歴史や文化財の価値を共有し、後世に伝え

ていくためには、上記の「文化財」の概念だけでは規定することが難しいため、

市の歴史や文化財の理解につながる地域性のあるもの（娯楽、伝承、方言等）、
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文化財の周囲にあって文化財と一体となって価値を高めるもの（周囲の景観、自

然環境など）との、一体的な保存や活用が必要となる。 

そこで、本計画では文化財を指定文化財（行政が指定し保存しているもの）、

未指定文化財（指定はしていないが、地域にとって重要で守りつたえていくべき

もの）、指定・未指定文化財の周辺環境（市の歴史や文化財の理解につながる地

域性のあるもの、文化財の周囲にあって文化財と一体となって価値を高めるも

の）を総じて「文化財」と定義することとする。 

  

 

 

 

 

 

図 序－（２） 文化財の定義 

3



４ 地域計画の位置づけ（上位計画、関連計画との位置づけ） 

 地域計画は、越前市の上位計画である「越前市総合計画」の文化財分野にお

ける個別行政計画であり、「文化財保護法」など関係法令や「福井県文化財保存

活用大綱」に則り、市の文化財行政における総合的な指針を示す計画と位置付

けられる。 

 

 
図 序－（１） 文化財保存活用地域計画と関連計画の位置づけ 

 

【上位計画】 

「越前市総合計画」 

 平成１９年３月策定 令和５年（２０２３）３月改定 

計画期間：令和５年度（２０２３）～令和９年度（２０２７） 

 改定中 
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【関連計画】 

「越前市都市計画マスタープラン」 

平成２０年（２００８）３月策定  平成２９年（２０１７）３月改定 

  越前市の目指すべき町の将来像を実現していくための具体的な方策をハー

ド・ソフトの両面から捉えた、まちづくりに関する総合的な指針である。「持

続可能」「定住」「コンパクトシティ」等を視点に置き、中心市街地のまちづく

り、総合的な土地利用の規制・誘導、多様性のある公共交通体系の形成等、本

市が抱える街づくりの課題に対応した内容となっている。 

  まちづくりのテーマを「市民が育む 風格のまち越前」とし、基本目標５つ

のうちのひとつに「豊かな自然や歴史・文化の未来への継承」が設定されてい

る。 

 

「越前市景観計画」 

平成２１年（２００９）３月策定 

  美しく風格のある国土形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的

で活力のある地域社会の実現を図るため、平成１６年に「景観法」が制定され

た。これを受けて本市の景観形成における課題を解決し、市民が誇りを持てる

個性豊かな美しいまちを実現していくため、市民・事業者・行政が景観形成の

方向性を共有し、長期的かつ着実に取組むため策定された。 

 

「越前市緑の基本計画」  

平成２０年（２００８）３月策定 

  都市緑地法第４条に規定されている「緑地の保全及び緑化の推進に関する

基本計画」のことで、市町村がその区域における緑地の適正な保全及び緑化の

推進に関する施策を、総合的かつ計画的に実施するため、その目標と実現のた

めの施策等を定めた計画である。 

  基本理念の越前市の緑を特徴づける要素として、平野に広がる里山の緑や、

神社や寺院の境内の緑が挙げられ、これらを保存し次世代に良好に引き継ぐ

ことを目標としている。 

 

「越前市環境基本計画」  

平成１９年（２００７）１０月策定  平成２９年（２０１７）３月改定  

計画期間：令和４年度（２０２２）～令和８年度（２０２６） 

  越前市の環境政策を総合的に推進するための基本指針として位置づけ、地

球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計画として位置

づけられる。基本方針のひとつには「コウノトリが舞う自然豊かなまちづくり」
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を掲げ、コウノトリなど希少生物の保全活動を行うことで、生物多様性の保全

を推進している。 

 

「越前市地域防災計画」 

平成１８年（２００６）３月作成（以後、毎年修正） 

  平成１８年３月に作成された計画で、市民の生命と財産を災害から守るた

め「災害対策基本法」（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定に基づき、

越前市の地域に係る災害対策について、火災予防、災害応急対策及び災害普及

に関する事項を定め、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関等が防災活動

を総合的かつ計画的に実施することにより、防災の万全を期するとともに社

会秩序の維持及び公共の福祉に資することを目的とする。 

  計画では、祖先から受け継いだ歴史的財産を火災、地震、風水害など災害か

ら守り、後世に継承または伝承するため、市、南越消防組合及び防災関係機関

は、予防体制の強化及び防火施設の整備を図り、その保全対策の推進している。 

 

「越前市観光振興プラン」 

  平成１９年（２００７）３月策定  

平成２９年（２０１７）３月改定 令和５年（２０２３）３月改定 

計画期間：令和５年度～令和１５年度 

  改定中 

 

「越前市教育振興ビジョン」 

  平成２２年（２０１０）３月策定 令和２年（２０２０）３月改定 

計画期間：令和２年度～令和６年度 

  市の「総合計画」や「教育方針」等に基づき今後５年間の市の教育の方向性、

具体的な取り組みを定めた計画。４つの柱として、人間力を高める教育の充実、

主体的に学びを活かす生涯学習社会の実現、誇れる歴史、芸術・文化の創造、

生涯スポーツのまちづくりを掲げ、教育を推進している。 

 

「福井県文化財保存活用大綱」 

令和２年（２０２０）３月策定 

  文化財に対する県民の関心や理解を深め、福井県の文化財を適切に保存・活

用し、文化財保護行政が円滑に推進されることを目的とし、本県の文化財の保

存・活用の基本的な方向性等を定めている。 
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第１章 越前市の概要 

１ 自然的・地理的環境 

（１）越前市の位置・面積 

越前市は、福井県のほぼ中央に位置し、面積は２３０．７５ で県面積の約

５．５％を、人口は８１，４２７人で（令和２年国勢調査）で県人口の約１

０．７９％を占める。 

本市は、市域北側が鯖江市と越前町に、南側が南越前町に、東側が池田町

に、西側が越前町と南越前町に接している。また、市域東部に越前中央山地、

西部に丹生山地、さらに南部に「越前富士」日野山がそびえるなど４００～

７００ｍ級の山々に囲まれている。 

それらの山々からは、県内三大河川のひとつである日野川をはじめ吉野瀬

川、鞍谷川などが流れ出し、市域中央部に広がる武生盆地にうるおいを与え

ながら、下流では九頭竜川と合流し日本海へと注いでいる。 

 

 

 

 

 

図１－（１） 越前市の位置
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（２）地名の由来 

 越前市は、平成１７年（２００５）に武生市と今立町が合併し誕生した。市

名は、平成１６年（２００４）３月、武生市と今立町で組織された合併協議会

において、新市の名称を公募することが決められた。公募期間や選定を経て、

同年１１月２９日に新市名を「越前市」とすることが決定した。 

 合併前の「武生」と「今立」の地名の由来については、次の通りである。ま

ず、「武生」は、中世以降、府中と呼ばれていたが、明治２年に明治政府から

の通達で改称することとなった。そこで、平安時代の古代歌謡「催馬楽」の一

節の「太介不（たけふ）」から武生と改めた。「今立」はこの地域が弘仁１４年

（８２３）に丹生郡から分割され、新しく建てられた郡として、今立郡（以万

太千）の郡名がつけられ、ここに町名が由来している。 

 

（３）越前市の成り立ち  

 越前市のある福井県は、明治１４年（１８８１）２月７日に、越前七郡が

木ノ芽峠嶺以北（嶺北）地域の石川県からの離脱が決まり、若狭三群と敦賀

郡が滋賀県から、越前７郡が石川県から分離され、現在の福井県が誕生した。 

それ以前は、明治４年（１８７１）には足羽県と滋賀県、そして明治６年に

は、敦賀県となる。明治９年には、嶺北地域が石川県となり、嶺南地域は滋

賀県に編入された経緯となっている。 

 

 

図１－（２） 福井県の変遷  
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 越前市においては、平成１７年に武生市と今立町が合併し、越前市が誕生

した。 

武生市は、明治２１年（１８８８）４月の市町村制度の発布により、翌２

２年 4月に武生町が誕生した。以降、昭和２５年 1月に吉野村が編入、同年

７月に国高村が編入、同年１２月に大虫村が編入した。昭和２６年３月には

坂口村が編入し、昭和２９年（１９５４）７月には王子保村と北新庄村、北

日野村が編入した。昭和３１年（１９５６）には味真野村が編入し、最後に

昭和３４年に白山村が編入し、武生市が誕生した。 

一方、今立町は、昭和３０年（１９５５）３月に、粟田部町、南中山村、

服間村が合併し粟田部町が誕生した。翌年９月に粟田部町を今立町と改め、

翌日、岡本村が編入し今立町が誕生した。旧村は、現在の地区割に反映して

おり、現在の１７地区名に反映している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－（３） 越前市の変遷  
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図１－（４） 越前市の地区区分図  
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（４）地形と地質 

武生盆地は、福井県嶺北地方のほぼ中央部に位置している。市南部の国兼

町で海抜５７ｍ、北部の瓜生町で海抜２０ｍ前後を測る。この盆地は、日野

川、文室川、吉野瀬川、大虫川の堆積作用によるものであり、この地域には、

よく灌漑された美田が並んでいる。また、盆地に接する山地の山麓線は屈曲

が著しく、一部は分離沈水した茶臼山（海抜８３ｍ）をはじめ、妙法寺山（海

抜２３５ｍ）、村国山（海抜２３９ｍ）、三里山（海抜３４６ｍ）、岡本山（海

抜８３ｍ）、船山（海抜７４ｍ）、愛宕山（海抜１０３ｍ）など独立丘陵が盆地

内に点在している。 

山地から流入する河川は、洪積層の規模の小さな河岸段丘及び開折扇状地

を山間から平地への出口に形成している。 

 

 

 

丹生山地は、日本海に向かって急傾斜し東方に向かって緩やかに高度を下

げている。南部を除いて、ほとんどの山地は新第三紀系が発達している。岩

石は流紋岩・花崗岩・凝灰岩が多く、下層は角閃安山岩・輝石安山岩など初

期安山岩で、第三紀末から第四紀にかけて噴出したと考えられる。最古期安

山岩は新第三紀中新世初期に噴出した安山岩類で、丹生山地の中部に見られ

る。なお、丹生山地の北部はジュラ紀の水成岩が発達している。 

  武生盆地の西側の山や村国山には、露出する花崗岩が見られ、これらが風

図１－（５） 地形図  
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化した粘土及び石英粗面岩の風化分解したものを利用して陶器瓦製造が発

達している。 

吉野瀬川の上・中流及び西側の日野川にそそぐ支流の河岸段丘や扇状地の

堆積物は、厚さ１０ｍ前後で、上層は砂層、下層は礫層で第四紀層の洪積層

に属する。 

丹生山地地中の石灰岩は秩父古生層で武生断層によって北限が切り落と

されている。 

 

（５）気候 

福井県の気候は、冬季の季節風による多雪、日本海を発達した低気圧が通

過するときに見られるフェーン現象など北陸地方共通の特徴がある。 

福井県は北陸気候区の南端に当たり、典型的な日本海式気候で、年平均気

温１４．８℃、年間降水量２，３２７㎜を測る。冬季は西高東低の気圧配置

で、大陸からの季節風により低温となり、雪や雨の日が増加する。 

 

表１―（１） 平均降水量表（気象庁;武生 2005～2020) 

  1 月 2 月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 

平均降水

量 

（mm） 

260.4 168.5 165.7 147.3 135.9 146.3 248.5 137.3 223.4 164.2 176.6 352.9 
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図１－（６） 平均降水量図  
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表１―（２） 平均気温表（気象庁;福井 1991～2020） 

  1 月 2 月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 

平均気温 

（℃） 
3.2 3.7 7.2 12.8 18.1 22.0 26.1 27.4 23.1 17.1 11.3 5.9 
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※近隣観測地点「福井」のデータを採用。 

図１－（７） 平均気温図 
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（６）景観 

 越前市の市域の中央には日野川が縦断して流れ、その東西には田園が広が

り、さらにその周囲を日野山や若須岳、三里山、権現山等の山並みが取り囲

んでいる。また、村国山や三里山等の独立丘陵が盆地内に点在している。旧

武生市街地には、旧北

陸道沿いやタンス町通

りを中心に江戸期以降

の町家が残り、一帯に

は寺院や神社が集積し

ている。 

また、味真野地区に

は、毫摂寺をはじめと

した由緒ある寺社群や

城跡等が景観を形成し

ている。花筐地区は、在

郷町（粟田部町）とし 

 て発展した歴史のあるまち並みを形成している。岡本地区の五箇地区におい

ては、岡太神社・大瀧神社を中心に越前和紙の工場や民家に形成されたまち並

みが見られる。 

味真野地区や花筐地区

に以外にも、郊外には田

園風景が残り、寺院や神

社を中心とした集落が見

られる。           

このように、市内各所

に見られる地域の伝統や

文化を伝える個性的な景

観は、越前市が固有の歴

史・伝統・文化的資源が

豊富であることを物語っ       

ている。 

 

 

 

 

 

写真１－（２） 五箇のまち並み 

写真１－（１） タンス町のまち並み 
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２ 社会的環境  

（１）人口動態 

 令和４年（８月）の本市の人口は８１，５６１人で、平成１７年（２００

５）の合併時の人口８８，０２０人以降減少している。 

 また、年齢別の人口の推移について、０～１４歳の年少人口と１５～６４

歳の生産年齢人口が減少しているのに対し、６５歳以上の老年人口が増加し

ており、少子高齢化の傾向が顕著にみられる。 

越前市の人口（外国人を含む）は、第一次ベビーブーム以降、減少傾向にあ

ったが昭和４５年以降は上昇し続けてきた。しかし、平成１７年をピークに

再び減少に転じている。 

年少人口（０～１４ 歳）は、昭和４０ 年（１９６５）から一貫して減少傾

向を示している。令和２年の年少人口は ９，８８１ 人となり、昭和４０ 年

の２０，５０７人の半数まで減少している。この傾向はさらに進み、令和２

７年（２０４５）には、６，２７５人まで減少すると推定される。 

生産年齢人口（１５～６４ 歳）は、昭和４０年から 平成１２年（２００

０）までは緩やかながら増加傾向を示している。平成１２年の ５５，９２９ 

人をピークに、以降は減少傾向に転じ、令和２年の生産年齢人口は ４４，０

４４ 人となった。令和２７年の推定では、２７，５３４人まで減少すること

が見込まれている。 

老年人口（６５ 歳以上）は 昭和４０年以降、上昇傾向が続いている令和

２年の老年人口は２３，７４２ 人で、昭和４０年の約 ３．８ 倍となった。

令和２７年の推計では、２２，４４５人となり、全体の４０％を占めると見

込まれている。 

そのほか、越前市の人口の特徴として、外国人人口の多さが挙げられる。本

市の総人口に占める外国人の割合は６．３０％（令和４年８月現在）であり、

福井県内においては突出した割合となっている。このため、市では「越前市

多文化共生推進プラン」を策定し多文化共生のまちづくりを推進している。 
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（２）土地利用 

 市域面積２３，０７０ｈａから道路・河川を除いた面積は、１３１５４．８

ｈａであり、うち３６．８％を山林が占めている。次いで２８．３％を田が占

め、宅地は１４．６％となっている。 

 

（３）交通 

 旧武生市街地には、起源を古代にたどる旧北陸道が南北に縦断している。北

陸道は、都から様々な物資や人が流入し、政治や経済、文化を運ぶ大動脈とし

77,829 人 

図１－（８） 世代別人口構成図  
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ての機能を果たした。現在もこの道は、市道１８０５号線、１８０２号線とし

て、主要道のひとつとしての役割を担っている。 

現在の主要な道路網は、国道８号線（新潟県新潟市～京都府京都市下京区）、

および国道３６５線（石川県加賀市～三重県四日市市）が縦断している。また、

国道８号線に沿うように北陸自動車道（新潟県新潟市～滋賀県米原市）が通っ

ており、武生インターチェンジがある。 

 路線バスについては、福井鉄道が武生駅や越前武生駅（※）を中心として市

内各所を結んでいるほか、市内循環バスなどのコミュニティバスが各地域で運

行され、鉄道駅や市内主要施設などを結んでいる。 

 鉄道は、ＪＲ北陸本線と福井鉄道福武線が通り、市内にＪＲは南から王子保

駅、武生駅の２つの駅がある。福井鉄道は、越前武生駅、北府駅、スポーツ公

園駅、家久駅の４駅がある。さらに、令和６年３月には、北陸新幹線が敦賀駅

まで延伸し、越前市には越前たけふ駅が開業する。 

（※福井鉄道「越前武生駅」は令和５年（２０２３年）春に「たけふ新」に駅

名を変更する。） 

 

 
 

 

 

 

図１－（９） 交通網図  
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（４）産業 

 ものづくりのまちとして栄えてきた越前市には、福井県内で認定されている

国の伝統的工芸品７つのうち、「越前和紙」や「越前打刃物」、「越前箪笥」の３

つが越前市に存在する。これに関連して伝統産業の技術力に基づく先端産業も

集積している。特に最先端技術を駆使して製造される電子・自動車・家電部品産

業やニットアパレル産業が盛んで、福井県内第一位の製造品出荷額を誇ってい

る。北陸一のモノづくりの町を目指して、さらなる発展を図っている。 

越前和紙は、１５００年の歴史をもち、正倉院に残る「越前国大税帳」が最古

のものである。また、日本で初めて全国で通用した太政官札の用紙としても採用

されている。さらに横山大観や平山郁夫をはじめ、多くの芸術家にも愛用され、

日本画用紙としてもその名を知られている。また、「越前奉書」と「越前鳥の子

紙」は国の重要無形文化財に指定されている。 

越前打刃物は７００年の歴史をもち、「二枚広げ」や「廻し鋼付け」など独特

の技法を守る一方で、新しい鋼等を開発するなどの技術革新に挑み続けている。

越前打刃物の包丁は世界のトップシェフが愛用しているなど、技術の高が証明

されている。 

越前箪笥は、ケヤキやキリ等の無垢材を指物技術で成形加工した後、漆塗を施

し、鉄製金具で装飾する重厚なつくりが特徴である。武生市街地にある「タンス

町通り」には、指物を扱う間口の広い工房兼店舗が軒を連ねている。 

 

（５）観光 

越前市の観光を取り巻く状況として、令和６年（２０２４）春の北陸新幹線県

内延伸をはじめ、中部縦貫自動車道の延伸や国道４１７号線の開通など、高速交

通網整備によりアクセスが飛躍的に向上することから、新たな圏域からの観光

客の来訪が見込まれている。これまで一般社団法人越前市観光協会と連携しな

がら、地域資源を活かした観光振興の取組みを進めてきた。 

越前市を端的に表す言葉としては、「寺社が多く立地している」ことと「伝統

産業が集積している」といえる。このことが観光分野にも強みとなり、伝統産業

や先端産業に代表される「産業文化」、三大グルメ（ボルガライス、たけふ駅前

中華そば越前おろしそば、）などの「食文化」、たけふ菊人形や菊栽培といった「観

光文化」がある。これらの文化と合わせ「手仕事のまち、ニッポンの越前市」を

観光コンセプトとして、観光振興における施策を推進している。 

 図 1－（１０）は、市内主要観光地等施設の観光客入込数を示したものである。

武生中央公園や越前そばの里に多くの観光客が訪れていることがわかる。しか

し、令和２年以降の新型コロナウイルス感染症により、外出に対する制限が行わ

れたことから、落ち込みが見られる。 
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図１－（１０） 主要観光施設  

図１－（１１） 主要観光施設の観光客入込数推移 
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３ 歴史的背景 

（１）先史 

 越前市内で遺構が確認されている最古の遺跡は、愛宕山古墳群内で確認され

た縄文時代前期後半から中葉にかけての集落遺跡で、中期前葉の竪穴式住居跡

が確認されている。東樫尾毘沙門遺跡からは、遺物のみの出土であったが、前期

末から晩期までの土器が発見されている。その他、大虫廃寺、深草廃寺、野々宮

廃寺、高森遺跡、村国遺跡、丹生郷遺跡の発掘調査においては縄文土器や石器が

出土している。また、平成８年度に調査された北府遺跡からは、竪穴式住居跡が

発見され、合わせ土器棺３基が出土し墓域も発見されている。これまでは、山麓

の比較的標高の高い地域での縄文時代の遺跡の発見が主であったが、低地でも

縄文時代に生活されていたことが判明した。 

 弥生時代においては、前期の発掘

例はなく、小銅鐸が発見された瓜生

助道遺跡をはじめとした近年の調査

では、中期の遺跡の発掘例が増加し

ている。丹生郷遺跡ではこの地域で

は珍しい末期の製塩土器が出土し、

北府Ａ遺跡からは後期の木製の盾が

出土している。村国遺跡からは終末

期の集落跡が確認されている。横枕

遺跡や小柳遺跡からは、弥生時代中

期から後期にかけての大規模な集落 

跡が確認され、なかには竪穴式住居 

跡や平地式住居跡が発見されている。 

弥生時代中期以降、武生盆地内に大規

模集落が継続的に営まれていたことが

判明した。 

 古墳時代の状況では、前期の首長墓

と考えられる古墳が見られ、日野川西

岸で船山１号墳、愛宕山古墳群里山西

支群９号墳、同東山支群２０号墳、岡本

山１号墳の前方後円墳が確認され、直

径３０m 以上の大型円墳である北山１

号墳や茶臼山古墳群内の数基の古墳が

存在する。これにより、この一帯に武生

写真１－（３） 瓜生助道遺跡出土 小銅鐸 

写真１－（４） 松明山古墳群出土 家屋人物獣文鏡 
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盆地を支配した首長の本拠があったと推定される。赤坂町と東庄境町にまたが

る尾根上には、家屋人物獣文鏡などの出土品が一括で県指定文化財に指定され

ている松明山古墳群や盆山古墳群が存在している。古墳時代後期になると、武生

盆地周辺の山麓、独立丘陵上に多数の群集墳が築かれるようになり、日野川西岸

地区では茶臼山古墳群をはじめ、愛宕山古墳群、北山古墳群、船山古墳群等があ

り、東岸では市指定文化財の穴地蔵古墳を含む大屋古墳群、宮谷横穴群、池泉古

墳群等が見られる。 

 しかし、古墳の数に比べて古墳時代の集落遺跡の確認例は少ないため実態は

ほとんど明らかになっていない。村国遺跡で前期の竪穴式住居が数軒検出され

ているほかは、芝原遺跡から古墳時代初めの二重口縁を持つ甕などの遺物や下 

太田遺跡の６世紀末の土壙があるのみである。 

 越前市味真野地区の味真野神社（池泉町）や五皇神社（文室町）、花筐地区の

岡太神社（粟田部町）には継体天皇を祀る神社や、関連する伝承が残されている。 

 

 

（２）古代 

大化の改新（６４５年）以降、中央集権の政治体制を目指した大和朝廷は、そ

れまでの地方豪族による地方統治から、中央の直轄統治を推進するため、国ごと

に国府と呼ばれる役所を設置した。国府には都から国司を派遣し、徴税、軍事、

治安維持を担っていた。国司には守、介、掾、目という４つの等級に分かれた四

等官と、書記官として史生という役職があり、これらを総称して国司と呼んだ。 

越前国府の所在地については、現在明らかとなっていないが、８世紀末から９

世紀初めに成立したといわれる『催馬楽』の中に、「道の口 武生の国府に 我

ありと 親に申したべ 心あひの風や さきむだちや」とある歌から、武生に国

府があったことが証明できる。また、承平年間（９３１～９３７）に成立した『和

名類聚抄』には、丹生郡に置かれていたことが記されている。しかし、具体的な

所在地については未だ発見されていないのが現状である。平成８年度から国府

跡を確認するための学術調査を行っているが、未だ国府跡や国分寺、国分尼寺の

場所については判明していない。しかし、旧武生図書館西側駐車場で実施した発

掘調査において、国分寺の存在を裏付ける墨書土器が発見され、周辺に国分寺が

存在する可能性が指摘されいてる。古代における越前国の中心であったことは、

深草廃寺跡や大虫廃寺跡、野々宮廃寺跡の白鳳時代の寺院や村国遺跡をはじめ

とする大規模集落跡や王子保窯跡群をはじめとする武生南部窯跡群の存在から

うかがうことができる。その他官衙遺跡として、高森遺跡が丹生郡衙として、国

中遺跡が今立郡衙に比定されている。 

古墳時代に技術が伝わった須恵器製作は、越前市においては７世紀代に入っ
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てから製作されるようになった。王子保窯群（春日野町、四郎丸町）では、７世

紀初めから８世紀初めまでの間、主に須恵器作りを行っていた。窯の築造は国府

を背景とした一大供給地があったために発達したと考えられ、その証拠のひと

つとして、越前市内にはいくつもの古代寺院が存在していた。王子保窯で焼かれ

た瓦が、野々宮廃寺跡や深草廃寺跡の発掘調査において発見されている。 

 『万葉集』には、武生に関連する歌が多く存在する。これは武生に国府があり、

政治や経済、交通、文化の中心であったため、編者の大伴家持と同族で和歌の贈

答などもしばしば行っていた大伴池主が、越前国掾として赴任していたことに

起因すると考えられる。武生に関連する歌としては、流罪となって味真野に流さ

れた中臣宅守と狭野弟上娘子の相聞歌が収められている。 

 また、藤原為時が越前国守として長徳２年（９９６）に赴任した際に、為時の

娘である、『源氏物語』の作者の紫式部が父に伴い武生を訪れている。式部の人

生で唯一、都以外の地で初めて暮らしたのは武生である。娘時代の多感な時期に

一年余りを過ごしたことになる。越前国府で過ごした際に、「ここにかく 日野

の杉むら埋ずむ雪 おしほの松にけふやまがへる」と日野山の歌を詠んでいる。 

後に『源氏物語』を執筆する際には、越前での生活や経験が何らかの影響を与

えたともいわれている。 

 

写真１－（６） 野々宮廃寺跡  

写真１－（５）  

王子保窯跡群 
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（３）中世 

中世に入ると、国府のあった地域は府中と呼ばれた。中世府中の町が現在の市

街地と重なっており、現在の武生市街地は、中世に形作られたことが分かる。府

中が北陸の入口として、都からの人や物資が流入し繁栄をみた。このことで、越

前の中心で重要な地となり、市域は、源平の争乱や南北朝の争乱、一向一揆、織

田信長の府中攻めなどたびたび戦の舞台となった。 

 暦応元年（１３３８）、南朝方の新田義貞軍と北朝方の越前国守護斯波高経軍

が戦った「日野川の戦い」で府中は戦場となり、新善光寺城跡（京町三丁目）や

大瀧城跡（大滝町）にその痕跡を見ることができる。 

 天正３年（１５７５）の織田信長の一向一揆討伐の際、信長は羽柴軍と明智軍

に命じ、河野浦から龍門寺城（本町）へ攻め込み落城させ、信長の本体は木の芽

峠から一揆勢を攻め、越前国内の一揆勢を一掃した。この時の府中の様子につい

て、信長から村井長門守に宛てた書状の中に「府中の町は死がい計りにて一円あ

き所なく候」と記されており、凄まじい状況であったことが分かる。 

写真１－（７） 日野山 
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 朝倉氏を滅ぼし、一向一揆を打ち破った信

長は、越前一国を柴田勝家に支配させ、府中と

今立郡、南条郡の併せて１０万石を不破光治、

佐々成政、前田利家に支配させた。この三人

は、府中三人衆と呼ばれ、不破光治は龍門寺

城、佐々成政は小丸城、前田利家は府中城に居

城し、協議制で領地内を治めていた。 

 佐々成政の居城であった小丸城跡の土塁北

西隅の乾櫓付近からは、前田利家が行った一

揆討伐の様子が刻まれた丸瓦が発見されてい

る。 

家久遺跡からは、平安時代末から鎌倉時代

初期頃に造られたものと考えられる、礫が積

み上げられて造られた中世墓が発見されてい

る。この墓の中には、中国宋の時代の白磁四耳

壺や黒漆太刀、烏帽子、化粧箱、硯箱など、 

多くの副葬品が残されていた。威儀具や生活用 

具、文具がセットで副葬されることは全国でも 

稀なケースである。 

 

（４） 近世 

関ヶ原の戦いの後、徳川家康の

次男である結城秀康が福井藩主と

なった。家康は福井藩の付家老と

して信頼の厚かった本多富正を任

じ、３万９千石の府中領主とした。     

富正は、府中に入ると直ちに戦国

の戦乱で荒廃していた町の整備に

取り掛かり、まず治水こそが街づ

くりの基盤とし、日野川の氾濫を

鎮めるため日野川堤防の大工事に

取り組んだ。中元井部用水、亀用

水、関用水を整備したことにより、

周辺の村々にも灌漑用水がいきわ

たり、新田開発につながり、米の生

産性も向上した。 

写真１－（８） 小丸城跡出土丸瓦 

     （味真野史跡保存会蔵）  

写真１－（９） 木造 本多富正像 

        （藤垣神社蔵）  
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さらに、古くからあった用水を改修して、町中に引き込み町用水とした。用水

は飲料水、防火、融雪のために使われ、利用に関しては「川筋定法」などの詳細

な禁止事項を示し、水質保全にも力を入れていた。 

府中の町は城を中心として、それを取り巻くように武家屋敷が配され、武士の

生活に必要な物資を供給するために街道沿いに商家が集まっている。そして、さ

らにその外側に寺社が建ち並んでいる。寺社は信仰の地であるとともに、万一敵

に攻められた際に、最初の防御線となるべく大きな敷地を有する場合が多くな

っている。これらのことは、府中の町が城下町として整備されたことを示してい

る。また、富正は打刃物職人を一定区域に集めて産業振興にも取組んでいる。 

このように、富正のまちづくりによって、入封した頃は５００戸であったが、

寛永２年（１６２５）には８８４戸、文化１０年（１８１３）には２，８４９戸

と町が拡大し、富正のまちづくりは現在の武生の町の基礎を作ったといえる。 

 市街地におい

て発掘調査を行

った際には、府

中城に関するも

の、武家屋敷に

関 す る も の な

ど、この頃のも

のが多く発見さ

れている。城に

関 連 す る も の

は、石瓦や石垣、

武家屋敷は井戸

や、柱穴、生活 

道具が発見され、 

当時の生活の様子をうかがうことができる。 

  

（５） 近代 

 明治２年（１８６９）に、これまで使っていた地名である「府中」の名称を、

『催馬楽』「道口」に記される「武生の国府」を典拠に「武生」に改めた。また、

同年の版籍奉還が行われ、福井藩主松平茂昭が福井藩知事に任命され、旧大名は

それぞれ華族、華族以外の武士は士族と改められた。ところが、本多家９代副元

は越前府中２万石の支配権をもった福井藩の筆頭家老であったが、大名ではな

かったため家臣と同格の士族ということになった。 

 そのため、本多家の旧家臣、町民・農民がこれを不服とし、領民の代表が続々

写真１－（１０） 北陸道の町用水と松並木（昭和初期）  
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上京し、明治３年（１８７０）には旧家臣が民部省に訴えた。この旧家臣たちは、

訴えたことで謹慎を命じられ、民部省から福井に送られることとなった。その途

中に、彼らの身柄を奪還しようとした領民たちがたちまち騒動を起こし、役所や

豪商宅を打ちこわしたり、放火したりするなど群衆は暴動化した、いわゆる「武

生騒動」が起こった。騒動によって武生のまちは荒廃したが、徐々にまちの近代

化が進められ、明治７ 年（１８７４）に進脩小学校の建設、明治２９年（１８

９８）に北陸線武生駅の開業、北陸をつなぐ国道の新造、東部の元武家屋敷一帯

に南条郡役所や武生警察署といった官公署の設置など次々と整備されていった。 

 商工業をみると、明治前期は近世からの在来工業が押し寄せる近代化の波の

中、生き残りを図っていった。その中でも、明治７年（１８７４）の府県物産誌

によると敦賀県においては、蚊帳・麻糸類が全国第一位であり、鎌も高い地位に

あったようである。そうした特産品を取引する商人は、近代になると第五十七国

立銀行を創立したり、全国的にも早い段階で有志商人が武生商法会議所を作っ

たりしている。 

 また、明治国家のプランナーとして活躍した渡辺洪基や、近代医学の権威であ

る土肥慶蔵など日本や世界に羽ばたいた逸材を輩出し、南越自由党が結成され

るなど学問や思想面でも先進地域としての役割を担った。 

 

（６） 現代 

 昭和２３年（１９４８）に武生町と神山村が合併し、県内では３番目の市とし

て「武生市」が誕生した。武生市はさらに吉野村、国高村、大虫村、坂口村と次々

に合併し、新しい都市づくりに取り組んだ。昭和２８年（１９５３）になると町

村合併促進法が施行され、昭和２９年（１９５４）に王子保村、北新庄村、北日

野村が合併、昭和３１年（１９５６）に味真野村、昭和３４（１９５９）年に白

山村が合併した。 

 工業では、戦時中の統制経済の下で軍需産業に再編された織物工場の多くは、

当時、衣料品不足の影響で需要が高まり、縫製工業が盛んとなった。また、昭和

２５年（１９５０）に武生市は工場の新増設を奨励するため工場設置奨励条例を

制定し、昭和３４年に福井村田製作所が岡本町に武生工場を新設するなど次々

と工場を誘致していった。その他にも化学工業、紡織工業、製紙、金属工業のほ

かに衣類及び家庭用電気機械器具の工場の進出が著しかった。昭和４８年（１９

７３）には工場数７４７、従業員は１３，１８２人、出荷額は７８６億円となっ

た。 

 また、戦後には観光事業に対する関心が高まり、中でも昭和２７年（１９５２）

から始まった「たけふ菊人形」は現在でも多くの来場者を数える。 

 その後、平成１７ 年には武生市と今立町と合併して越前市が誕生し、令和６ 
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年（２０２４）春には北陸新幹線「越前たけふ駅」が開業する。 
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第２章 越前市の文化財の概要と特徴 

１ 指定等文化財の概要と状況 

  文化財保護法等に基づき、指定・登録・選択されている文化財は、国指定１

１件、福井県指定４６件、越前市指定１９０件、国選択１件、国登録６２件と

なっている。 

 

 

 

 （１）国指定等文化財 

  有形文化財の美術工芸品では、大虫神社の平安時代後期の木造男神坐像２

件と引接寺の鎌倉時代の金銀鍍菊花文散銅水瓶１件の美術工芸品が重要文化

財に指定されている。また建造物では、江戸時代末期の農家である旧谷口家住

宅や、室町時代後期の大型の拝殿である大塩八幡宮拝殿、他に類例のない複雑

な屋根構成をもつ江戸時代後期の大滝神社本殿及び拝殿が重要文化財に指定

されている。 

  無形文化財では、越前五箇地区で製作され中・近世において公文書用紙とし

表２－（１） 指定・選択および登録文化財の内訳（令和４年９月現在） 
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て使用された厚手の楮紙である越前奉書が、平成１２年（２０００）に重要無

形文化財に指定されているほか、平成２９年（２０１７）６月には手漉きの雁

皮紙である越前鳥の子紙が指定された。越前鳥の子紙の保持団体である越前

生漉鳥の子紙保存会は、製法と技術を伝えるため活動を行っている。 

  民俗文化財では、有形民俗文化財として越前和紙の製作用具及び製品２，５

２３点が指定されており、無形民俗文化財としては、日本三大のひとつである

越前万歳が指定されており、越前万歳保存会が伝承・普及活動を行っている。

また、選択無形民俗文化財として粟田部の蓬莱祀が指定されている。 

  名勝には、江戸時代中期の元禄年間に造られた城福寺庭園と、越前和紙の元

締であった三田村氏の庭園である三田村氏庭園が指定されている。 

  また、国登録有形文化財については、武生公会堂や旧警察部庁舎、旧郵便局

等の公共建築のほか、商店、鉄道の車両工場、寺院等の６０件が登録されてい

る。 

  また、登録記念物としては、江戸時代末期のサクラの名所を母体として整備

された花筐公園と、明治から昭和にかけて市川新松が研究のため収集した鉱物

標本類のコレクションの市川鉱物研究室収蔵標本が登録されている。 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        写真２－（１）  

国指定 金銀鍍菊花文散銅水瓶 

           写真２－（２）  

国指定 越前和紙の製作用具および製品 
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（２）県・市指定等文化財 

  建造物では、江戸時代の神社建築である二階堂白山神社本殿および拝殿１

件が県指定文化財となっている。美術工芸品では、仏像彫刻６件のほか、刀や

神輿等の工芸品６件が県指定文化財に指定されている。また、来迎図や絵馬等

の絵画１２件、大般若経等の書跡・典籍３件、歴史資料３件が県指定文化財と

なっている。市指定文化財は、旧府中城表門（正覚寺山門）や五皇神社楼門な

ど１１件が指定されている。 

  無形文化財では、越前和紙・打雲・飛雲・水玉の製法と墨流しなど越前和紙

の技術が県指定文化財になっている。 

  民俗文化財については、有形のものでは大塩八幡宮の鶴亀松竹の算額、無形

のものでは花笠踊、岡太神社・大瀧神社の春祭りが県指定文化財に指定されて

いる。市の無形のものでは、太田新保の七夕行事や粟田部の蓬莱祀など５件が

指定されている。 

  記念物については、茶臼山古墳群、小丸城跡附野々宮廃寺跡、大虫廃寺塔跡

が県史跡に指定されるほか、蓑脇町の時水が県名勝に指定されている。また天

然記念物では、大滝神社の大スギなど６件が県指定文化財となっている。市指

定では、龍門寺城跡や府中馬借街道などが史跡として指定され、味真野のサク

ラや松ケ嶽神社の大モミなど９件が天然記念物として指定されている。 

  なお、市指定文化財については、合併前の旧武生市、旧今立町時代に指定を

受けたものを引き継ぎ、市文化財保護委員による文化財調査等を進め、市文化

財保護委員会での審議を経て、新たな指定を行っている。 

 

   
 

 

（３）埋蔵文化財 

  越前市内には、３００件の周知の埋蔵文化財包蔵地が存在する。遺跡からは、

尖頭器や縄文土器等が出土しており、縄文時代の人々の痕跡をみることがで

きる。弥生時代には、河川の自然堤防上など、やや小高いうえに水回りの良い

平野部に多くの集落跡が確認されている。丘陵地を中心とした地域には、有力

写真２－（３） 県指定 小丸城跡 写真２－（４） 県指定 鶴亀算額 
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者の亡骸を埋蔵施設に葬った古墳が分布するほか、越前国府に関連すると思

われる遺物や、白鳳時代の寺院跡や戦国時代の軍事的な施設跡である城跡や

館跡など、各時代を象徴する種類の遺跡が多く存在する。 

   

 

 

 

 

 

市内の遺跡は、遺跡の性格不明な散布地を除くと、古墳と集落跡が多くを占

めるが、越前国府関連遺跡群から出土した「国大寺」「国寺」などと書かれた

墨書土器など、地方政治の中心となった国府に関連する遺跡や、国府や寺院な

どに供給する土器や瓦を焼く窯業に関連する窯跡群などのモノづくりに関連

する遺跡が、本市の埋蔵文化財の特徴として認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

写真２－（５） 県指定 鴟尾 写真２－（６） 墨書土器「国寺」 
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（４）未指定文化財 

  指定等を受けていない文化財に関しても、これまでに一定の状況把握調査

が行われている。 

  建築・建造物に関する実態把握調査は昭和４０年代から県を中心に断続的

に進められており、近世民家、社寺建築、近代化遺産、歴史的建造物、近代和

風建築について、報告書が刊行されている。 

  古文書及び歴史資料としては、三田村家・大瀧神社歴史資料調査や市史編さ

ん室による古文書調査が実施されている。その他、古道や祭礼、民俗芸能関係

の文化財についても、福井県による調査が行われている。また、平成２８ 

 

 

 

 

年に市により刊行された『文化財からみる 越前市の歴史文化図鑑』の作成の

際に、未指定文化財を含む市内の文化財の悉皆調査を行っている。 

  民具資料については、旧市町から引き継がれた資料が市内収蔵庫に保管さ

れている。これらの民具資料は、本市の風土が作り出した暮らし、その地で行

われてきた生業、古くから伝わる風習や先人の知恵を伝える貴重な文化財で

表２－（２） 未指定の内訳（令和４年９月現在） 
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ある。市所有の民具については、一部を除いて台帳を作成し、管理している。 

  また、越前和紙、越前打刃物、越前箪笥の伝統的工芸品を含むモノづくり産

業、渡辺洪基や土肥慶蔵など日本や世界に羽ばたいた郷土の先人、大正から昭

和初期に建てられた建造物が多く残る旧武生市街地や越前和紙業者が軒を並

べる越前五箇等の街並み等も越前市の自然・風土と共に受け継がれてきた特

徴的な文化財であるといえる。 

  なお、『文化財からみる 越前市の歴史文化図鑑』刊行の際の悉皆調査等を

含む、これまでの調査や自治体史等の記載や計画作成に当たり、事前に行った

調査により８９２件（令和４年９月現在）の未指定文化財を把握した。 

  種別ごとの概要について、以下のとおりである。 

  建造物は、市内全域に確認で未指定文化財の内で一番多く確認された。近代の建造物が

多く見られる。特に武生市街地では、通り中心に民家、商家、寺院、神社などの建築物が

多く見られる。また住宅建物のほか、記念碑や顕彰碑などの石造物も多く存在している。 

  美術工芸品については、武生市街地の特徴である寺院や、神社が多く立地する特徴から、

寺院に伝わる絵画や彫刻、古文書などが数多く存在する。 

  無形民俗文化財では、伝承や慣習、祭りが多く、市街地よりも郊外で数多く存在してい

るのが特徴である。 

 

２ 文化財の特徴 

  市域には、山と里の信仰や伝承が培った文化財や、越前国府や府中城下町に

育まれた文化財、モノづくりに関連する特徴的な文化財が多数存在する。 

  有形文化財の指定は彫刻が最も多く、国・県・市の指定件数を合わせると８

９件もあり、とくに平安時代の仏像が数多く残されている。これは、古代に越

前国府が置かれ、その周辺では奈良・平安時代に多くの寺院が創建されたから

であろう。なかでも日野山山麓や五箇をはじめとする山や里に多く残され、寺

ではなく、神社に祀られている。これらは神と仏が同体と考える神仏習合のあ

らわれであり、市内の文化財の特徴であるといえる。 

  旧武生市街地には、「国寺」や「国大寺」といった墨書土器など越前国府関

連の古代の遺物が出土している。また、藤垣神社の県指定文化財・千鳥図六曲

屏風など近世の府中を治めた本多家ゆかりの資料も数多く伝来している。こ

うした、地方政治の中心で人々の集い住む町なかで育まれた文化財が残され

ている。 

  また市内では、県指定文化財である王子保窯跡群から出土した鴟尾をはじ

め土器や瓦が多数出土されており、古代からモノづくりが盛んな地域であっ

た。今日の伝統的工芸品である越前和紙・越前打刃物・越前箪笥に関連する文

33



化財も数多く残っており、国指定有形民俗文化財である越前和紙の製作用具

及び製品など、長く守られてきた道具や技術が今もなお伝えられている。 
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第３章 越前市の歴史文化の特徴 

 
 越前市には、古代に起源をもつ伝承がいくつか残り、地域で大切に語り継がれ

ている。特に味真野地区に残る万葉集や花筐地区に残る継体天皇に纏わる伝承

から派生した文化が広がり、地域の人々によって守り継がれている。 

また、武生地区には古代から集落や寺院、そして越前国府が整備されてきた。

越前国府が越前国の玄関口として、都から人やモノ、文化が流入し、独自の文化

が育まれ、政治、経済、文化の中心地として発展したことは、近隣での焼物や和

紙の生産が盛んになるなど、周辺にも大きな影響を与えている。 

本計画では、越前市の歴史文化の特徴を、「山と里の信仰や伝承が培った歴史

文化」、「越前国府や府中城下町に育まれた歴史文化」、「モノづくりや祭りなどの

人々の営みにまつわる歴史文化」の３点とする。この特徴を反映した越前市域の

文化財は、千数百年の長きにわたり脈々と受け継がれたものであるため、我々は

未来にわたって継承していかなければならない。 

 

１ 山と里の信仰や伝承が培った歴史文化 

 味真野地区や花筐地区には、万

葉集や継体天皇に関する伝承や

それにまつわる史跡が多く残さ

れている。味真野地区に残る伝承

は、中臣宅守が女官の狭野弟上娘

子との密通により、宅守が当時、

近流の地であった味真野に流さ

れた。奈良の都と味真野に引き離

された二人の間ではいくつもの

恋の唄が交わされている。都との

交流があったことにより、都か 

ら人やモノなどが流入すること

で、越前国の文化に大きな影響を

与えている。 

  これらの古くから残る伝承に

基づき、伝承の残る地域では史跡

や神社、祭りが継承され、地域の

人のアイデンティティともなっ

写真３―（１） 越前万歳 

写真３－（２） 粟田部の蓬莱祀 
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ている。 

越前市の南方に位置する日野山

は、越前富士とも呼ばれ、市民はもと

より周辺地域の人々に親しまれ、シ

ンボルともなっている。古くから神

が座す山として信仰されており、平

安時代後半には麓の社寺に本地仏が

祀られ、現在でも多くの文化財が伝

えられている。 

また、火伏の神としても信仰され、 

周辺には遥拝所が設けられている。 

炎を扱う越前打刃物の職人の間でも信仰の対象として崇められている。 

集落や人里近くにある里山は、古くから地域の人々の生活に不可欠なものと

して、人の手が加わり続けてきた。村国山や三里山などをはじめとする多くの里

山には、寺院や神社、古墳、城跡など様々な文化財が存在する。 

地域を治めた首長の墓である古墳や、戦国時代の山城、地域の信仰の対象とも

なっている社寺や巨木など、人々の生活に密接に関わっている様々な文化財が、

息づいている。 

 

２ 越前国府や府中城下町に育まれた歴史文化 

「武生」の地名は、８世紀末

から９世紀初めに成立した古代

歌謡「催馬楽」に見られる「太

介不」に由来している。明治２

年（１８６９）に明治政府から

の命令により、それまでの「府

中」から「武生」に改称された

ものである。 

市街地に、古代に越前国府が

置かれて以来、武生は政治・経

済・文化の中心として発展して

きた。長徳２年（９９６）には、 

越前国守として藤原為時が赴任し、娘である紫式部もともに訪れている。紫式部

の生涯で都を離れ生活を送ったのは、越前だけである。この時の経験が、後の「源

写真３－（３） 日野山 

写真３－（４） 紫式部公園の紫式部像 
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氏物語」執筆に大きな影響を

与えたともいわれている。 

越前国の中心として発展

してきた国府周辺は、中世に

は府中と呼ばれた。現在の町

の原型は既に出来上がって

いた。国の中心で交通の要衝

であったため、幾度となく戦

いが繰り広げられた。その

後、江戸時代初期に府中領主

として府中城に入った本多

富正が本格的な整備を行い、

町の中心を北陸道が貫き、越

前国内の各地域と結ぶ道が

放射状に造られ、それを介

し、周辺から人や情報が集ま

り、経済と文化が活況を呈し

た。 

以上のように、古代には越

前国府として、中世には府中

として、長く越前国の政治・

経済・文化の中心であったこ

とにより、北陸道に沿って町

が形成され、都から人やモ

ノ、文化などが流入する越前

の道の口として繁栄した。国

府の文化として根付き、現在

では、市民の誇りとなり、歴 

史文化を受け継ぐ力の原動力 

となっている。 

 

 

 

 

 

 

写真３－（５） 正徳元年府中図（１７１１年） 
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３ モノづくりや祭りなどの人々の営みにまつわる歴史文化 

古代の越前国府周辺では、土器

や瓦を焼く窯業が盛んであった。

ただそれは、国庁や郡家といった

行政主導のモノ作りで、畿内と似

たものを作る指向が強く、瓦は個

別の寺や役所の建物を葺くため

に作られ、土器は今の丹南地域が

主たる供給先であった。 

地元の特産品作りが日本各地

で一般化するのは、平安時代後期

以降のことで、それらは商品とし 

て列島規模で広域に流通した。越前国では、越前焼がその早い例で、１２世紀後

半には開始されている。五箇の越前和紙も、おそらく同じ頃には高級な料紙とし

て知られていたと思われる。 

今日の越前市域には、経済産業大臣が指定する伝統的工芸品として、越前打刃

物、越前和紙、越前箪笥の３件が集中している。打刃物と箪笥の前身の指物も、

江戸時代前期には始まっており、いずれも近世・近代の資料の調査研究が進めら

れ、和紙の製作用具と製品については、国の重要有形民俗文化財となった。 

そのほか、越前市域を代表する

モノづくりで越前釜と赤瓦があ

る。作品はかろうじて残されてい

るが、残念なことに制作技術が既

に途絶えている。 

国府や府中として、長く越前国

の中心であったことが、モノづく

り分野の発展を促したと考えら

れる。 

  

 

 

写真３－（６） 王子保窯跡

写真３－（７） 越前和紙の里 五箇の町並み 
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第４章 関連文化財群に関する事項 

１ 関連文化財群 

 関連文化財群とは、指定・未指定を問わず多種多様な有形・無形の文化財

を、歴史的・文化的・地域的な関連性やテーマに基づいて、一定のまとまりと

して捉えたものである。まとまりをもって扱うことで、未指定文化財について

も構成要素としての価値づけが可能となる。関連文化財群を設定することによ

り、市域の歴史や文化の魅力や文化財の価値を市民や来訪者に分かりやすく伝

えるとともに、様々な分野や立場の人が連携することが期待される。 

 

２ 関連文化財群設定の考え方 

 越前市においては、次の点に留意し、関連文化財群を設定する。 

① 越前市の歴史文化の特徴をすくいとり、物語を紡ぎだし、その魅力を次世

代へ伝えるものとする。 

② 指定文化財と未指定文化財を含む文化財で構成する。 

③ 地域活性化の課題や状況を考慮し、市民等が共感でき、歴史文化を礎にし

たまちづくり活動につながる内容・構成とする。 

④ 核となる関連施設（博物館等）や歴史文化に関わるイベントなども含めて、

多彩な取組みへの展開を見据えた構成とする。 

⑤ 市民や団体による活動と接点を持ち、そこに生活する市民の実感に近い文

化財を含むものとする。 

⑥ 市外からの来訪者にアピールでき、市内観光等のための回遊性の向上につ

ながる内容・構成とする。 
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３ 越前市の関連文化財群 

  前項の考え方を踏まえ、越前市の関連文化財群は以下のとおり設定する。 

 

 関連文化財群１ 万葉集の舞台 味真野 

     関連文化財群２ はながたみ 継体大王伝説 

     関連文化財群３ 日野山への信仰 

     関連文化財群４ 里山が育んだ文化財 

     関連文化財群５ たけふの誇り 越前国府と府中城下町 

     関連文化財群６ モノづくりのＤＮＡが息づく越前市 

     関連文化財群７ 神と紙の里 五箇 

     関連文化財群８ 祭りと民俗芸能 
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図４－（１） 関連文化財群範囲図 
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関連文化財群 1 

山と里の信仰や伝承が培った歴史文化 

「万葉集の舞台 味真野」 

 

  本市の東部に位置する味真野地区は、鞍谷川と文室川によって形成された

扇状地である。このため、地区内には湧水地が点在し、豊な水資源をもとに古

くから人々が住んでいた痕跡がみられる。小丸城跡からは縄文土器、応信寺遺

跡からは祭祀に用いられたと考えられる弥生時代の磨製石剣が出土している。

また、古墳時代後期には南小山町・北小山町地籍の尾根筋に小山古墳群、大山

咋神社境内には横穴式古墳の群集墳である宮谷横穴群が確認されており、味

真野地区は早くから開拓されていた場所であった。 

  ７世紀後半になると、野々宮廃寺が建立された。ここでは、高度の製作技術

を要する 仏や、奈良の山田寺と川原寺の瓦の系譜を引く軒丸瓦が出土して

おり、有力な豪族が氏寺として創建したと考えられる。 

  また、奈良時代になると味真野地区は近流の流刑地とされた。天平年間には、

中臣宅守が宮中に仕える下級女官の狭野弟上娘子との密通が発覚し、宅守は

味真野の地に流された。そこで、奈良の都と味真野に引き離された二人の間で

恋しい思いを伝え合うため「味真野に宿れる君が帰り来む時の迎へを何時と

か待たむ」などの歌を互いに贈答しあった。それらの相聞歌６３首が『万葉集』

に残されている。 

  室町時代から安土桃山時代になると、味真野地区を含む本市の東南部には、

大規模な館や山城が築かれるようになる。平地の方形居館で背後の武衛山城

と関連する遺跡である鞍谷館跡は、越前斯波氏一族の有力者の居館跡である

とされ、この周辺は地域的に重要な拠点であった。 

  戦国時代になると、織田信長は朝倉氏を滅ぼし、一向一揆を制圧した。また、

北ノ庄城主として越前支配に当たった柴田勝家の目付として、府中三人衆（不

破光治、佐々成政、前田利家）に府中近辺二郡を与えた。府中に通ずる府中道

と一乗谷に通ずる朝倉街道の交差する交通の要所であるこの味真野地区には、

佐々成政が小丸城を築城し居城とした。 

  佐々成政が富山に移封後の江戸時代初頭、真宗出雲路派本山の毫摂寺が清

水頭町に移転して広大な伽藍を構え、味真野地区は城下町から本山の門前町

に移り変わっていった。 

  このように『万葉集』の舞台にもなった味真野地区は、時代が移り変わって

も本市の東部の拠点として城下町や門前町として栄え、多くの文化財を守り

伝えてきたのである。 
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対象地区：味真野地区 

 

表４―（１）構成文化財一覧 

番

号 
名称 文化財種別 

指定 

区分 
所在地 管理者   

1 旧谷口家住宅 建造物 国 余川町 越前市 

2 越前万歳 無形民俗文化財 国 味真野町 越前萬歳保存会 

3 城福寺庭園 名勝 国 五分市町 城福寺 

4 木造 千手観音菩薩立像 彫刻 県 余川町 神明神社 

5 小丸城跡（附野々宮廃寺跡） 史跡 県 五分市町 越前市 

6 時水 名勝 県 蓑脇町 蓑脇町 

7 白山神社のバラ大杉 天然記念物 県 中居町 白山神社 

8 五皇神社楼門 建造物 市 文室町 五皇神社 

9 絹本著色 光明号本尊 絵画 市 清水頭町 毫摂寺 

10 木造 聖観音菩薩坐像 彫刻 市 池泉町 味真野神社 

11 木造 薬師如来坐像 彫刻 市 蓑脇町 鞍谷神社 

12 木造 四天王立像 彫刻 市 入谷町 鵜甘神社 

13 木造 千手観音菩薩立像 彫刻 市 池泉町 安泰寺 

14 木造 四天王立像 彫刻 市 池泉町 安泰寺 

図４－（２） 関連文化財群１範囲図 
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15 木造 天部立像 彫刻 市 蓑脇町 鞍谷神社 

16 木造 天部立像 彫刻 市 中居町 白山神社 

17 木造 聖観音菩薩立像 彫刻 市 領家町 八幡神社 

18 木造 如意輪観音坐像 彫刻 市 文室町 正高寺 

19 鰐口 工芸 市 
萱谷町 

蓬莱町 

積善寺 

武生公会堂記念館 

20 竹梅文真形釜 工芸 市 五分市町 弘願寺 

21 野々宮廃寺出土せん仏片 考古 市 
味真野町 

蓬莱町 

味真野史跡保存会 

武生公会堂記念館 

22 小丸城跡出土瓦 一括 考古 市 
味真野町 

蓬莱町 

味真野史跡保存会 

武生公会堂記念館 

23 鞍谷御所跡 史跡 市 池泉町 味真野神社 

24 城福寺のヒイラギ 天然記念物 市 五分市町 城福寺 

25 味真野のサクラ 天然記念物 市 池泉町 味真野小学校 

26 池泉のエドヒガン 天然記念物 市 池泉町 個人 
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関連文化財群２ 

山と里の信仰や伝承が培った歴史文化 

「はながたみ 継体天皇伝説」 

 

 本市東部に位置する花筐地区、味真野地区には、７世紀初頭に即位したとされ

る継体天皇にまつわる伝承が多く残されている。江戸末期以降の国学の発展に

より、地域に眠っていた伝承や伝説を掘り起こしたことにより、今なお、地域の

人々により大切に語り継がれている。 

伝承が残る花筐地区の「花筐（かきょう）」の名前の由来は、室町時代に世阿

弥が継体天皇と照日の前を描いた謡曲「花筐（はながたみ）」があり、ここから

地区名が名付けられている。地区には、毎年２月１１日に開催される継体天皇が

樟葉宮（大阪府枚方市）で即位したことを祝って始められたという蓬莱祀や１０

月１２、１３日に開催される迹王の餅（堂の餅）、継体天皇の２人の皇子である

後の安閑、宣化天皇が生まれた際、産湯を汲んだといわれる皇子が池、継体天皇

が都に上るとき形見として残したとされる薄墨サクラなど、数々の伝承を持つ

文化財が残されている。また、花筐地区には国登録記念物の「花筐公園」や継体

大王と照日の前が出逢った場所を顕彰し造成された佐山姫公園、白山を開いた

泰澄が開山したと伝えられる天台真盛宗の古刹粟生寺があり、地区の歴史的シ

ンボルともなっている。 

一方、味真野地区には、毎年元旦に初舞を実施し国重要無形民俗文化財に指定

されている越前万歳は、継体天皇の馬が病気になったときに、宇津保の舞を舞っ

たところ、回復したという伝承が残っている。文室町の照日の前の念持仏や継体

大王が学問所として開いたとされる五皇神社、味真野神社には、継体天皇が祭神

として祀られている。また、上真柄町には、安閑天皇が誕生した地と伝えられ、

大王が月見の際に腰かけたとされる月見石がある勾の里がある。 

 

※群名の「はながたみ」のひらがな表記としてことは、越前市においては「花

筐」は「かきょう」または「はながたみ」の両方が通用し混乱をさけるため、

ひらがな表記とした。 
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対象地区：花筐、味真野地区 

 

表４―（２）構成文化財一覧（№21 以降は再掲） 

番号 名称 文化財種別 
指定 

区分 
所在地 管理者   

1 粟田部の蓬莱祀 
無形民俗文

化財 

国選

択 
粟田部町 蓬莱祀保存会 

2 絹本著色 阿弥陀三尊来迎図 絵画 県 粟田部町 粟生寺 

3 粟田部の薄墨サクラ 天然記念物 県 池泉町 越前市 

4 

山田家石廟及び石殿附 石板浮彫仏

像一枚(石廟)・木造荼枳尼天像一躯

(石殿)・石柵付基壇一基 

建造物 市 粟田部町 個人 

5 絹本著色 仏涅槃図 絵画 市 粟田部町 粟生寺 

6 絹本著色 山越阿弥陀図 絵画 市 粟田部町 粟生寺 

7 絹本著色 方便法身尊像 絵画 市 粟田部町 粟生寺 

8 絹本著色 阿弥陀三尊来迎図 絵画 市 粟田部町 粟生寺 

9 絹本著色 十二天曼荼羅図 絵画 市 粟田部町 粟生寺 

10 絹本著色 阿弥陀三尊来迎図 絵画 市 粟田部町 個人 

図４－（３） 関連文化財群２範囲図 
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11 木造 十一面観音菩薩立像 彫刻 市 西樫尾町 荒樫神社 

12 木造 十一面観音菩薩立像   市 西樫尾町 荒樫神社 

13 木造 泰澄大師坐像 彫刻 市 西樫尾町 荒樫神社 

14 木造 地蔵菩薩立像 彫刻 市 粟田部町 個人 

15 木造 毘沙門天立像 彫刻 市 粟田部町 個人 

16 木造 聖観音菩薩立像 彫刻 市 粟田部町 岡太神社 

17 粟田部の「お 祀」 
無形民俗文

化財 

市・

国選

択 

粟田部町 お莱祀保存会 

18 堂の餅 附 関連資料 18点 
無形民俗文

化財 
市 粟田部町 

岡太神社堂の講、宮

の講 

19 寿屋対碧亭 
登録有形文

化財 

国登

録 
粟田部町 個人 

20 花筐公園 登録記念物 国登

録 

粟田部町 越前市 

21 旧谷口家住宅 建造物 国 余川町 越前市 

22 越前万歳 
無形民俗文

化財 
国 味真野町 越前萬歳保存会 

23 城福寺庭園 名勝 国 五分市町 城福寺 

24 木造 千手観音菩薩立像 彫刻 県 余川町 神明神社 

25 小丸城跡（附野々宮廃寺跡） 史跡 県 五分市町 越前市 

26 時水 名勝 県 蓑脇町 蓑脇町 

27 白山神社のバラ大杉 天然記念物 県 中居町 白山神社 

28 五皇神社楼門 建造物 市 文室町 五皇神社 

29 絹本著色 光明号本尊 絵画 市 清水頭町 毫摂寺 

30 木造 聖観音菩薩坐像 彫刻 市 池泉町 味真野神社 

31 木造 薬師如来坐像 彫刻 市 蓑脇町 鞍谷神社 

32 木造 四天王立像 彫刻 市 入谷町 鵜甘神社 

33 木造 千手観音菩薩立像 彫刻 市 池泉町 安泰寺 

34 木造 四天王立像 彫刻 市 池泉町 安泰寺 

35 木造 天部立像 彫刻 市 蓑脇町 鞍谷神社 

36 木造 天部立像 彫刻 市 中居町 白山神社 

37 木造 聖観音菩薩立像 彫刻 市 領家町 八幡神社 

38 木造 如意輪観音坐像 彫刻 市 文室町 正高寺 
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39 鰐口 工芸 市 
萱谷町 

蓬莱町 

積善寺 

武生公会堂記念館 

40 竹梅文真形釜 工芸 市 五分市町 弘願寺 

41 野々宮廃寺出土せん仏片 考古 市 
味真野町 

蓬莱町 

味真野史跡保存会 

武生公会堂記念館 

42 小丸城跡出土瓦 一括 考古 市 
味真野町 

蓬莱町 

味真野史跡保存会 

武生公会堂記念館 

43 鞍谷御所跡 史跡 市 池泉町 味真野神社 

44 城福寺のヒイラギ 天然記念物 市 五分市町 城福寺 

45 味真野のサクラ 天然記念物 市 池泉町 味真野小学校 

46 池泉のエドヒガン 天然記念物 市 池泉町 個人 
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関連文化財群３ 

山と里の信仰や伝承が培った歴史文化 

「日野山への信仰」 

   

本市の南方に位置する日野山は、越前富士とも呼ばれる標高７９５メートル

の山である。古代から神が座すと信じられた霊山で、紫式部も「ここにかく 日

野の杉むら埋む雪 おしほの松にけふやまがへる」と日野の名を使った歌を詠

んでいる。 

  麓の社寺には「木造 伝薬師如来坐像」（県指定 一ノ宮神社所蔵）や「木

造 聖観音菩薩立像」（県指定 二ノ宮神社所蔵）など、平安時代に遡る多く

の仏像が現在まで伝えられている。 

中世に日野山の神は、日野山三所権現と称された。火伏せの神として、信仰

の裾野が拡がり、山頂には奥宮、麓の村々に遥拝所や下宮が設けられ、さらに

周囲には石灯籠が建てられた。現在でも毎年８月２３日に行われる御嶽講は、

下宮で神楽を奉納し、夜を徹して山頂へ向かい、御来光を拝んで下山する行事

が行われている。 

  日野山北側の中腹の尾根上の大寺跡と呼ばれる寺院跡には、僧侶の供養塔

と思われる鎌倉時代後期から南北朝時代の「五輪塔板碑」（市指定）が残され

ている。 

  また、日野山の西方には、掘立柱建物跡や竪穴など多数の遺構と須恵器・土

師器が出土した古代の大塩向山遺跡が立地する。この遺跡で注目されるのは、

水瓶や香炉、灯明皿、密教用具の六器とみられる小 などの仏器形の土器が出

土されていることである。ここで、日野山を遥拝し、神仏に対して何らかの儀

式を行っていた可能性が高く、古代から信仰の対象であったことがわかる。 

さらにその南方の山腹には、寛平３年（８９１）に勧請したと伝えられ、武

家の崇敬を集めた大塩八幡宮が位置している。大塩八幡宮には室町時代末期の

建立と推定される「拝殿」（国指定）や、「伝本多富正奉納鞍」（県指定）、「鶴

亀松竹の算額」（県指定）など多くの文化財を有している。 
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対象地区：王子保、北日野、味真野、東、西、南、花筐地区 

 

表４―（３）構成文化財一覧 

番号 名称 文化財種別 指定

区分 

所在地 管理者 

1 大塩八幡宮拝殿 建造物 国 国兼町 大塩八幡宮 

2 木造 聖観音菩薩立像 彫刻 県 荒谷町 荒谷町二の宮神社 

3 木造 伝薬師如来坐像 彫刻 県 西谷町 西谷町一の宮神社 

4 伝本多富正奉納鞍（梅鉢葡萄

蒔絵鞍１背・巴文螺鈿鞍１背・

張良図蒔絵鞍１背）  

工芸品 県 国兼町 大塩八幡宮 

5 梵鐘 工芸品 県 国兼町 大塩八幡宮 

6 王子保窯跡群出土鴟尾 考古 県 蓬莱町 越前市 

7 鶴亀松竹の算額 有形民俗文

化財 

県 国兼町 大塩八幡宮 

8 木造 櫛磐窓命坐像 

木造 豊磐窓命坐像 

彫刻 市 国兼町 大塩八幡宮 

9 木造 阿弥陀如来坐像 彫刻 市 中平吹町 日野山十五社 

図４－（４） 関連文化財群３範囲図 
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10 木造 大日如来坐像 彫刻 市 中平吹町 日野山十五社 

11 木造 昌庵こうほう坐像 彫刻 市 春日野町 盛景寺 

12 木造 阿弥陀如来坐像 彫刻 市 岩内町 日野山三宮神社観

音堂 

13 木造 十一面観音立像  彫刻 市 岩内町 日野山三宮神社観

音堂 

14 刀 銘 有国  工芸 市 中平吹町 

蓬莱町 

日野神社 

武生公会堂記念館 

15 開山塔・五輪塔板碑  考古 市 荒谷町 荒谷町 

16 大塩八幡宮奉納絵馬  有形民俗文

化財 

市 国兼町 大塩八幡宮 

17 向新保町の護岸築堤関係資料 歴史資料 市 向新保町 向新保町 

18 日野神社の古代神楽 無形民俗文

化財 

市 中平吹町 日野神社 
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関連文化財群４ 

山と里の信仰や伝承が培った歴史文化 

「里山が育んだ文化財」 

 

越前盆地内に点在する村国山や三里山、茶臼山、愛宕山、岩内山、岡本山など

の独立丘陵が存在する。これらの里山は、古くから周辺集落の人々の生活の場の

一部の場であったため、古墳や神社や寺院、山城、樹木などの文化財が存在して

いる。 

古墳については、古墳時代前期（３～４世紀）の古墳は、亀ノ子山一号墳（定

友町）、船山一号墳（北山町）、愛宕山里山９号墳（片屋町、氷坂町）などの前方

後円墳と、岩内山２０号墳（岩内町）の前方後方墳、松明山２号墳（東庄境町）

の方墳がある。 

古墳時代中期（５世紀）の古墳としては、村国山山頂古墳（村国町）、岡本山

１号墳（岡本町）、愛宕山里山１号墳（片屋町、氷坂町）がある。この時期の特

徴として中期後半の首長墓が高い山頂を志向していた傾向がみられる。 

後期古墳（６世紀）の古墳としては、茶臼山古墳群馬塚支群（広瀬町）と村国

山古墳群大屋支群（大屋町）の穴地蔵古墳が挙げられる。穴地蔵古墳は、大屋支

群の中で最大のもので、現在、石室の天井石が露出し、石舞台の趣を呈している。

古墳の形は、丘陵に残る周溝の痕跡から、方墳と考えられる。後期後半の方墳と

しては、越前南部で最大規模かつ最後の首長墓である。また、石室の奥壁には、

地蔵菩薩立像が線刻されているため、穴地蔵と呼ばれている。これは、銘文から

室町時代末期に刻まれたものであることがわかる。 

古墳のほか、里山や麓には古代・中世に遡る寺社が営まれた。大滝寺（大滝町）

や三十八社遺跡（国中町）、旧帆山寺（帆山町）がそれで、一部には坊院が形成

されていた。これら里山山麓に残る古代・中世の仏像や神像がそれを如実に示し

ている。 

また、里山には山の形を利用し築かれた山城が見られる。主に室町時代から安

土桃山時代に造られた館跡や山城跡が残されている。愛宕山には、三日延城跡、

村国山には村国山城跡、帆山城跡、池泉町の鞍谷館跡、大滝町の大瀧神社奥の院

周辺の大瀧城跡、妙法寺山には妙法寺山城などの多くの城跡が見られる。 

また、里山には地域の人々により親しまれてきた、数々の天然記念物が見られ

る。大瀧神社にはゼンマイサクラ（エドヒガン）や大スギ、ブナ林の社叢、味真

野小学校のサクラ、粟田部の薄墨サクラ、杉尾の大スギなどが見られ、中には御

神木として崇められているものもある。 
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対象地区：南中山、花筐、服間、北新庄、岡本、南、神山、吉野、国高、大虫、 

王子保、坂口、白山地区 

 
表４―（４）構成文化財一覧 

番

号 
名称 文化財種別 指定区分 所在地 管理者 

1 紙本著色 源氏物語六曲屏風 絵画 県 新堂町 永林寺 福井県

立美術館 

2 明光寺のオオイチョウ 天然記念物 県 西庄境町 明光寺 

3 絹本著色 地蔵十王図 絵画 県 蓬莱町 
 

永泉寺 武生公

会堂記念館 

4 二階堂白山神社本殿及び拝殿 建造物 県 二階堂町 白山神社 

5 大般若経 568 帖（附 経箱 60 帙 

経櫃 3合） 

典籍 県 二階堂町 白山神社 

6 木造 十王像 彫刻 県 朽飯町 八幡神社 

7 木造 十一面観音菩薩立像 彫刻 県 東庄境町 東庄境町 

図４－（５） 関連文化財群４範囲図 
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8 黒漆八角神輿 工芸品 県 朽飯町 八幡神社 

9 版本 大般若経 典籍 県 朽飯町 八幡神社 

10 松明山２号墳出土遺物（家屋人物獣

文鏡 1 面）(管玉 106 個 扁平小

型勾玉 18 個）（  1 本） 

考古 県 定友町 

蓬莱町 

松明山 武生公

会堂記念館 

11 花笠踊 無形民俗文化

財 

県 柳元町 花笠踊保存会 

12 茶臼山古墳群 史跡 県 沢・岡本・千

福町･広瀬 

越前市 

13 銅鰐口 永正九年銘 工芸 市 広瀬町 雷神社 

14 府中馬借街道  史跡 市 当ケ峰、下

中津原、中

山町 

当ケ峰、下中津

原、中山町 

15 紙本著色 源氏物語図屏風 絵画 市 京町 個人 

16 紙本著色 山越阿弥陀図 絵画 市 横市町 玉宝寺 

17 大屋町の宮座 無形民俗文化

財 

市 大屋町 大屋町 

18 穴地蔵古墳 史跡 市 大屋町 大屋町 

19 白山神社のサカキ  天然記念物 市 大屋町 白山神社 

20 木造 薬師如来坐像 彫刻 市 下中津原町 神明神社 

21 石造 狛犬 彫刻 市 中津原町 住吉神社 

22 少林寺文書 書跡 市 中津原町 少林寺 

23 府中馬借街道 制札及び関連文書・

記録 

歴史資料 市 湯谷町 個人 

24 酒列神社のアカガシ 天然記念物 市 米口町 酒列神社 

25 天保救荒碑 歴史資料 市 本保町 本保町 

26 石造 無縫塔   建造物 市 土山町 願成寺 

27 石造 宝篋印塔 建造物 市 土山町 願成寺 

28 光明山経塚出土品 考古 市 安養寺町 

蓬莱町 

安養寺町 

武生公会堂記念

館 

29 敬覚寺のイチョウ 天然記念物 市 下黒川町 敬覚寺 

30 木造 聖観音菩薩立像 彫刻 市 領家町 領家八幡神社 

31 木造 聖観音菩薩立像 彫刻 市 室谷町 水間神社 
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32 能面 鷹 彫刻 市 朽飯町 八幡神社 

33 木造 阿弥陀如来坐像 彫刻 市 朽飯町 八幡神社 

34 木造 十一面観音菩薩立像 彫刻 市 朽飯町 八幡神社 

35 木造 地蔵菩薩立像 彫刻 市 室谷町 水間神社 

36 松明山３号墳出土品 一括 考古 市 蓬莱町 武生公会堂記念

館 

37 陣ノ 6号墳出土品 一括 考古 市 朽飯町 八幡神社 

38 朽飯経塚出土品 一括 考古 市 朽飯町 八幡神社 

39 松ケ嶽神社の大モミ 天然記念物 市 柳元町 松ケ嶽神社 

40 木造 女神坐像 彫刻 市 南中町 須波阿津疑神社 

41 家久遺跡中世墓出土品 一括  

附 2 件（太刀･短刀片一括及び漆製

品塗膜片一括）  

考古 市 蓬莱町 武生公会堂記念

館 

42 家久遺跡中世墓礫槨一基 

附 礫槨の礫一括  

考古 市 藤木町 越前市 

43 吉野神社奉納絵馬  有形民俗文化

財 

市 本保町 吉野神社 

44 押出阿弥陀三尊及び比丘形像 工芸 市 京町 正覚寺 

45 石造 層塔 建造物 市 国中町 国中神社 

46 絹本著色 方便法身尊像 絵画 市 新堂町 永林寺 

47 木造 十一面観音菩薩立像 彫刻 市 山室町 山室白山神社 

48 能面 飛出（三光飛出） 彫刻 市 西庄境町 個人 

49 木造 地蔵菩薩立像 彫刻 市 朽飯町 八幡神社 

50 木造 地蔵菩薩立像 彫刻 市 朽飯町 八幡神社 

51 市川鉱物研究室収蔵標本 動物、植物及び

地質鉱物 

国登録 中新庄町 

 

52 馬場家住宅主屋 建築物 

住宅 

国登録 広瀬町 個人 

53 馬場家住宅土蔵 建築物 

住宅 

国登録 広瀬町 個人 

54 馬場家住宅長屋門 建築物 

住宅 

国登録 広瀬町 個人 

55 小泉家住宅主屋 建築物 

住宅 

国登録 二階堂町 個人 
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関連文化財群５ 

越前国府や府中城下町に育まれた歴史文化 

「たけふの誇り 越前国府と府中城下町」 

 

「武生」の地名は、８世紀末から９世紀初めに成立した古代歌謡「催馬楽」に

ある「太介不」に由来し、明治２年（１８６９）に「府中」から「武生」に改称

された。そのルーツは７～８世紀頃の古代に遡る。中央より国司が派遣され、越

前国の統治が行われていた。国司が滞在し執務を行う場所は国衙と呼ばれ、現在

の県庁のような役割を担っていた。国衙が越前市に存在した根拠は、文献資料等

や今なお市内に存在する総社大神宮や国分寺、御霊神社が挙げられる。詳細な位

置については、これまでの学識者の研究により、市街地であることは一致してお

り、これに基づき平成８年から越前国府確認発掘調査を行っているが、未だ場所

の特定にはつながっていない。 

 越前国府には、長徳２年（９９６）に藤原為時が国司として赴任している。こ

の時、為時の娘である紫式部も訪れ、式部の人生で唯一都を離れて滞在した越前

での生活は、後の「源氏物語」の執筆に、大きな影響を与えたといわれている。 

越前国の中心として発展してきた国府周辺は、中世には府中と呼ばれるよう

になった。北陸道に沿って寺社を含む都市が形成された。都から北陸布教に訪れ

た様々な宗派の僧侶が拠点を置き、室町後期には多くの寺社が軒を連ねた。 

様々な面において重要な都市であったことから、源平合戦や南北朝の争乱、一

向一揆、織田信長の府中攻めなど、たびたび戦の舞台となった。暦応元年(１３

３８)南北朝の新田義貞軍と北朝方の越前国守斯波高経軍が戦った「日野川の戦

い」では、府中は戦場となった。天正３年（１５７５）の織田信長の一向一揆討

伐の際、羽柴軍と明智軍に命じ河野浦から龍門寺城へ攻め込み落城させ、信長の

本隊は木の芽峠より一揆勢を攻め、越前国内の一揆勢を一掃した。この時の府中

について、信長から家臣で京都所司代村井長門守貞勝に宛てた手紙に「府中の町

は死がい計りにて一円あき所なく候」と記されており、凄まじい状況であったこ

とが分かる。この後、信長は、有力家臣の中から、府中周辺二郡に不破光治、佐々

成政、前田利家を北ノ庄城主柴田勝家の目付として配した。俗にいう府中三人衆

と呼ばれ、前田利家は府中城を、不破光治は龍門寺城を、佐々成政は小丸城を居

城とした。その後の府中城には、次々と城主が入れ替わり、慶長６年（１６０１）

には、越前藩主結城秀康家臣の本多富正が府中領主となると、府中城だけでなく

町全体を整備し、寺町、宿場町、問屋町などの町割りを整備した。 

近代以降も国府や府中のまちづくりを基に、渡辺洪基や土肥慶蔵、松井耕雪、

町村金弥、関義臣など数多くの日本近代化に貢献した人物を輩出している。 
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武生が国府や府中として長きにわたり、越前国の中心であったことは、そこに

住む人々の誇りとなっており、それを礎として発展した文化や住民気質など、い

まも「たけふ」のまちに息づいている。 

 

 

 

対象地区：東、西、南、大虫、吉野、神山、国高地区 

 

表４―（５）構成文化財一覧 

番

号 
名称 文化財種別 

指定

区分 
所在地 管理者 

1 木造 男神坐像（伝天津日高日子穂

穂出見命） 

木造 男神坐像（伝塩椎神） 

彫刻 国 大虫町  大虫神社（総社大

神宮） 

2 金銀鍍菊花文散銅水瓶 工芸品 国 京町・蓬莱町 引接寺・武生公会

堂記念館 

3 紙本著色 峨山韶碩像 絵画 県 深草  龍泉寺 

4 紙本著色 野郎歌舞伎図六曲屏風 絵画 県 本町  大宝寺 

5 紙本著色 結城秀康像 絵画 県 本町 大宝寺 

図４－（６） 関連文化財群５範囲図 
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6 紙本金地著色 千鳥の屏風 絵画 県 本多・蓬莱町 藤垣神社・武生公

会堂記念館 

7 紙本著色 本多吉松丸蔵 絵画 県 京町 正覚寺 

8 絹本著色 阿弥陀三尊来迎図 絵画 県 京町  正覚寺 

9 絹紺金泥 種子両界曼荼羅図 絵画 県 住吉町 帆山寺 

10 刀無銘（左文字）附打刀拵  工芸品 県 本多 

蓬莱町 

藤垣神社 武生公

会堂記念館 

11 銅孔雀文磬  工芸品 県 京町  正覚寺 

12 朱漆塗日供膳・日供器台 工芸品 県 大虫町 大虫神社（総社大

神宮） 

13 往生要集（写本） 書跡 県 京町・蓬莱町 引接寺・武生公会

堂記念館 

14 大虫廃寺塔跡 史跡 県 大虫本町 越前市 

15 石造 宝篋印塔（附・石室・石幢） 建造物 市 京町  正覚寺 

16 旧府中城表門（正覚寺山門） 建造物 市 京町  正覚寺 

17 紙本著色 結城秀康・土屋左典厩・

永見右金吾像 

絵画 市 深草 龍泉寺 

18 絹本著色 十六善神図 絵画 市 府中 善源院 

19 絹本著色 十六羅漢図 絵画 市 京町  正覚寺 

20 絹本著色 仏涅槃図 絵画 市 本町 竜門寺 

21 絹本著色 仏涅槃図 絵画 市 京町  正覚寺 

22 絹本著色 阿弥陀如来像 絵画 市 府中 善源院 

23 絹本著色 不動明王図(青不動・黄不

動) 

絵画 市 府中 善源院 

24 絹本著色 阿弥陀三尊来迎図 絵画 市 京町  正覚寺 

25 絹本著色 二十五菩薩来迎図 絵画 市 京町  正覚寺 

26 絹本著色 仏涅槃図 絵画 市 深草 龍泉寺 

27 絹本著色 善導大師像 絵画 市 本町 大宝寺 

28 絹本著色 当麻曼荼羅図  絵画 市 京町  正覚寺 

29 絹本著色 釈迦十六善神図 絵画 市 京町  正覚寺 

30 絹紺金泥 種子両界曼荼羅図 絵画 県 住吉町 帆山寺 

31 絹本著色 蓮如・善鎮連坐像 絵画 市 本町 陽願寺 

32 絹本著色 准如上人像 絵画 市 本町 陽願寺 
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33 絹本著色 五師連坐像 絵画 市 本町 陽願寺 

34 引接寺石仏群 彫刻 市 京町 引接寺 

35 石造 地蔵菩薩立像 彫刻 市 南 窓安寺 

36 石造 不動明王立像 彫刻 市 南 窓安寺 

37 木造 徳川家康坐像 彫刻 市 深草 龍泉寺 

38 木造 徳川秀忠坐像 彫刻 市 深草 龍泉寺 

39 木造 結城秀康坐像 彫刻 市 深草 龍泉寺 

40 木造 峨山韶碩坐像 彫刻 市 深草 龍泉寺 

41 木造 通幻寂霊坐像 彫刻 市 深草 龍泉寺 

42 木造 舜国洞授坐像 彫刻 市 深草 龍泉寺 

43 木造 十一面観音菩薩坐像 彫刻 市 御幸町 中挟慈心寺 

44 銅造 阿弥陀如来立像 彫刻 市 京町  正覚寺 

45 木造 釈迦如来坐像 彫刻 市 深草 龍泉寺 

46 木造 文殊菩薩坐像 

木造 普賢菩薩坐像  

彫刻 市 深草 龍泉寺 

47 木造 獅子頭 彫刻 市 京町 総社大神宮 

48 木造 十一面観音菩薩立像 彫刻 市 京町 引接寺 

49 木造 天神坐像 彫刻 市 あおば町 北野神社天満宮 

50 木造 聖観音菩薩坐像 彫刻 市 高瀬 宝円寺 

51 木造 阿弥陀如来坐像 彫刻 市 京町  正覚寺 

52 木造 地蔵菩薩立像 彫刻 市 府中 善源院 

53 木造 毘沙門天立像 彫刻 市 府中 善源院 

54 木造 達磨大師坐像 

木造 大権修利菩薩倚像 

彫刻 市 深草 龍泉寺 

55 木造 阿弥陀如来坐像 彫刻 市 武生柳町 真照寺 

56 木造 薬師如来坐像 彫刻 市 京町 国分寺 

57 木造 阿弥陀如来立像 彫刻 市 本町 大宝寺 

58 銅造 如意輪観音坐像 彫刻 市 住吉町 帆山寺 

59 木造 阿弥陀如来立像 彫刻 市 あおば町 円宮寺 

60 木造 菩薩立像 彫刻 市 御幸町 中挟慈心寺 

61 木造 阿弥陀如来立像 彫刻 市 京町  正覚寺 

62 木造 不動明王立像 

   不動明王及二童子立像 

彫刻 市 南 窓安寺 

63 刀 銘 国安  工芸 市 蓬莱町 武生公会堂記念館 
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64 銅孔雀文磬 工芸 市 住吉町 帆山寺 

65 黒漆厨子 工芸 市 御幸町 中挟慈心寺 

66 車長持 承応二年銘 工芸 市 深草 龍泉寺 

67 紙本墨書 真盛消息 書跡 市 京町 

蓬莱町 

引接寺 

武生公会堂記念館 

68 紙本墨書 実如消息 書跡 市 本町 陽願寺 

69 徳川秀忠黒印状 書跡 市 本多 

蓬莱町 

藤垣神社 武生公

会堂記念館 

70 徳川家康黒印状 書跡 市 本多 

蓬莱町 

藤垣神社 武生公

会堂記念館 

71 紺紙金字阿弥陀経 書跡・典籍 市 京町  正覚寺 

72 正徳元年府中図 歴史資料 市 元町 経王寺 

73 打刃物関係文書・木版  歴史資料 市 高瀬 越前市中央図書館 

74 本多家・佐久間家文書及び什器 歴史資料 市 高瀬 越前市中央図書館 

75 立教館及び進脩小学校関係資料  歴史資料 市 国府 

蓬莱町 

武生東小学校 

武生公会堂記念館 

76 陽願寺皇室関係資料 歴史資料 市 本町 陽願寺 

77 太田新保の七夕行事 無形民俗文

化財 

市 新保町 新保町 

78 龍門寺城跡 史跡 市 本町 龍門寺 

79 新善光寺城跡 史跡 市 京町  正覚寺 

80 宗生寺のラカンマキ 天然記念物 市 新保町 宗生寺 

81 横根寺のコブシ 天然記念物 市 横根町 横根寺 

82 丈生幼稚園（旧福井県警察部庁舎） 登録有形文

化財 

国 登

録 

京町 丈生幼稚園 

83 井上歯科医院 登録有形文

化財 

国 登

録 

京町 個人 

84 Ｍ工房（旧武生郵便局） 登録有形文

化財 

国 登

録 

蓬莱町 個人 

85 大虫神社の宮橋 登録有形文

化財 

国 登

録 

大虫町 大虫神社 

86 南越（旧中村商店） 登録有形文

化財 

国 登

録 

蓬莱町 個人 

87 武生市公会堂記念館（旧武生公会堂） 登録有形文

化財 

国 登

録 

蓬莱町 越前市 
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88 聖徳太子堂 登録有形文

化財 

国 登

録 
 

平和町 平和町 

89 旧大井百貨店（大井洋装店） 登録有形文

化財 

国 登

録 

元町 個人 

90 福井鉄道北府駅本屋 登録有形文

化財 

国 登

録 

北府 福井鉄道 

91 福井鉄道北府駅車両工場 登録有形文

化財 

国 登

録 

北府 福井鉄道 

92 福井鉄道バス旧車庫 登録有形文

化財 

国 登

録 

北府 福井鉄道 

93 愛山荘 主屋 登録有形文

化財 

国 登

録 

若竹町 個人 

94 愛山荘 離れ 登録有形文

化財 

国 登

録 

若竹町 個人 

95 愛山荘 蔵座敷 登録有形文

化財 

国 登

録 

若竹町 個人 

96 愛山荘 一の蔵 登録有形文

化財 

国 登

録 

若竹町 個人 

97 愛山荘 二の蔵 登録有形文

化財 

国 登

録 

若竹町 個人 

98 愛山荘 石蔵 登録有形文

化財 

国 登

録 

若竹町 個人 

99 愛山荘 茶室 登録有形文

化財 

国 登

録 

若竹町 個人 

100 愛山荘 待合 登録有形文

化財 

国 登

録 

若竹町 個人 

101 愛山荘 門及び塀 登録有形文

化財 

国 登

録 

若竹町 個人 

102 陽願寺本堂 登録有形文

化財 

国 登

録 

本町 陽願寺 

103 陽願寺庫裏 登録有形文

化財 

国 登

録 

本町 陽願寺 

104 陽願寺対面所 登録有形文

化財 

国 登

録 

本町 陽願寺 

105 陽願寺御殿 登録有形文

化財 

国 登

録 

本町 陽願寺 
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106 陽願寺洋館 登録有形文

化財 

国 登

録 

本町 陽願寺 

107 陽願寺客殿 登録有形文

化財 

国 登

録 

本町 陽願寺 

108 陽願寺納骨堂 登録有形文

化財 

国 登

録 

本町 陽願寺 

109 陽願寺土蔵 登録有形文

化財 

国 登

録 

本町 陽願寺 

110 陽願寺鐘楼 登録有形文

化財 

国 登

録 

本町 陽願寺 

111 旧浅井薬店（小澤金物店）店舗兼主

屋 

登録有形文

化財 

国 登

録 

幸町 小澤金物店 
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関連文化財群６ 

モノづくりと祭りなど人々の営みにまつわる歴史文化 

「モノづくりの DNA が息づく越前市」 

 

 古代の越前国は、都や大陸からヒト・モノの往来が盛んな地域であった。本市

の中心地区には奈良時代に越前国府が置かれ、その周辺では土器や瓦を焼く窯

業が盛んであった。そのため、本市の中心地区から南方約３．５km の山林には、

7世紀初めから８世紀まで操業していたとされる王子保窯跡群があり、坏・壺・

甕などの日用雑器や、瓦・鴟尾（県指定文化財）などの特殊品を生産していた。

その他にも中心地区から南西に約７km には広瀬窯跡、野々宮廃寺の南西約１．

５km の大山咋神社境内には宮谷窯跡があるなど、市内には古代の窯跡群が多く

残されている。ここで生産されたモノは畿内と似たものを作る指向が強く、瓦は

寺や役所の建物を葺くために使われ、土器は丹南地域が主たる供給先であった。 

 地元の特産品づくりが日本各地で一般化するのは、平安時代後期以降のこと

で、それらは商品として列島規模で広域に流通した。 

 そうした中で市内には、国指定の伝統的工芸品である越前打刃物、越前和紙、

越前箪笥の３件が集中する。 

越前打刃物は、伝承では南北朝時代頃に京から移り住んだとされる刀匠・千代

鶴国安を祖とし、江戸時代には福井藩の保護を受けて地場産業として発展して

きた。廻し鋼付けなどの技法による鋭い切れ味が愛好されたことや、漆 き職人

の鎌商いにより全国に販路が広がった。現在でも北陸道沿いには袖壁卯立や格

子の意匠を凝らし、趣のある看板を掲げる刃物問屋がみることができる。 

越前箪笥は、江戸時代後期から富裕な商家や寺社の調度としての需要に応え

てタンス町を中心に発展してきた。ケヤキやクリなどの材を、釘を使わず組み上

げ、重厚な金具で装飾するのが特徴である。明治・大正から昭和にかけては、高

品質な箪笥が人気を集めた。 

伝統的工芸品以外でも、紫がかった赤褐色を呈した越前赤瓦や、市東部の五分

市で生産されていた、茶湯釜である越前釜などは、近世を代表するモノ作りであ

った。作品はかろうじて残されているが、製作技術がすでに途絶えてしまってい

るものもある。そのほか、近代になると江戸時代から始まった越前蚊帳が日清・

日露戦争で需要が高まり、多くの蚊帳が製造された。また、大正時代から昭和初

期にかけては氷坂焼が最盛期を迎え、日用雑器を中心に県内に広く流通してい

った。服間地区の朽飯八幡神社の境内には、機織りの祖神を祀る幡生神社が存在

し、現在も機織の神様として信仰されている。 

 このように、国府や府中として長らく越前国の中心であったことで、都市に住
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む人々の需要にこたえたことや都からの玄関口として栄えたことで、古くから

手工業が発展した。古くから培われた職人気質、モノへのこだわり、、そのＤＮ

Ａはいまなお、市民の中に息づき、現在、先端産業が盛んであることなどにも表

れている。 

 

 

対象地区：西、南、神山、大虫、味真野、吉野、花筐、岡本、服間地区 

 

表４－（６）構成文化財一覧 

番

号 
名称 文化財種別 

指定 

区分 
所在地 管理者 

1 越前和紙の製作用具及び

製品 

有形民俗文化財 国 定友町  越前市 

2 越前奉書 無形文化財 国 大滝町 岩野市兵衛 

3 越前鳥の子紙 無形文化財 国 大滝町 越前生漉鳥

の子紙保存

会 

4 三田村氏庭園 名勝 国 大滝町 個人 

5 刀無銘（左文字）附打刀拵 工芸品 県 本多 藤 垣 神 社 

図４－（７） 関連文化財群６範囲図 
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蓬莱町 武生公会堂

記念館 

6 越前和紙技術 打雲・飛

雲・水玉の製法 

無形文化財 県 大滝町 個人 

7 工芸技術 墨流し 無形文化財 県 大滝町 個人 

8 刀 銘 国安  工芸 市 蓬莱町 武生公会堂

記念館 

9 拝領刀 工芸 市 大滝町 

蓬莱町 

個人 

武生公会堂

記念館 

10 奉納刀 工芸 市 大滝町 大滝神社 

11 霰文真形釜 工芸 市 八石町 個人 

12 車箪笥 文政二年銘 工芸 市 岩本町 個人 

13 打刃物関係文書・木版  歴史資料 市 高瀬 越前市中央

図書館 

14 越前和紙の里卯立の工芸

館（旧西野家住宅主屋及び

紙漉場） 

登録有形文化財 登録 新在家町 越前市 

15 信洋舎製紙所旧休憩場及

び張場棟 

登録有形文化財 登録 定友町 信洋舎 

16 信洋舎製紙所漉場棟 登録有形文化財 登録 定友町 信洋舎 

17 信洋舎製紙所ボイラー及

び旧ロール場棟 

登録有形文化財 登録 定友町 信洋舎 

18 信洋舎製紙所旧塵取場及

び仕上場棟 

登録有形文化財 登録 定友町 信洋舎 

19 岩野平三郎製紙所事務所 登録有形文化財 登録 大滝町 岩野平三郎

製紙所 

20 岩野平三郎製紙所主屋 登録有形文化財 登録 大滝町 岩野平三郎

製紙 

21 岩野平三郎製紙所土蔵及

び繋ぎ屋 

登録有形文化財 登録 大滝町 岩野平三郎

製紙所 

22 岩野平三郎製紙所煮釜場

所 

登録有形文化財 登録 大滝町 岩野平三郎

製紙所 

23 岩野平三郎製紙所ビータ

ー場 

登録有形文化財 登録 大滝町 岩野平三郎

製紙所 
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24 岩野平三郎製紙所漉き場

及び圧搾場 

登録有形文化財 登録 大滝町 岩野平三郎

製紙所 

25 岩野平三郎製紙所張り場

及び乾燥所 

登録有形文化財 登録 大滝町 岩野平三郎

製紙所 

26 岩野平三郎製紙所コグラ 登録有形文化財 登録 大滝町 岩野平三郎

製紙所 

27 岩野平三郎製紙所旧大工

小屋 

登録有形文化財 登録 大滝町 岩野平三郎

製紙所 

28 タンス町  未指定 元町・本町  

29 帳箪笥   未指定 個人 
個人 

 

30 
越前鎌（伊賀型・三日月型・

地鎌） 
  未指定 刃物の里 

刃物の里 

 

31 工藤打刃物工場   未指定 個人 
個人 

 

32 車箪笥  未指定 個人 個人 

33 嶋廉太郎肖像   未指定 越前市今立図書館 
越前市今立

図書館 

34 氷坂焼   未指定 氷坂町  

35 五分市釜   未指定 五分市町  

36 タケフナイフビレッジ   未指定 余川町  
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関連文化財群７ 

モノづくりと祭りなど人々の営みにまつわる歴史文化 

「神と紙の里 五箇」 

 

本市東部に位置する五箇（不老・大滝・岩本・新在家・定友）と呼ばれる地

区は、紙漉き工房とそれに関係する生産者が集積する越前和紙の産地である。

この地に伝わる越前和紙の発祥として、名も知らぬ女性が現れ、村人に紙漉き

の技を伝授したという「川上御前」の伝承が残る。五箇の大滝町にあり養老３

年（７１９）に泰澄大師の創建と伝わる大瀧神社の摂社には、紙祖神「川上御

前」を祀る岡太神社があり、紙漉き職人たちの精神的な拠り所となっている。 

  越前国で漉かれたと見られる最古の紙は、正倉院所蔵の天平２年（７３０）

の越前国戸籍が残されており、これらがすべて五箇で漉かれたかはかわらな

いが、越前国の和紙が戸籍用紙として国府だけでなく中央にも供給されてい

たと考えられる。 

  中世になると、公文書用紙に用いられた厚手の楮紙である「越前奉書」は、

越前を代表する紙として認められ、斯波氏、朝倉氏、織田氏、豊臣氏など、目

まぐるしく移り変わる時の領主からは、特権を与えられるなど、保護されてき

た。中でも、五箇の紙の生産と販売に支配的な地位にあった三田村家は、紙束

の紐に捺す印判に織田信長からは七宝印、豊臣秀吉からは桐印を許された。江

戸時代初期には代官を兼ね、のち福井藩紙会所判元を務め、越前の奉書を扱う

幕府御用所として、五箇の紙業において格別の地位を築いた。 

  また、五箇はお札のふるさととしても知られている。寛文元年（１６６１）

に福井藩が発行し、現存する最古の藩札である「福井藩札」は越前和紙が採用

され、以後、大野藩、丸岡藩、彦根藩、尾張藩などでもこれにならって藩札を

発行し、その用紙を五箇に求めた。この藩札の漉き立ての実績から、明治維新

後、全国的に通用する紙幣である「太政官札」の用紙の漉き立てにつながって

いった。その後、明治８年（１８７５）に新たな紙幣開発のため五箇の紙漉き

職人が東京の大蔵省抄紙部へ招かれ、三椏を原料とした耐久力の優れた紙で

ある「局紙」を開発した。この時に偽札防止のために開発された「黒すかし」

という技法は、現在の紙幣にも取り入れられている。 

  現代では、中世以来中央の需要に応えた雁皮を主原料とする越前鳥の子紙

の製法と技術を伝えるため、越前生漉鳥の子紙保存会が活動しており、国の重

要無形文化財に指定されている。 

  このように五箇では、高い技術で常に最高級の紙を漉き続け、時代ごとの要

求に応えてきた。そして、何種類もの和紙を一つの産地で生産することで、い
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くつもの伝統的な紙の製法を現在にも伝えている。 

 

 

対象地区：岡本地区 

 

表４－（７）構成文化財一覧 

番

号 
名称 文化財種別 

指定 

区分 
所在地 管理者 

1 大滝神社本殿及び拝殿 附造

営文書 

建造物 国 大滝町 大瀧神社 

2 越前和紙の製作用具及び製品 有形民俗文化

財 

国 定友町 越前市 

3 越前奉書 無形文化財 国 大滝町 岩野市兵衛 

4 越前鳥の子紙 無形文化財 国 大滝町 越前生漉鳥の子

紙保存会 

5 三田村氏庭園 名勝 国 大滝町 個人 

6 紙本金地著色 祭礼図絵馬 絵画 県 大滝町 大瀧神社 

7 板地著色 大瀧児大権現祭礼

図絵馬 

絵画 県 大滝町 大瀧神社 

8 木造 虚空蔵菩薩坐像 彫刻 県 大滝町 大滝町神宮堂 

図４－（８） 関連文化財群７範囲図 
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9 石剣 考古 県 八石町 個人 

10 越前和紙技術 打雲・飛雲・水

玉の製法 

無形文化財 県 大滝町 個人 

11 工芸技術 墨流し 無形文化財 県 大滝町 個人 

12 大瀧神社・岡太神社の春祭り 無形民俗文化

財 

県 大滝町 岡本講 

13 大滝神社の大スギ 天然記念物 県 大滝町 大滝神社 

14 大滝神社のゼンマイ桜 天然記念物 県 大滝町 大滝神社 

15 杉尾のオオスギ 天然記念物 県 杉尾町 杉杜神社 

16 大滝神社奥の院社叢 天然記念物 県 大滝町 大滝神社 

17 石造 八角石塔 建造物 市 別印町 教徳寺 

18 大滝神社奥の院本殿 建造物 市 大滝町 大滝神社 

19 奥の院岡太神社本殿 建造物 市 大滝町 大滝神社 

20 成願寺(本堂、山門、経蔵、内観

音堂、鐘楼、庫裏) 

建造物 市 岩本町 成願寺 

21 絹本著色 弁財天曼荼羅図 絵画 市 大滝町 個人 

22 絹本著色 地蔵十王図 絵画 市 大滝町 個人 

23 絹本著色 薬師如来像 絵画 市 大滝町 個人 

24 絹本著色 阿弥陀三尊来迎図 絵画 市 岩本町 個人 

25 絹本著色 阿弥陀来迎図 絵画 市 岩本町 個人 

26 絹本著色 十三仏図 絵画 市 岩本町 成願寺 

27 木造 薬師如来坐像 彫刻 市 不老町 不老神社 

28 木造 阿弥陀如来坐像 彫刻 市 不老町 不老神社 

29 木造 持国天立像 彫刻 市 不老町 不老神社 

30 木造 多聞天立像 彫刻 市 不老町 不老神社 

31 木造 阿弥陀如来坐像 彫刻 市 大滝町 神宮堂 

32 木造 薬師如来坐像 彫刻 市 大滝町 神宮堂 

33 木造 薬師如来坐像 彫刻 市 岩本町 岩本神社 

34 木造 薬師如来坐像 彫刻 市 杉尾町 杉杜神社 

35 能面 鬼神(悪尉） 彫刻 市 大滝町 個人 

36 能面 翁（黒色尉） 彫刻 市 定友町 個人 

37 能面 翁 彫刻 市 定友町 個人 

38 木造 獅子頭 彫刻 市 大滝町 大滝神社 

39 木造 十一面観音菩薩坐像 彫刻 市 大滝町 大滝神社 

40 木造 狛犬 彫刻 市 大滝町 大滝神社 
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41 木造 狛犬 彫刻 市 大滝町 大滝神社 

42 木造 阿弥陀如来立像 彫刻 市 杉尾町 善休寺 

43 木造 地蔵菩薩坐像 彫刻 市 大滝町 個人 

44 拝領刀 工芸 市 大滝町 

蓬莱町 

個人 

武生公会堂記念

館 

45 日本刀外装 工芸 市 大滝町 

蓬莱町 

個人 

武生公会堂記念

館 

46 奉納刀 工芸 市 大滝町 大滝神社 

47 湯立釜 工芸 市 大滝町 大滝神社 

48 霰文真形釜 工芸 市 八石町 個人 

49 車箪笥 文政二年銘 工芸 市 岩本町 個人 

50 金銅金幣 工芸 市 大滝町 大滝神社 

51 弥生式土器 壺･甕 考古 市 八石町 個人 

52 石造 鬼瓦 歴史資料 市 大滝町 大滝神社 

53 越前和紙の里卯立の工芸館（旧

西野家住宅主屋及び紙漉場） 

登録有形文化

財 

国登録 新在家町 越前市 

54 旧根岸家住宅主屋 登録有形文化

財 

国登録 岩本町 NPO 法人 

55 旧根岸家住宅土蔵 登録有形文化

財 

国登録 岩本町 NPO 法人 

56 旧根岸家住宅表門 登録有形文化

財 

国登録 岩本町 NPO 法人 

57 西野家住宅 主屋 登録有形文化

財 

国登録 定友町 
 

個人 

58 西野家住宅 離れ 登録有形文化

財 

国登録 定友町 個人 

59 西野家住宅 蚊帳蔵・味噌蔵・

紙蔵 

登録有形文化

財 

国登録 定友町 個人 

60 西野家住宅 新蔵・中蔵・大蔵 登録有形文化

財 

国登録 定友町 個人 

61 西野家住宅 茶室 登録有形文化

財 

国登録 定友町 個人 
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62 西野家住宅 塀 登録有形文化

財 

国登録 定友町 個人 

63 信洋舎製紙所旧休憩場及び張

場棟 

登録有形文化

財 

国登録 定友町 信洋舎 

64 信洋舎製紙所漉場棟 登録有形文化

財 

国登録 定友町 信洋舎 

65 信洋舎製紙所ボイラー及び旧

ロール場棟 

登録有形文化

財 

国登録 定友町 信洋舎 

66 信洋舎製紙所旧塵取場及び仕

上場棟 

登録有形文化

財 

国登録 定友町 信洋舎 

67 岩野平三郎製紙所事務所 登録有形文化

財 

国登録 大滝町 岩野平三郎製紙

所 

68 岩野平三郎製紙所主屋 登録有形文化

財 

国登録 大滝町 岩野平三郎製紙

所 

69 岩野平三郎製紙所土蔵及び繋

ぎ屋 

登録有形文化

財 

国登録 大滝町 岩野平三郎製紙

所 

70 岩野平三郎製紙所煮釜場所 登録有形文化

財 

国登録 大滝町 岩野平三郎製紙

所 

71 岩野平三郎製紙所ビーター場 登録有形文化

財 

国登録 大滝町 岩野平三郎製紙

所 

72 岩野平三郎製紙所漉き場及び

圧搾場 

登録有形文化

財 

国登録 大滝町 岩野平三郎製紙

所 

73 岩野平三郎製紙所張り場及び

乾燥所 

登録有形文化

財 

国登録 大滝町 岩野平三郎製紙

所 

74 岩野平三郎製紙所コグラ 登録有形文化

財 

国登録 大滝町 岩野平三郎製紙

所 

75 岩野平三郎製紙所旧大工小屋 登録有形文化

財 

国登録 大滝町 岩野平三郎製紙

所 
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関連文化財群８ 

モノづくりと祭りなど人々の営みにまつわる歴史文化 

「祭りと民俗芸能」 

 

村々にある神社では、一年の無事や豊作を祈る春祭りや実りの感謝を伝える

秋祭りが開催されるほか、小正月に行われる左義長など、発祥を同じくする祭り

でも、村々で習わしが異なるなど、それぞれ特徴が見られる。また、かつては至

るところで行われていた祭りも、様々な理由から、今では一部の地域にのみ見ら

れるようになったものもある。 

「太田新保の七夕行事」は、８月第一日曜日に新保町で開催される行事で、い

つのころからか七夕行事と虫送り行事が一体となり行われるようになり、池ノ

上町などでも行事の記録が残されており、かつては近隣集落でも行われていた

と考えられる。 

「獅子返し」は、９月下旬から１０月半ばまで、南中山地区や服間地区で行わ

れ「獅子追い」とも呼ばれる獅子頭の渡御である。開催される集落ごとに、獅子

の舞い方などに特徴が見られ、山室町のものは廻るのが雄獅子の方で、最後に神

社の鳥居まで雌獅子が迎えに来る。東庄境町のものは神社に戻ると境内で火が

焚いてあり、そこを獅子と青年たちが飛び越える。野岡町のものは、家の灯りも

街灯もすべて消した暗闇の中を７回半往復する。このように村ごとの個性が見

られる。 

国中町で行われている「惣田正月十七日講」は、毎年２月１７日に行われてお

り、ゴボウを大量に使った料理が出されることから「ゴボウ講」や「ゴンボ講」

として知られている。宝永２年（１７０５）から始まったとされ、年貢の取り立

てが厳しくなり、講に加入させ困窮者に神社の蓄財から貸付を行い、村人の流出

を防いだ、その際の神事であるという説が有力だが、隠し田との由来も伝えられ

ている。 

 余田町では、１２月５日に「アイノコト」と呼ばれる行事がある。その年の五

穀豊穣を田の神に感謝する行事で、隣接する本保町には「アイノカミ」と呼ばれ

る田の神があり、南中山地区の赤坂町にも「アイノコト」と呼ばれる行事があっ

たほか、中津山町には相之事という地名があるなど、その名残りと思われるもの

がある。かつては「アイノコト」と呼ばれる行事が至るところで行われていたと

考えられる。 

 また、国重要無形民俗文化財の「越前万歳」や「伊勢神楽」、福井県指定の「花

笠踊」、越前市指定の「日野神社の古代神楽」などの民俗芸能が継承されている。 

 このように、今なお村人によって受け継がれている祭りの伝統は、絶やさぬよ
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う、守り伝えていくことが必要である。 

 

 

 

対象地区：全１７地区 

 
表４―（８）構成文化財一覧 

番

号 
名称 文化財種別 指定区分 所在地 管理者 

1 越前万歳 無形民俗文化

財 

国 味真野地

区 

越前萬歳保存会 

2 粟田部の蓬莱祀 無形民俗文化

財 

国選択 粟田部町 蓬莱祀保存会 

3 大瀧神社・岡太神社の春祭り 無形民俗文化

財 

県 大滝町 岡本講 

4 堂の餅 附 関連資料 18点 無形民俗文化

財 

市 粟田部町 岡太神社堂の

講、宮の講 

5 太田新保の七夕行事 無形民俗文化

財 
 

市 新保町 新保町 

6 惣田正月十七日講（ゴボウ講） 無形民俗文化 未指定 国中町  講 

図４－（９） 関連文化財群８範囲図 
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財 

7 獅子返し 無形民俗文化

財 

未指定 南中山、

服間地区 

  

8 余田町のアイノコト 無形民俗文化

財 

未指定 余田町   

9 平林町の田の神とオトナゴト（長

事） 

無形民俗文化

財 

未指定 平林町   

10 岡太の市祭り（小判買い） 無形民俗文化

財 

未指定 粟田部町 岡太神社 岡太

神社敬成会 粟

田部壮年会 

11 服間地区のオネントウ 無形民俗文化

財 

未指定 服間地区   
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４ 関連文化財群の保存と活用に関する課題と方針 

（１）関連文化財群１ 「万葉集の舞台 味真野」 

 

課題 重要文化財である旧谷口家住宅は、改修から間もなく２０年が経過す

ることから、その修理・修繕が課題となっている。 

方針 これまで同様、維持管理や公開を継続してくともに、公開だけではなく、

活用策も検討する。 

 

 

（２）関連文化財群２ 「はながたみ 継体天皇伝説」 

 

課題 継体天皇の伝説を持つ祭りや行事について、地域の人々によって執り

行われているが、行事の担い手の不足により、存続に不安がある。 

方針 行事の歴史や内容など、市民に知ってもらう機会を創出し、身近な祭り

や行事が地域にとって重要であることを認識することで、担い手の確

保につなげていく。 

 

 

（３）関連文化財群３ 「日野山への信仰」 

 

課題 近年、見学者が増加傾向にある文化財について、受け入れ体制が不十分

なため、十分な対応ができない。 

方針 増加する見学者のため、環境の整備やガイドの育成などを行い、受入れ

体制の構築を行う。 

 

 

課題 日野山信仰にかかる彫刻が多く所在するが、彫刻を収蔵するお堂は無 

住の場合が多く、防犯や防火対策が必要である。また、信仰の対象であ

るため、人目に付くことが少ないため、盗難の発覚が遅れる可能性があ

る。 

方針 普段から、地域ぐるみで文化財をチェックする体制を整える。また、防

犯や防火設備の設置を検討する。 
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課題 重要文化財である大塩八幡宮拝殿について、拝殿本体の修理・修繕、周

辺環境の整備が課題となっている。 

 方針 今後、文化財だけでなく周辺環境と一体的な整備を行うとともに、活用

策も検討し計画的に進めていく。 

 

 

（４）関連文化財群４ 「里山が育んだ文化財」 

 

課題 市内に多く残る古墳や城跡について、その存在が知られていない 

方針 地域の身近な文化財として認識するため、文化財マップや見学会等開

催し、文化財に触れる機会を設ける。 

 

課題 山間部にある文化財については、交通アクセスが良くないことや登り

口、遺構の状況が分かりにくい。 

方針 初めて現地を訪れた人が散策できるよう、案内看板やパンフレットの

充実を図る。 

 

 

（５）関連文化財群５ 「たけふの誇り 越前国府と府中城下町」 

 

課題 越前国府については、これまで実施してきた発掘調査では、全容が明

らかになっていない。 

方針 今後、推定地区内での、発掘調査を計画的に進める。 

 

課題 博物館「武生公会堂記念館」は、市内遺跡からの出土品や美術作品を

展示しているが、施設の老朽化が進むとともに、展示・収蔵スペース

として十分な広さや機能を持っていない。 

方針 設備改修や拡充について、計画的に進めていく。 

 

課題 市街地には、歴史的なまち並みが残されているが、建築物の老朽化

や後継者不足により空き家となったり、取り壊されたりするケース

があり、将来的に町並みとしての価値を損なう可能性がある。 

方針 伝統的建物の悉皆調査を行うともに、これらの文化財を存続させる

手立ての検討を行う。 
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（６）関連文化財群６ 「モノづくりの DNA が息づく越前市」 

 

課題 生活様式の変化により、伝統的工芸品の需要が少なくなってきており、

本物志向の人々に支えられているのが現状である。 

方針 伝統的工芸品の価値の再発信を行い、新たな需要の開拓を行う。 

 

課題 伝統的工芸品を伝承する職人が、高齢化により少なくなってきている。

方針 技術を伝承する体制を構築する。 

 

課題 越前打刃物については、産地が中心となり保存会が設立された。 

方針 目標を設定し、保存会を中心に行政と連携し、計画的に取組みを行う。 

 

課題 越前箪笥については、製品や関連資料の調査が不十分である。 

方針 悉皆調査等を実施し、現状の把握を行う。 

 

 

（７）関連文化財群７ 「神と紙の里 五箇」 

 

課題 平成２９年に「越前鳥の子紙」が国重要無形文化財に指定されて以降、

保持団体の活動も順調に行われているが、一方で紙漉きに欠かせない、

原材料の確保が困難となってきている。 

方針 原材料の安定供給を図るための取組みが必要である。また、産地を支

える需要を確保するための、方策の検討を行う。 

 

課題 重要文化財の大滝神社本殿・拝殿について、屋根葺き替えを中心とし

た修理や修繕が課題である。 

方針 これまで通りの維持管理を行っていくとともに、経過観察を行ってい

く。 

 

課題 五箇地区には、古いまち並みが残り、趣のある景観が見られる。これ

らを構成している個々の建物の保存や活用が必要である。 

方針 現状の調査を行い、保存のための必要な措置を検討する。 
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（８）関連文化財群８ 「祭りと民俗芸能」 

 

課題 神社の氏子や町民により行われている地域の祭りは、人口の減少や高

齢化により組織が縮小傾向にあり、その存続が危ぶまれている。 

方針 関係者が現状を認識するとともに、祭りの詳細についての調査し記録

を行う。 
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第５章 文化財の保存・活用に関する方針 

１ 文化財の保存・活用に関する現状 

（１）調査研究の現状 

文化財に関する調査は、武生市では昭和３７年（１９６２）に発足した市史編

さん委員会と昭和４２年（１９６７）に発足した文化財調査委員会が中心とな

って文化財調査が進められている。今立町では昭和５１年に設置された文化財

保護委員会が中心となって進められてきた。合併し越前市となってからは、越

前市文化財保護委員会を中心に学識者の協力を得ながら文化財調査が積極的

に進められ、調査の進展が文化財指定に繋がり、県下有数の文化財保有自治体

となっている。また、平成２７年には『越前市史』の図説普及版として刊行さ

れた『文化財からみる越前市の歴史文化図鑑』に伴う文化財調査により指定文

化財の再調査を行うとともに、未指定文化財の調査も実施している。 

 博物館施設である武生公会堂記念館では、美術、郷土の歴史・文化、ゆかり

の人物等に関する調査研究を行っており、この成果として展示会の開催や図録

の発刊等を行っている。 

 また、埋蔵文化財については、武生市では平成元年に、今立町においては昭

和５９年に専門職員を配置し、継続的に発掘調査を実施している。 

 市史においては、武生市においては、昭和３７年に武生市市史編さん委員会

を設置し、『武生市史概説編』をはじめ資料編を発刊し、これに伴う調査研究を

行ってきた。今立町では町誌編さんに伴い編さん委員会を昭和５２年に設置し、

事業が終了した昭和５６年３月に解散している。 

 市の文化財に関する業務を行う職員体制は、教育委員会事務局文化課に学芸

員２人（文献、考古）と産業環境部産業政策課工芸の里推進室に２人（考古、

美術）の専門職員を配置している。 

 

 

表５－（１） 既往調査の状況 
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 市の歴史文化資源に関係する既存の地誌類、自治体史、調査報告書等は下記の

とおりである。 

 

書誌名等 発行 編集 
発行年（和

暦） 

帰雁記   松波伝蔵正有 享保年間 

越前国古城屋布跡（越前国名城考）     享保 5年 

南越温故集     明和年間 

越藩拾遺録   村田氏春 天明年間 

南越古城記     寛政 4年 

越前古名考   坂野二蔵 寛政 13年 

越府古跡案内     
文化 12年以

前 

越前往来   中山豊郊 文化 7年 

越前国古今名蹟考（越前国名蹟考）   井上翼章 文化 13年 

府中案内     天保 13年頃 

越前地誌略   本多鼎介 明治 9年 

越前地誌略 改正増補   本多鼎介 明治 11年 

福井県管内地誌略   本多鼎介 明治 17年 

今立郡誌 
福井県今立

郡誌編纂部 
福井県今立郡誌編纂部 明治 42年 

男大迹部志 南越花筐会 伊藤百助 昭和 6年 

福井県南条郡誌 
南条郡教育

会 
南条郡教育会 昭和 9年 

岡本村史 本編 
岡本村誌刊

行会 
小葉田淳 昭和 31年 

岡本村史 資料編 
岡本村誌刊

行会 
小葉田淳 昭和 31年 

王子保村誌 
王子保村誌

刊行会 
王子保村誌刊行会 昭和 37年 

吉野村史 

武生市吉野

小学校教育

振興会 

斎藤槻堂 昭和 37年 

武生市史 資料篇 越前打刃物関係文書 

記録 
武生市 武生市史編纂委員会 昭和 39年 

表５－（２） 既存の地誌類、自治体誌、調査報告書一覧 
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福井県民俗資料緊急調査報告書 
福井県教育

委員会 
福井県教育委員会 昭和 40年 

武生市史 資料篇 神社・仏寺所蔵文書 武生市 武生市史編纂委員会 昭和 40年 

大虫廃寺発掘調査概報 
武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 昭和 41年 

武生市史 資料篇 人物・系譜・金石文 武生市 武生市史編纂委員会 昭和 41年 

越前国分寺推定遺跡 大虫廃寺・深草廃寺

発掘調査報告 

武生市教育

委員会 

越前国府研

究会 

武生市教育委員会 

越前国府研究会 
昭和 42年 

武生市史 資料篇 府中藩政 本保陣屋諸

記録 
武生市 武生市史編纂委員会 昭和 43年 

福井県の民家 民家緊急調査報告書 
福井県教育

委員会 
福井県教育委員会 昭和 45年 

武生市史 資料篇 諸家文書１ 武生市 武生市史編纂委員会 昭和 45年 

武生市史 資料篇 諸家文書２ 武生市 武生市史編纂委員会 昭和 47年 

ふるさと国高 
ふるさと国

高刊行会 
ふるさと国高刊行会 昭和 48年 

武生市史 民俗篇 武生市 武生市史編纂委員会 昭和 49年 

武生市史 概説篇 武生市 武生市史編纂委員会 昭和 51年 

明治期宮中調度品展 

武生市越前

の里郷土資

料館 

武生市越前の里郷土資料

館 
昭和 51年 

重要文化財 谷口家住宅修理工事報告書 武生市 
財団法人 文化財建造物

保存技術協会 
昭和 53年 

本多富正展 

武生市越前

の里郷土資

料館 

武生市越前の里郷土資料

館 
昭和 53年 

越前国府周辺の平安仏像 
越前文化の

会 
西川新次、杉浦茂 昭和 54年 

今立町史料目録 今立町 今立町誌編さん委員会 昭和 55年 

近世社寺建築緊急調査報告書 
福井県教育

委員会 
福井県教育委員会 昭和 55年 

今立町誌 第２巻 史料編 今立町 今立町誌編さん委員会 昭和 56年 

今立町誌 第３巻 写真・図録編 今立町 今立町誌編さん委員会 昭和 56年 
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越前府中をめぐる戦国武将展 
武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 昭和 56年 

武生市史 資料篇 小字名一覧 武生市 武生市史編纂委員会 昭和 57年 

今立町誌 第１巻 本編 今立町 今立町誌編さん委員会 昭和 57年 

武生市埋蔵文化財調査報告Ⅰ 高森遺跡発

掘調査概報Ⅰ 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 昭和 59年 

親鸞聖人展 
武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 昭和 59年 

今立町埋蔵文化財調査報告第１集 国中遺

跡発掘調査報告 

今立町教育

委員会 
今立町教育委員会 昭和 60年 

たけふの工芸展 
武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 昭和 60年 

今立町埋蔵文化財調査報告第２集 戸板山

古墳群 

今立町教育

委員会 
今立町教育委員会 昭和 61年 

武生市埋蔵文化財調査報告Ⅱ 高森遺跡Ⅰ 武生市 武生市史編纂委員会 昭和 61年 

わが町の文化財 
今立町歴史

民俗資料館 
今立町歴史民俗資料館 昭和 61年 

武生市埋蔵文化財調査報告Ⅲ 愛宕山遺跡

群Ⅰ 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 昭和 62年 

武生市埋蔵文化財調査報告Ⅳ 王子保窯跡

群第Ⅰ次発掘調査概要報告 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 昭和 62年 

本保陣屋と郡代大井帯刀永昌 本保町 本保町 昭和 62年 

武生市埋蔵文化財調査報告Ⅴ 小丸城跡 
武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 昭和 62年 

武生市埋蔵文化財調査報告Ⅵ 新町遺跡 
武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 昭和 62年 

武生市史 資料篇 社寺の由来 武生市 武生市史編纂委員会 昭和 62年 

福井県の中・近世城館跡 

福井県立朝

倉氏遺跡資

料館 

福井県立朝倉氏遺跡資料

館 
昭和 62年 

武生市埋蔵文化財調査報告Ⅶ 王子保窯跡

群Ⅱ 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 昭和 63年 

武生市埋蔵文化財調査報告Ⅷ 武生市埋蔵

文化財詳細分布調査報告書 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 昭和 63年 
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今立町埋蔵文化財調査報告第３集 見田京

遺跡発掘調査報告 

今立町教育

委員会 
今立町教育委員会 昭和 63年 

本山毫摂寺蔵宮中衣紋御調度展 

武生市越前

の里郷土資

料館 

武生市越前の里郷土資料

館 
昭和 63年 

武生市埋蔵文化財調査報告Ⅹ 村国遺跡 
武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成元年 

武生市埋蔵文化財調査報告Ⅸ 大虫廃寺・

野々宮廃寺発掘調査概要報告 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 2年 

武生市本保町有史料目録 
武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 2年 

武生市埋蔵文化財調査報告１１ 王子保位

窯跡群Ⅲ 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 3年 

武生市埋蔵文化財調査報告１２ 野々宮廃

寺Ⅱ 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 3年 

いまだての華 
今立町歴史

民俗資料館 
今立町歴史民俗資料館 平成 3年 

大井家住宅調査報告書 
武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 4年 

武生市埋蔵文化財調査報告１３ 王子保窯

跡群Ⅳ 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 4年 

武生市埋蔵文化財調査報告１４ 野々宮廃

寺Ⅲ 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 4年 

真宗の名号と彫像 
今立町歴史

民俗資料館 
今立町歴史民俗資料館 平成 4年 

武生市埋蔵文化財調査報告１５ 王子保窯

跡群Ⅴ 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 5年 

武生市埋蔵文化財調査報告１６ 王子保窯

跡群Ⅵ 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 6年 

渡辺菜緒 
武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 6年 

芹川古道斉 
武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 6年 

武生市埋蔵文化財調査報告１７ 王子保窯

跡群Ⅶ 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 7年 
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いまだての地蔵菩薩 
今立町歴史

民俗資料館 
今立町歴史民俗資料館 平成 7年 

古刹の文化財粟生寺 
今立町歴史

民俗資料館 
今立町歴史民俗資料館 平成 7年 

武生市埋蔵文化財調査報告１８ 岡本山古

墳群他遺跡詳細分布調査報告書 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 8年 

武生市史 資料篇 検地帳・村明細帳等 武生市 武生市史編纂委員会 平成 8年 

武生市埋蔵文化財調査報告１９ 深草廃寺

第４次発掘調査概要報告 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 8年 

今立町埋蔵文化財調査報告第４集 戸板山

古墳群Ⅱ 

今立町教育

委員会 
今立町教育委員会 平成 9年 

龍泉寺展 
武生市公会

堂記念館 
武生公会堂記念館 平成 9年 

絵馬 
今立町歴史

民俗資料館 
今立町歴史民俗資料館 平成 10年 

福井県の近代化遺産 
福井県教育

委員会 
福井県教育委員会 平成 11年 

たけふの文化財 武生市 武生市教育委員会 平成 11年 

武生市埋蔵文化財調査報告２０ 国府 A遺

跡 国府 B遺跡 元町遺跡 府中城 D・E

地点 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 12年 

武生市埋蔵文化財調査報告２１ 茶臼山古

墳群 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 13年 

福井県歴史の道調査報告書第２集 北陸道

２・丹後街道１ 

福井県教育

委員会 
福井県教育委員会 平成 14年 

福井県の民俗芸能 
福井県教育

委員会 
福井県教育委員会 平成 15年 

武生市埋蔵文化財調査報告２２ 新宮山古

墳群 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 15年 

福井県歴史の道調査報告書第４集 朝倉街

道・鯖街道 

福井県教育

委員会 
福井県教育委員会 平成 16年 

今立町埋蔵文化財報告第５集 盆山古墳群 
今立町教育

委員会 
今立町教育委員会 平成 16年 

武生市埋蔵文化財調査報告２３ 徳神遺跡 
武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 16年 
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福井の歴史的建造物 福井県 
㈱品川建築事務所 

㈱三輝設計事務所 
平成 17年 

武生市埋蔵文化財調査報告２４ 北府 A遺

跡 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 17年 

福井県歴史の道調査報告書第６集 馬借街

道・海の道 

福井県教育

委員会 
福井県教育委員会 平成 18年 

越前市埋蔵文化財調査報告０１ 高瀬二丁

目遺跡 

武生市教育

委員会 
武生市教育委員会 平成 18年 

逍遥園襖の下張り展資料集 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 18年 

いまだての華 たけふの粋 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 19年 

真盛上人展 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 20年 

源氏絵 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 20年 

京の息吹き 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 20年 

越前国府 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 21年 

越前市史 資料編１４ 武生騒動 越前市 越前市史編さん委員会 平成 21年 

内藤尭雄の世界 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 21年 

金森左京家展 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 21年 
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渡辺玉花 源氏物語五十四帖 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 22年 

槌の響 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 22年 

絵図をよむ 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 23年 

福井県の近代和風建築 
福井県教育

委員会 
福井県教育委員会 平成 24年 

福井県埋蔵文化財調査報告第１３２集 安

丸官人遺跡 

福井県教育

庁埋蔵文化

財調査セン

ター 

福井県教育庁埋蔵文化財

調査センター 
平成 24年 

越前市埋蔵文化財調査報告０２ 瓜生助道

B遺跡 

越前市教育

委員会 
越前市教育委員会 平成 24年 

越前市史 資料編２４ 明治維新と関義臣 越前市 越前市史編さん委員会 平成 24年 

越前市埋蔵文化財調査報告０３ 越前国府

関連遺跡・岡本山古墳群 

越前市教育

委員会 
越前市教育委員会 平成 25年 

越前市史 資料編５ 旗本金森左京家関係

文書 
越前市 越前市史編さん委員会 平成 26年 

紙をすく、手のあとをたどる 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 26年 

南越線開業 100 年 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 26年 

越前市史 資料編７ 初等教育 越前市 越前市史編さん委員会 平成 27年 

ふるさとの名品 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 27年 

屏風の中の源氏物語 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 27年 
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引き札にみる商いのまち越前 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 27年 

越前市史 資料編８ 近代の越前和紙 越前市 越前市史編さん委員会 平成 28年 

文化財からみる 越前市の歴史文化図鑑 越前市 越前市史編さん委員会 平成 28年 

正覚寺展 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 28年 

越前市史 資料編４ 本多富正関係文書 越前市 越前市史編さん委員会 平成 29年 

粟生寺展 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 平成 29年 

和紙の真髄 越前奉書の世界 

越前市産業

環境部産業

政策課 

越前市産業環境部産業政

策課 
平成 29年 

越前市埋蔵文化財調査報告０４ 越前市内

遺跡発掘調査報告書 

越前市教育

委員会 
越前市教育委員会 平成 30年 

越前市史 資料編２ 古代 越前市 越前市史編さん委員会 平成 30年 

現代かな作家と装飾料紙 

越前市産業

環境部産業

政策課 

越前装飾料紙シンポジウ

ム実行委員会 
平成 30年 

越前市史 資料編６ 本保陣屋関係文書 越前市 越前市史編さん委員会 平成 31年 

大ふすま展 

越前市産業

環境部産業

政策課 

越前市産業環境部産業政

策課 令和元年 

陽願寺の名宝 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念

館 

令和２年 

 

帆山寺の至宝 

越前市武生

公会堂記念

館 

越前市武生公会堂記念館 令和３年 
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（２）保存・継承の現状 

建造物の保存修理事業では、平成１４年度から１５年度に、重要文化財の大

塩八幡宮拝殿屋根葺替工事を、平成１９年度から２０年度にかけて、重要文化

財の旧谷口家住宅の茅葺屋根葺替修理が実施され、平成２０年度には大滝神社

本殿及び拝殿屋根葺替工事を実施している。また、令和元年には、市指定文化

財の府中城表門（正覚門山門）の石瓦葺替工事を実施している。 

また、平成２９年に重要無形文化財となった越前鳥の子紙について、その技

術保持団体の保存継承活動が行われている。 

登録有形文化財においては、丈生幼稚園、南越、旧大井百貨店、福井鉄道北

府駅・車両工場、寿屋対碧亭の保存修理工事が行われている。 

このほか、名勝の維持管理や建造物の防災施設点検等の文化財管理事業や、

各指定文化財所有者・管理者によって日常管理が継続的に実施されている。 

収蔵施設については、市内には、歴史資料や考古資料、美術資料を収蔵する

ため、収蔵施設を備えている。博物館施設である武生公会堂記念館では、美術

工芸品や歴史資料、古文書を収蔵し、市文化財収蔵庫では、重要有形民俗文化

財である「越前和紙の製作用具及び製品」を中心に保管するほか、今立地区の

民俗資料、古文書、美術資料を収蔵している。考古資料と民俗資料については、

市所有の空施設を利用し収蔵している。また、紙の文化博物館については、和

紙に関する絵画資料や古文書等を中心に収蔵している。いずれの収蔵施設にお

いても、既に満杯状態で、これ以上の資料の受入れが困難であることが喫緊の

課題である。 

 

（３）公開・見学の現状 

武生公会堂記念館において、特別展や企画展、常設展においての文化財の展

覧会や、紙の文化博物館での和紙に関する特別展や企画展、「重要有形民俗文

化財の越前和紙の製作用具及び製品」の展示を行うなどの文化財の公開を行っ

ている。 

また、武生公会堂記念館での「学・集・楽」事業として、展示内容に即した

講演会を開催している。展示では郷土の歴史文化を題材としたものが多く、講

演会を開催することで県内外の人に越前市の歴史文化を知ってもらうきっか

けづくりとなっている。 

越前市生涯学習センターでは、越前まなぼう座おもしろ歴史回廊として、郷

土の歴史文化に関する講演会を開催している。 

越前市図書館では、地域読書講演会を年間１回から２回開催し、市の歴史や

ゆかりの人物に関する講演会を開催している。 

また、各地域においては、各公民館や自治振興会を中心に地区の歴史や文化
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を学ぶための講演会を随時開催している。 

これらの講演会を開催することで、より多くの人に市の文化財や歴史・文化

に関する学識者の話を聞く機会を提供している。そして、このことが市民の郷

土愛の醸成につながっている。 

公開について、市内の文化財の調査・研究・展示の拠点として「武生公会堂

記念館」や、伝統産業分野であるため、市の産業政策課が所管する「紙の文化

博物館」があり、和紙関連資料の調査・研究・展示を担っている。その他、「万

葉の里万葉館」、「紫式部と国府資料館 紫ゆかりの館」、「刃物の里」などがあ

る。また、各文化財所有者・管理者において、一般見学者の文化財の見学に対

応しているが、一部、信仰の対象となっている文化財については非公開として

いる。 

 

 

 

 

表５―（３） 資料館等施設一覧 

施設名 所在地 主な展示・活動内容 

武生公会堂記念館 越前市蓬莱町8

－8 

・常設展、特別展、企画展の開催 

・講演会、体験講座等の実施 

・歴史的建造物の保存、公開 

紙の文化博物館 越前市新在家 ・越前和紙（伝統産業分野）の紹介 

図５－（１） 資料館等位置図  
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町 11－21 ・越前和紙に関する美術や歴史、文化に関する展示会の開催 

万葉の里万葉館 越前市余川町

55－1 

・万葉集の紹介。 

・越前市と万葉集の紹介 

・味真野地区に関する展示 

紫式部と国府資料館 紫

ゆかりの館 

越前市東千福

町 21－12 

・紫式部、源氏物語の紹介 

・紫式部と越前市の関連の紹介 

越前打刃物振興施設 

刃物の里 

越前市池ノ上

町 48－6－1 

・研修棟、展示棟、工房棟からなり、展示棟では前打刃物の

歴史や技術に関する展示 

「ちひろの生まれた」家

記念館 

越前市天王町

4-14 

・絵本作家いわさきちひろの生家の保存公開と、作品の公開

展示 

かこさとしふるさと絵本

館「石石」 

越前市高瀬一

丁目 14-7 

越前市ゆかりのかこさとしの作品の展示や国内外の作家の

絵本や大型絵本の公開 

 市域では、歴史の学習や調査、文化財の保存・継承及び文化財を活かした地域づくり

を目的とする団体の活動が行われている。地域と連携した取組みも行われている。 

 

表４―（４） 文化財関係団体と活動の概要一覧 

団体名 活動概要 

越前生漉鳥の子紙保存会 伝統的製法で生産する越前生漉鳥の子紙の伝承及び技術の向上と保存活動 

越前万歳保存会 越前万歳の伝承及び普及活動 

味真野史跡保存会 味真野地区の史跡を普及啓発活動 

越前和紙を愛する会 越前和紙に関する調査研究や普及活動。会誌の発刊。 

武生立葵会 本多富正などの近世府中の歴史文化を調査研究及び普及活動 

武生ルネサンス 市街地の街並みの調査や武生の歴史・文化に関する出版物の発行 

蓬莱祀保存会 国選択無形文化財蓬莱祀の保存継承活動 

越府史学会 越前府中の歴史文化に関する調査研究 

紫式部顕彰会 紫式部に関する顕彰事業の開催。源氏物語アカデミーの開催。 

古文書を読む会 古文書に関する学習会の開催 

古文書の基礎学習会 古文書に関する学習会の開催 

大虫郷土史クラブ 大虫地区の歴史文化に関する調査研究。史跡美化活動の実施 

大塩八幡宮を愛する会 大塩八幡宮に関する環境整備、観光情報発信 
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２ 文化財の保存・活用に関する課題 

（１）調査研究の課題 

① 調査研究を進めるうえで調査の中心となる専門の学芸員が不足し、調査

体制が整っていないため、分野ごとの専門学芸員の確保が課題である。  

特に、美術工芸、建築、民俗の分野の学芸員が必要である。 

② 指定文化財の候補となる文化財の調査を進めることが求められる。特に

急速に失われつつある歴史的建造物に対する調査を行い価値評価するこ

とが必要である。 

③ 市の文化財をわかりやすく周知するため、既存の調査結果を整理し、越

前市の歴史文化資源を統括的に整理したデータベースを構築し、公開し

ていくことが求められる。 

④ 市内には、未だ認識されていない文化財が多く存在すると考えられる。

特に、浄土真宗寺院調査や建造物や民俗文化財の分野の調査が進んでい

ない。これらの文化財の掘り起こしや調査を進めることで、文化的価値

を明確にすることが必要である。 

 

（２） 保存・継承の課題 

① 多くの文化財の所有者・管理者は、文化財の保存に関し不安を感じてお

り、それを解消するためには管理する上での知識の提供や技術的支援、

財政的支援の拡充が求められる。 

② 文化財所有者や管理者は、管理に不安を持っていることから、市の施設

への寄託を希望する場合があるが、市では施設の収蔵能力が限界に達し

ているため、受入れ困難であることが課題である。ひいては、文化財の

市外への流出が危惧される。 

③ 文化財所有者や管理者、保存団体では、高齢化により慢性的な人手不足

の状況である中で、次世代を担う後継者育成が必要である。 

④ 文化財の維持管理や修理などに係る経費について、管理団体の構成員（区

民、氏子、檀家）が少なくなってきていることから、その費用捻出が困

難となっている。このため財政的支援の拡充が求められている。 

⑤ 文化財が盗難、火災、風水害などの被害に遭わないために、防犯・防災

に関する施設や設備、緊急時の体制づくりが必要である。 

⑥ 災害の危険にさらされている文化財については、万が一に備え、緊急避

難措置を講じることが必要であるが、避難先である市の収蔵施設の収蔵

能力に限界であることが課題である。 

⑦ 文化財を保存する上で、所有者・管理者だけでなく地域の人や専門家と
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の協力のもと体制を強化する必要がある。 

⑧ 埋蔵文化財の包蔵地内での開発に関して、住民や開発業者への周知が課

題である。 

⑨ 未指定文化財が文化財としての価値が明確にされていないため、文化財

として認識されておらず、市民に大切さが伝わっていない。このため、

未指定であっても文化財であることを周知していくことが必要である。 

⑩ 有形文化財の修理や道具製作に係る技術継承者が急激に減少しており、

技術者の育成も急務である。 

⑪ 地域の祭りや郷土の文化について、少子高齢化やライフスタイルの変化、

価値観の違いなどにより、祭りなどの民俗行事や伝承が途絶えたり、実

施ができなくなったりしているため、映像として記録保存するなど、早

急な後継者の育成や伝承事業を進める必要がある。 

 

（３）文化財の公開・見学に関する課題 

  ① 文化財を公開する施設の不足や既存施設の老朽化、収蔵施設の不足につ

いて、施設の拡充や設備更新が必要である。例えば、武生公会堂記念館

では展示設備のスペック不足により、重要文化財が展示できないことが

課題である。 

  ② 未設置や劣化が進む文化財の案内板や説明板について、設置場所によっ

て異なる型式のものであるため、統一感をもった整備をする必要がある。

また、文化財の一般公開について、公開体制の未整備により、進んでい

ないため、防犯面も考慮した公開体制の構築が必要である。 

  ③ 文化財を公開するにあたり、所有者や管理者自身が、見学者への案内や

説明について負担と感じたり不十分と感じていたりしているため、公開

体制づくりの構築が必要である。 

  ④ 少子高齢化が進む中、地域のことをよく知った古老の存在が少なくな

り、地域の歴史や文化を伝える人材が少なくなってきている。地域に根

差した伝承者を育成するとともに、伝承や慣習の聞き取り調査を行う必

要がある。また、子どもの頃から、地域の歴史や文化に触れあう機会の

確保が必要である。 

  ⑤ 文化財の情報発信が少なく、情報を得る手段も少ないことから、情報発

信を強化する必要がある。 
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４ 文化財の保存・活用に関する基本理念と基本方針 

（１）基本理念 

本市には、歴史的特性により育まれた多種多様な文化財が見られる。これらは

先人から受け継がれてきたもので、いわば、「ご先祖様からの贈り物」である。

この贈り物は、現代の我々が占有するものではなく、越前市の未来人に伝えるべ

きものである。このため、文化財の価値を明らかにし、そして共有することで、

市民が地域の宝（財産）の継承につなげることが必要である。このためには市民、

行政、団体それぞれが主役として、協働者として、連携して、保存と活用に取り

組む必要がある。 

第３章の「越前市の歴史文化の特徴」で整理した３つの特徴は、相互に関連し

あいながら、越前市全体の歴史文化を形成している。 

 これらの越前市の歴史文化の特徴を守り、継承するため、越前市の文化財の

保存と活用について、次の基本理念を設定し、基本的な方針を示す。 
 

「越前市の歴史文化を守り・伝え・活かし 未来へつなぐ」 

  

地域計画の計画期間となる今後１０年間、越前市の文化財の特徴を活かし、

文化財の保存と活用を推進することで、そこから生まれる恵みと市民の誇りが

最大化される状態を目指す。 

 

（２）基本方針  

基本理念の実現に向けて、下記のとおり基本方針を設定する。 

越前市の歴史文化の特性を把握し、市民とともにその価値を共有し、積極的に

保存し活用する。 
 

   

基本方針１ 市の歴史的特性を、学術調査によって、文化財的価値を明らかにする。 

 

基本方針２ 調査の成果を公表し、市民に共感を得られるよう、学び、触れ合う機会

を設ける。 

 

基本方針３ 市民や事業者、文化財所有者、市と連携し、歴史文化を地域の活性化や

まちづくりにつなげていく。 
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５ 計画の進捗管理と自己評価の方法 

 地域計画は、計画期間が１０年間と長期間にわたるため、計画期間を５年間毎

の前期・後期に分けて、進捗の管理と自己評価を実施する。 

 まず前半の５年経過時点で、社会的な要因や財政状況を踏まえ、事業計画の進

捗状況の確認と自己評価を実施し、中間評価を行う。その評価結果を踏まえ、後

期の事業計画について必要な更新・修正を加え、後期により効果的な取組みがで

きるよう事業の推進を行う。 

なお、自己評価の結果により、事業計画の更新・変更が必要となった場合は、

まず外部の有識者によって組織される「越前市文化財保護委員会」に諮問を行い、

保護委員会で審議の上、文化財保護法に基づき、計画期間の変更や市の区域内に

存する文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更、地域計画の実施に支障

が生じるおそれのある変更が文化庁長官に変更の認定を受ける。なお、軽微な変

更を行った場合は、変更内容について、都道府県を経由して文化庁へ情報提供を

行う。 

 さらに計画期間の１０年経過時には、後期の進捗確認・自己評価を行い、次期

計画作成時の計画立案・事業計画に取り組む。 

 このように、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善(Act)からなる PDCA

サイクルを繰り返すことで、地域計画に掲げる将来像の実現に向けたより効果

的な取組みができるように努める。 

 

表５－（５）計画期間および進捗・計画評価のスケジュール 

地
域
計
画 

 

計画

期間 

令和

５年 

令和

６年 

令和

７年 

令和

８年 

令和

９年 

令和

10年 

令和

11年 

令和

12年 

令和

13年 

令和

14年 

          

計画

見直 

          

 

 

 

 

 

進捗確認 

自己評価 

中間評価 

更新 

進捗確認 

自己評価 

次期計画 
立案 

事業計画 

1 年目 ２年目 ４年目 ３年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 10 年目 

前期 後期 中期 
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第６章 文化財の保存・活用に関する措置 

 

第４章で整理した基本理念及び基本方針に基づき、「調査研究」、「保存・継承」、

「公開・活用」それぞれに位置づけられた措置を計画的に実施していくことで、

本計画の目的としている地域活性化や観光振興につなげる。 

 関係者が多岐にわたる文化財を保存・活用していくには、文化課だけでなく、

多様な主体の参画が必要となる。そのため、文化課が実施する事業のみならず、

歴史文化資源を保存・活用するあらゆる事業を本計画の措置として位置付け、各

措置の格となる取組主体を記載している。 

 事業の実施については、市費のほか国費（文化財補助金、地方創生推進交付金

等）・県費などの補助金、その他民間等の資金を活用することで財源を確保する。 

 実施期間は、前期（２０２３年～２０２５年）、中期（２０２６年～２０２９

年）、後期（２０３０年～２０３２年）の３つの期間に区分し、各年の優先度や

動向等を踏まえて、実施時期を記載している。短期から実施する措置については、

計画作成時において既に実施中あるいは検討が進められているものである。中

期以降から実施する措置については、短期から実施する措置の進捗状況や国・市

政など社会状況等の動きを踏まえながら実施していくものである。 

 措置実施の優先順位の考え方としては、重点的に実施していく措置である「関

連文化財群の保存・活用に関する措置」の実施を優先的に考える。市内で広く実

施していく措置について、「公開・活用」に関する措置は「調査研究」や「保存・

継承」に関する措置が十分に行われているからこそ実施できるものであるため、

基本的には「調査研究」や「保存・継承」に関する措置の実施を優先的に考える

こととする。 
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１ 文化財の保存・活用に関する措置 

第４章３文化財の保存・活用に関する課題の「調査研究の課題」を受けて、下

記の対応を行っていく。 

【調査・研究の方針】 

  市の歴史的特性を、学術調査によって、文化財的価値を明らかにする。 

 

① 未指定文化財の把握調査を行い、地域に残る文化財の把握と掘り起こしを

行う。 

② 確認された文化財について、詳細調査を行い、文化財的価値を明らかにす

る。明らかとなった文化財については、指定手続きを進める。 

③ 明らかとなっていない越前国府や国分寺等の所在地発掘調査を積極的に進

める。 

④ これまで実施してきた調査結果の整理を行い、報告書を作成する。 

⑤ 調査を進めるにあたり中心となる専門職員が不足するため、計画的な採用

計画を検討し調査体制の確立を目指す。 
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【保存・継承の方針】 

 文化財の適切な保存や管理の実施、次世代を担う人材の育成を行い、文化財を

確実に継承する。 

① 指定等文化財の現状確認調査を実施し、毀損状況や管理状況の把握を行う。

これにより明らかとなった問題を解消のための対策を講じる。  

② 盗難、火災、震災、風水害から文化財を守るため、施設や設備の設置・更

新等を行うとともに、緊急時に備え体制整備を進める。 

③ 地域の文化財について、広く周知することで市民に価値や重要性を知って

もらうために、広く周知を行う。このことで、市民生活に密接な祭りや民

俗文化財への関心を強め、担い手や育成に努める。 

表６－（１）調査・研究に関する措置一覧 
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俗文化財への関心を強め、担い手や育成に努める。 

④ 文化財を保存・継承するために必要な経費について、国や県等の補助金を

活用し予算の確保に努め、文化財所有者・管理者に対する財政的支援を行

う。 

⑤ 後世に文化財を保存・継承するため、人材育成に努める。特に、子どもた

ちに対し文化財に触れ合う機会を創出し、郷土愛の醸成に努める。 

 

 
 

表６－（２）保存・継承に関する措置一覧 
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【公開・活用の方針】 

文化財を広く市民に周知し、文化財を知る機会、親しむ機会を創出する。このた

めに必要な施設や設備、機能の強化やソフトの充実に努める。 

 

① 地域の文化財を知り、触れ合う機会の創出のため、必要な公開施設につい

て、施設の拡充や設備の更新を計画的に進める。 

② 市内に点在する文化財を紹介するため、文化財説明板や案内板の整備、ガ

イドマップやホームページの作成を進め、市民や来訪者への効果的な情報

発信に努め、普及啓発を促進する。ひいては、郷土への誇りの醸成や国内

外に地域の魅力の情報発信を行う。 

③ 地域の文化財について、郷土の歴史教育の推進し、郷土の誇りの醸成を促

す。 

④ 文化財を観光素材として捉え、必要な施設や設備等を行い、受入れ体制を

整え、文化財を活かした観光振興に努める。 

⑤ 市の文化財の特徴の一つである伝統産業について、産地と一体となった文

化財の活用を進める。 

⑥ 将来的に増加が見込まれるインバウンドに向けて、外国人向けの観光案内

機能の強化を検討する。 
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表６－（３）公開・活用に関する措置一覧 
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２ 関連文化財群の保存・活用に関する措置 

 各関連文化財群の課題を踏まえ、ストーリーに基づく構成文化財の整備や、そ

れら を活かした公開・活用などの取り組みを進める。構成文化財には、地域住

民に身近な文化財が含まれることから、地域住民の認知や理解、協力を得て、継

続的な活用を図っていく。 

 なお、各関連文化財群の措置内容は、１の文化財の保存・活用に関する措置一

覧の累計番号は群番号を示し、当該群対象の措置内容とし、累計番号「全」と示

したものは、全関連文化財群の措置内容とする。 
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第７章 文化財の保存と活用の推進体制 

１ 現状と課題 

（１）市担当課の体制 

市は、教育委員会事務局文化課が担当している。文化課では、文化財保護業務

と文化財展示施設である武生公会堂記念館の運営業務、市史編さん業務、埋蔵文

化財関係業務を行っており、市の文化財関係業務のすべてを所管している。これ

らの業務を担当するにあたり、課内には管理・事務職員５名のほか専門職員とし

て学芸員（歴史）２人及び埋蔵文化財専門職員１名の計３人を配置している。し

かし、所管業務が多岐にわたることから、体制の更なる充実が求められる。 

  

（２）庁内各課との連携体制 

 文化財の保存・活用にあたっては、都市計画・文化振興・観光・産業・教育な

ど、関連業務を所管する庁内他部局との連携を欠かすことはできない。お互いの

業務内容と目的を把握したうえで、連携し文化財の保存・活用を進めていく必要

がある。 

 

（３）市民との連携体制 

 文化財の所有者は当然のことながら、市民や地域住民、関係団体、有識者、事

業者、行政など様々な立場の人々に協力を得るなどして、官・民・地域総がかり

で文化財を保存・活用していく体制づくりを図る必要がある。 
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２ 文化財保存・活用の推進体制 

 上記の課題を基に、文化財の保存・活用を推進していくため、文化財にまつわ

る関係者がそれぞれの立場や役割を活かし、相互に補完し合いながら取り組ん

で行く。 

 

 

 
                       図７－（１） 事業実施イメージ図 
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（１）計画推進にあたっての各主体の役割 

①行政の役割 

 文化財の保存と活用を進めていく中で、文化財の指定や文化財の保存と活用

に関する施策や拠点となる施設については、行政が主体となって整備していく

必要がある。特に、指定や登録がされていない文化財が地域に多く眠っているこ

とから、文化財調査を継続的に実施していくことが必要である。 

 文化財の保存と活用の施策の実施については、これまでのように文化課が中

心的に行っていくが、事業の内容に応じては部局間で連携し実施するなど、横断

的な対応が必要である。 

 市民や文化財所有者、関連団体、学識者の意見や提案、相談の窓口となり、計

画を推進していく必要がある。これを実現するためには、行政がコーディネータ

ーとしての役割を担い、調整する必要がある。 

②市民の役割 

 未指定・未登録の文化財は、地域に多く眠っているが、これらの掘り起こしに

は住民との協働が必要である。地域の誇りを醸成するためにも、地域住民による

継続的な文化財の掘り起こしが必要である。また、市民一人ひとりが歴史文化の

担い手であることを認識し、行政が提起する課題や解決方策に対する住民協働

の場に積極的に参画するとともに、行政に文化財の保存と活用に対する提案を

するなど、自らの問題として取組むことが求められる。特に、文化財の保存や活

用の日常的管理や背景となる地域の身近な土地利用の保全・誘導、景観形成等に

ついては、住民が主役となって進めることが望ましい姿といえる。さらに、文化

財の保存に関しては、住民による日常的な監視の目が不可欠である。盗難や開発

による破壊等から文化財を守るために住民による監視体制の構築が必要である。 

③団体の役割  

これまでも、市内１７地区の公民館に拠点をもつ住民組織団体である自治振

興会が、対象とする地域やテーマのもとに、地元の歴史文化を継続的に学び、活

かす取組みを行っているが、今後はそれらを継続的に実施することが望まれる。 

特に、これらの団体が、学校教育や社会教育と連携することで、郷土愛を醸成

し、世代間を超えた交流に繋がる。そして、地域と連携して地域の宝を学ぶこと

による、次世代のまちづくりの担い手の育成や、地域力の向上に寄与することが

求められる。 
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   図７－（２）文化財の保存・活用に向けた全体イメージ図 

 

 

 

（２）市の体制 

 文化課の所管業務は、文化財保護、史跡等の維持管理、武生公会堂記念館の展

示・管理運営・資料管理・教育普及・調査研究など、活動が多岐にわたっている

ため、今後、業務分担や状況に合わせた体制の充実を図っていく。また、文化財

に関する専門的な知識やノウハウの継承のため、計画的な職員の配置を行って

いく。 

文化課の業務 

・文化財の保存・活用に関すること 

・文化財の調査に関すること 

・埋蔵文化財の発掘調査に関すること 

・文化財保護委員会に関すること 

・収蔵資料の保管・貸出に関すること 

・武生公会堂記念館に関すること 

・市史編さんに関すること 

 

 

 

 



（３）庁内の連携体制 

 以下のように、各課の役割を整理したうえで、互いに連携しながら文化財の保

存・活用策を進めていく。 

課名 業務・取組内容等 

建設部都市計画課 都市計画に関すること 

建設部建築住宅課 伝統的民家に関すること 

産業環境部観光振興課 観光振興に関すること 

産業環境部産業政策課 伝統産業の振興に関すること 

産業環境部農政課 コウノトリに関すること 

産業環境部農林整備課 農地、林業に関すること 

総務部防災危機管理課 防災に関すること 

教育委員会事務局教育

振興課 

文化財や展示施設の見学、歴史文化に係る出前授業等の実施・

促進 

教育委員会事務局生涯

学習課 

講座等を通じた越前市の歴史文化に関する生涯学習の推進 

公民館 講座や展示を通じた越前市の歴史文化に関する生涯学習の推

進 

市立図書館 講座や展示を通じた越前市の歴史文化に関する生涯学習の推

進 

市内小中学校 文化財や展示施設の見学、歴史文化に係る出前授業等の実施・

推進 

① 委員会・有識者との連携 

委員会名称  文化財保存・活用に関する 

越前市文化財保護委員会 文化財の保存・活用に関する調査及び審議 

越前市市史編さん委員会 市史編さんに関する調査研究 

武生公会堂記念館運営協議会 武生公会堂記念館の運営に関する指導助言 

 

② 県との連携 

連携先 概要 

福井県教育庁生涯学習・文化財課 国・県指定文化財に関する業務について所管す

るとともに、県文化財大綱に沿った県内市町と

の連携・協力する。 

福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 埋蔵文化財に関する相互協力、情報交換等 

福井県立歴史博物館・美術館 調査研究情報の交換、イベント等での協力、展

示資料の賃貸 
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③ 市民・団体との連携 

役割分担 連携先 概要 

文化財の公開・活用に係る

市内組織・団体 

越前市観光協会 文化財を活かした観光イベ

ントの実施や協力、情報発

信 

文化財の防災に関する団体 南越消防組合、各地域の消

防団 

史跡や建造物等の文化財に

対する防災体制や設備の相

談等 

文化財の保存・維持管理に

関する団体 

文化財所有者、所有団体、管

理者、管理団体、各地域 

所有文化財の保存管理・防

災体制の確認や相談、活用

についての連携・相談 

文化財の活用に関する市民

団体等 

市民団体 文化財を活用した取組みの

実施や協力 
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第８章 文化財の防災・防犯に関する課題と方針 

１ 文化財の防災・防犯の現状と課題 

 近年、大規模な地震災害や自然災害、大規模火災が全国各地で発生しており、

文化財への被害が報告されている。越前市でも過去には、水害や雪害などの自然

災害による文化財への被害が報告されている。 

こうした状況から地域の貴重な文化財を守るために、日頃から河川や道路、消

防、危機管理等を中心に全庁的に連携を図り、災害に備える必要がある。 

 また、地域では少子化、高齢化、人口流出により人口構成が変化してきており、

消防団組織や自警組織の弱体、無住の神社や寺院の存在、氏子や檀家等の減少、

歴史的建造物の所有者不在等の状況により、日常的な監視が困難となっている

文化財もあるため、火災や盗難により文化財が失われることが危惧され、文化財

所有者や管理者においても、防災・防犯対策が大きな課題と感じている。 

このため、貴重な文化財を災害や盗難などから守る手立てを講ずることが急

務である。 

 さらに、盗難等の犯罪から地域の貴重な文化財を守るために、地域の文化財保

護活動を支援し、住民の積極的な文化財防犯意識を醸成する取組みを進めてい

く必要がある。 

 

２ 文化財の防災・防犯に関する方針 

 越前市では、災害対策基本法の規定に基づき、平成１８年３月に越前市が「越

前市防災計画」を策定した。この計画では、災害発生時に被害を最小化し、被害

の迅速な回復を図る「減災」の考え方に基づき計画が策定されている。地域計画

においても、市防災計画に準拠し、以下を方針とする。 

 

 ・指定等文化財について、被害を最小限にできるよう、文化財所有者が自動火

災報知機や消火器具など消防設備の設置を進めるとともに、行政は、対策に

関する指導・助言や消防設備設置等に関する財政的支援等を行う。  

 ・有事の際の史料消失から文書等の価値を保存するため、史料の台帳化やデジ

タル化を進め、文化財の記録保存を進める。 

 ・美術工芸品や建造物等については、記録写真の撮影、台帳の作成等情報の蓄

積を進める。作成した台帳は、防犯資料としても活用する。これらを市民と

一緒に進めることで、地域との情報の共有する機会が創出できる。 

 ・地震対策では、建造物を中心に、専門家による耐震診断の受診を促し、耐震
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化の必要なものについては、支援を含めた対策を検討する。 

・文化財保護指導員等による文化財及びその周辺のパトロールを強化すると

ともに、所有者・管理者には周辺環境の整理整頓や清掃の実施を促す。また 

早期の小修理実施等により、文化財の健全性を確保していく。 

・防災対策では、継続して文化財防火デーの防火訓練などの文化財を対象とし

た防災訓練を南越消防組合と消防団、地域住民と連携し実施や、文化財の査

察を実施しするなど、地域の文化財への防災意識を高める。 

・文化財のハザードマップを作成し、災害危険度の高い文化財を再確認して対

策の検討を進める。対策が整うまでは、万が一に備え、文化財を安全な場所

への避難等の措置を行う。 

・これまで収集してきた地域の文化財の情報を地域に情報提供し、歴史文化資

産の存在を認識してもらうことで、非常時における迅速な情報収集を行うと

ともに、地区の自主防災活動と連携した防災体制の充実を図る。 

・文化庁により定められた「国宝・重要文化財（建造物）の防火対策ガイドラ

イン」、「国宝・重要文化財（美術工芸品）を保管する博物館等の防火対策ガ

イドライン」（令和元年９月）および「世界遺産・国宝等における防火対策

５箇年計画」（令和元年１２月）に基づき文化財や文化財収蔵施設の点検を

行い、今後の防火対策に取組む。 
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３ 文化財の防災・防犯に関する措置 

（２）に示した方針に基づく文化財の防災・防犯の取り組みとして、次の事

業を行う。 

 

 表８－（１）防災・防犯に関する措置一覧（再掲） 

 

市
所
有
者

市
民

民
間

専
門
家

23
～25

26
～29

30
～33

指定文化財確認調査
市内の指定文化財所有者・管理者を対象に、状況確認調査
を実施する。文化財の状態、修理予定、継承に向けての課
題等を聞き取り、管理台帳を作成する。

市費 ◎ ◎ 継続 全

未指定文化財及び未調査文化財
調査

これまでの調査で明らかとなった未指定文化財及び越前市
の歴史・文化を管理する上で重要な文化財について、文化
財保護委員会等の指導を得て調査を実施する。

市費 ◎ ◎ 継続 全

文化財防災設備維持管理事業
文化財収蔵施設に防犯や防火目的で設置する器具に対して

補助を行う。

国費
県費
市費

○ ◎ 継続 全

文化財防火査察事業
市、南越消防組合、所有者、地域住民と協力しながら、文
化財に対し防火査察を実施する。

市費 ◎ ◎ ◎ 継続 全

文化財防御訓練実施事業
市、南越消防組合、所有者、地域住民と協力し、文化財防
火デーにあわせた消防訓練を実施する。

市費 ◎ ◎ ◎ 継続 全

文化財ハザードマップ作成事業
想定される災害を事前に把握しておくため、文化財ハザー
ドマップを作成する。

市費 ◎ ○ ○ 新規 全

文化財防災施設整備事業
文化財建造物や収蔵施設の防火、防犯対策に費用の一部補
助を行う。

国費
県費
市費

◎ ◎ ○ 新規 全

文化財防災体制構築事業
災害の発生時に歴史文化資源の被害状況に関する情報収集
及び報告を行う体制づくりを行う。

市費 ◎ ◎ ○ 新規 全

文化財関係団体ネットワーク事
業

文化財所有者・管理者・関連団体・地域・市が地域の文化
財の保存と今後の活用について、意見交換を行い、情報共
有を図る協議会を設置する。

市費 ◎ ◎ ○ ○ 新規 全

文化財パトロール事業 市内の文化財の巡回を行い、文化財状況確認を行う。 市費 ◎ ◎ ○ 継続 全

事業名 事業概要 財源

取組主体
◎：主体
〇：協力 継続・

新規

実施年
令和５～14年
(2023～2033)

類型
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資料編 

 

 

１ 実施体制 

 本計画作成にあたっては、学識経験者や市民、市文化財保護委員会等から構成する

越前市文化財保存活用地域計画策定協議会を設置して審議及び意見徴収を行った。本

計画の作成の実施体制は以下のとおりである。 

 

越前市文化財保存活用地域計画策定協議会 名簿（敬称略） 

役職 氏名 専門分野 所属 

会長 丸山 宏 文化財・文化的景観 名城大学農学部名誉教授 

委員 久保 智康 文化財・美術工芸 京都国立博物館名誉会員 

市文化財保護委員会委員長 

委員 髙嶋 猛 文化財・建造物 元福井大学建築建設工学科講師 

市文化財保護委員会委員 

委員 五十嵐 康

三 

伝統工芸  

文化財保存団体 

福井県和紙工業協同組合理事長 

越前生漉鳥の子紙保存会会員 

委員 高村 光一 伝統工芸 越前打刃物産地協同組合連合会理事長 

委員 小柳 範和 伝統工芸 越前指物協同組合理事長 

委員 村田 治夫 観光振興 （一社）越前市観光協会会長 

委員 伊藤 篤司 市民 おおむし自治振興会会長 

委員 吉村 隆之 市民 味真野自治振興会会長 

委員 佐々木 昇 市民 花筐自治振興会会長 

委員 本多 達哉 行政 福井県教育庁生涯学習・文化財課参事 

委員 奥山 茂夫 行政 越前市産業環境部長 

委員 松村 英行 行政 越前市建設部長 

委員 藤原 義浩 行政 越前市教育委員会事務局長 

 

 

越前市文化財保護委員会 名簿（敬称略） 

役職 氏名 専門分野 所属 

会長 久保智康 美術工芸 京都国立博物館名誉会員 

副会長 高嶋 猛 建造物 元福井大学建築建設工学科講師 

 井上一稔 彫刻 同志社大学文化学部教授 
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 今井三千穂 天然記念物 元福井県立短期大学助教授 

 大原嘉豊 仏画 京都国立博物館 

 川波久志 民俗 福井県立若狭歴史博物館 

 橋本政宣 古文書 東京大学名誉教授 

 的矢俊昭 考古 元南越特別支援学校校長 

 藤原 千穂 絵画 福井市立郷土歴史博物館 

 

２ 経過 

 本計画作成の計画は、以下のとおりである。また、必要な段階で越前市文化財ほご

委員会にも協議及び意見聴取を行った。 

 

越前市文化財保存活用地域計画策定協議会 経過 

日程 協議内容 場所 

第１回 令和３年１０月１

３日１３：３０～ 

・文化財保存活用地域計画について 

（作成の経緯、制度説明、計画内容、市文化

財の概要、スケジュール等） 

越前市生涯学習センタ

ーｅホール 

第２回 令和４年１月２５

日に予定していた

が、新型コロナウ

イルス感染症拡大

防止のため、書面

会議とした。 

・基本理念について 

・基本方針について 

・関連文化財群設定について 

・関連文化財群案について 

（書面による意見の聴取を行った） 

 

第３回 令和４年７月１９

日１３：３０～ 

・書面会議の意見結果について 

・課題を課題に対する措置について 

・関連文化財群について 

・計画の進捗管理と自己評価の方法について 

あいぱーく今立 

多目的ホール 

第４回 令和４年１０月１

１日１３：３０～ 

・計画素案の内容について 

・今後のスケジュールについて 

越前市文化センター 

小ホール 

第５回 令和５年  月 

日   

・パブリックコメントの内容について 

・計画素案について 

 

 

越前市文化財保護委員会 

日程 協議内容 場所 

第１回 令和３年７月５日

１４：３０～ 

・文化財保存活用地域計画の作成について 

 

市民プラザたけふ 

大会議室１ 

第３回 令和４年３月２４ ・文化財保存活用地域計画の進捗状況につい 市民プラザたけふ 
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日１４：３０～ て 多目的ホール 

第４回 令和４年１１月１

７日１４：００～ 

・計画素案の内容について 

・今後のスケジュールについて 

越前市文化センター 

会議室３０１ 

第５回 令和５年  月 

日   

・パブリックコメントの内容について 

・計画素案について 

 

 

３ パブリックコメント 

 本計画作成に当たって、市民からの意見を広く募るため、令和４年（２０２２）１

２月２１日～１月１２日の期間においてパブリックコメントを実施した。 

 

４ 文化財所有者・管理者アンケート結果 

回答数：４２の個人・団体 

Ⅰ．文化財の保存活用に関する現在の状況 

Ⅰ－１ 文化財の状態 

 文化財の現在の状態については、「良好」が５２％である。「老朽化・毀損あり」が２

６％、「修復等が必要」が８％で、合わせて３４％が課題を抱えている。 

 

 

Ⅰ－２ 文化財の保管・管理の状況 

 文化財の保管・管理の状況については、野外が２６％で最も多く、次いで屋内で公開

しているものが１９％、屋内の倉庫等で収蔵しているものが４５％である。公開してい

るものは屋内外合わせて、４５％となっている。 
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Ⅰ－３ 文化財の公開の状況 

 文化財の公開の状況については、「無料一般公開」が３２％で最も多く、次いで「問

い合わせがあれば公開」が３９％となり、合わせて７１％が文化財の公開を行っている。

「非公開」は１５％となっている。 

 
 

Ⅰ－４ 文化財の保全・活用に関する地域の方々との関わり 

 地域の方々との関わりについて、「とてもある」「ややある」を合わせて５６％が地域

との関わりがあるとしている。一方で、「あまりない」「全くない」が５２％を占めてい

る 

26%

19%
45%

7% 3%

Ⅰ-2. 文化財の保管・管理の状況

1 野外 2 屋内（公開） 3 室内（倉庫等に収蔵） 4 その他 5 回答無し

32%

5%
7%

39%

15%
2%

１-3. 文化財の公開の状況

1 一般公開（無料）
2 一般公開（有料）
3 期間を決めて一時的に公開
4 問い合わせ等があれば公開
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Ⅱ．現在の課題 

Ⅱ－１ 文化財の保存に関する困難や不安 

現在の課題について、「そう思う」３６％、「やや思う」が３３％で６９％を占め、多

くの方々が不安を感じているとの結果となった。

 
 

不安を感じることに関しての内容については、１０個の項目に対し、特に自然災害や火

災等に対することや、防犯に対する対策、後継者不足、文化財の老朽化への対策につい

て、「そう思う」「ややそう思う」の比率が高くなっており、この分野について特に不安

を抱えているのが現状である。 

 

36%

33%

19%

5%0% 7%

Ⅱ-1. 文化財の保存に関する困難や不安

1 そう思う 2 やや思う 3 あまり思わない

4 まったく思わない 5 その他 6 回答無し
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24%

29%
31%

9%
2%5%

Ⅱ-2. 日常的な手間

33%

17%
29%

12%
2%7%

Ⅱ-3. 保存にかかる費用
の負担

33%

17%
29%

12%
2%7%

Ⅱ-3. 保存にかかる費用
の負担

17%

43%

24%

9%
2%5%

Ⅱ-4. 担い手（後継者）
の確保

19%

Ⅱ-6. 防犯に対する対策

48%

29%

9%
0%

7%
7%

Ⅱ-5. 自然災害や火災等
に対する備え

47%

26%

17%

5%0%5%

Ⅱ-7. 文化財の老朽化へ
の対策

17%

26%

29%

14%

9% 5%

Ⅱ-8. 見学者希望者等へ
の対応
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Ⅲ．保存の意向 

Ⅲ－１ 現在と変わらず保存・保管の意向については、「そう思う」「ややそう思う」

を合わせて９３％の方が保存・保管の意向を示している。 

 

 

Ⅲ－２ 地域住民や専門家等の協力のもと実施体制を強化する必要性については、「そ

う思う」「ややそう思う」を合わせて７８％の方が必要性を感じている。 

31%

33%

22%

2%
5%

7%

Ⅱ-9. 保存活用に関する
専門的知識の不足

19%

19%

43%

7%

5%
7%

Ⅱ-10. 文化財の価値に
対する評価が不十分

86%

7%
0%0%5% 2%

Ⅲ-1. 現在と変わらず保存・保管していく

1 そう思う 2 やや思う 3 あまり思わない

4 まったく思わない 5 その他 6 回答無し
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Ⅲ－３ 文化財の状況の記録については、「そう思う」「ややそう思う」を合わせて７６％

の方が必要性を感じている。 

 
 

Ⅲ－４ 文化財の寄贈・寄託については、「そう思う」「ややそう思う」を合わせて２８％

の方が感じている一方で、「あまり思わない」「まったく思わない」が 

５７％を占め、これまで同様に自ら保存や管理をしていきたいという意向が見える。 

52%

26%

17%
0%3%2%

Ⅲ-2.地域住 や専 家などの協 のもと
実施体制を強化する必要がある

1 そう思う 2 やや思う 3 あまり思わない

4 まったく思わない 5 その他 6 回答無し

52%

24%

14%

5% 3%2%

Ⅲ-3. 文化財の現況をきちんと記録したい

1 そう思う 2 やや思う 3 あまり思わない

4 まったく思わない 5 その他 6 回答無し
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Ⅴ．活用に関する意向 

Ⅴ－1 文化財を現在より積極的な活用については、「そう思う」「やや思う」が４８％

の方が活用の意向を示している。 

 活用の方法に関しては、６つの項目に対していずれも高い関心があるように感じられ

る。特に、地域内外の見学者に対する公開についてや、外部への情報発信、学術的な研

究に対する協力、他地域との歴史文化資源との連携など、全般に積極的に取組む意向が

見られる。 

 

 

 

14%

14%

14%43%

10%
5%

Ⅲ-4. 市などに寄贈・寄託したい

1 そう思う 2 やや思う 3 あまり思わない

4 まったく思わない 5 その他 6 回答無し

22%

31%
26%

7%

12%
2%

Ⅳ-2. 地域内外の見学者に
対して

積極的に公開、対応してい
きたい

45%

31%

10%

5%
7% 2%

Ⅳ-3. 地域住 に
積極的に伝えていき

たい
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【有形文化財】 

回答数：２団体 

Ⅰ．文化財の保存活用に関する現在の状況 

Ⅰ－１ 文化財の状態 

 

 

 

 

29%

31%

26%

5%
7% 2%

Ⅳ-4. 地域のまちづ
くり活動等に

文化財を積極的に活
用したい

26%

36%

24%

5%
7% 2%

Ⅳ-5. 地域内外に対
して

積極的に情報発信し
ていきたい

43%

31%

19%

3%2%2%

Ⅳ-6. 学術的な研究
に協力していきたい

33%

36%

17%

5%
7% 2%

Ⅳ-7. 他の地域資源
と連携していきたい
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４ 越前市埋蔵文化財一覧 

 

 

番号 遺跡名 種類 時代 地区 所在地 現況 

1 余田古墳群 古墳 古墳 吉野 余田町 山林 

2 氷坂古墳群 古墳 古墳 吉野 氷坂町 山林 

3 余田遺跡 散布地 弥生～中世 吉野 余田町 水田 

4 氷坂堂田遺跡 散布地 古墳～平安 吉野 氷坂町 水田 

5 片屋古墳群 古墳 古墳 吉野 片屋町 山林 

6 北山古墳群 古墳 古墳 吉野     

7 氷坂高田遺跡 散布地 古墳～平安 吉野 片屋町・氷坂町 水田 

8 安丸官人遺跡 集落跡 弥生～中世 吉野 余田町・本保町 水田 

9 河野館跡 館跡 中世 吉野 本保町 水田 

10 下本保遺跡 散布地 - 吉野 下本保町 水田 

11 愛宕山古墳群 古墳 古墳 吉野 片屋町・余田町・本保町 山林 

12 三日延城跡 城跡 中世 吉野 片屋町 山林 

13 狭間石田遺跡 散布地 奈良・平安 吉野 本保町・片屋町 水田・宅地 

14 家久蟻ノ腰遺跡 散布地 奈良～中世 吉野 家久町 水田・宅地 

15 芝原遺跡 散布地 奈良・平安 吉野 芝原町 水田・宅地 
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16 芝原古墳群 古墳 古墳 吉野 芝原町 宅地 

17 家久遺跡 集落・墓地 奈良～中世 吉野 家久町・芝原町 集落・墓地 

18 烏帽子形遺跡 散布地 平安 吉野 家久町 水田 

19 瓜生助遺跡 散布地 古墳～平安 国高 瓜生町 水田 

20 瓜生館跡 館跡 中世 国高 瓜生町・東瓜生町 水田・宅地 

21 田島屋敷遺跡 散布地 

飛鳥～近世 弥

生・平安 

国高 稲寄町 水田 

22 高木横柳町遺跡 散布地 古墳～平安 国高 高木町 水田・工場 

23 高木番前遺跡 散布地 縄文～中世 国高 高木町 水田 

24 中新庄遺跡 散布地 中世 北新庄 中新庄町 宅地 

25 三ツ屋寄安遺跡   古墳～近世 北新庄     

26 柴田城跡 城跡 中世 北新庄 中新庄町 山林 

27 中新庄古墳群 古墳 古墳 北新庄 中新庄町 山林 

28 曽原梟谷窯跡 窯跡 中世 白山 曽原町 山林 

29 曽原奥早上窯跡 窯跡 平安 白山 曽原町 山林 

30 奥蛇谷窯跡 窯跡 奈良・平安 白山 安養寺町 山林 

31 光明山経塚 経塚 平安 白山 安養寺町 山林 

32 二階堂城跡 城跡 中世 白山 二階堂町 山林 

33 上野城跡 城跡 中世 白山 中野町 山林 

34 下ノ宮遺跡 散布地 - 白山 二階堂町 水田 

35 堀城跡 城跡 中世 白山 堀町 山林・宅地 

36 安戸の天城跡 城跡 中世 白山 安戸町 山林 

37 当ヶ峰遺跡 散布地 - 神山 広瀬町 水田 

38 幸田榎木町遺跡   古墳～近世 吉野     

39 片屋神田遺跡   奈良・平安 吉野     

40 新縄遺跡 散布地 奈良・平安 吉野 片屋町 水田 

41 経ヶ岳遺跡 散布地 - 大虫 北山町 畑地・宅地 

42 船山古墳群 古墳 古墳 大虫 北山町 山林 

43 北山馬正免遺跡 散布地 弥生～平安 大虫 北山町 水田 

44 上平丸遺跡   飛鳥～平安 大虫     

45 下太田遺跡 散布地 古墳 大虫 下太田町 水田 

46 丹生郷遺跡 集落跡 縄文・奈良・平安 大虫 丹生郷町・高森町 水田・宅地 

47 高森遺跡 郡衙 奈良・平安 大虫 高森町 宅地 

48 上太田遺跡 散布地 奈良・平安 大虫 上太田町 水田・宅地 

49 上四目遺跡 集落跡 飛鳥～平安 大虫 上四目町・下大虫町 水田・宅地 
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50 竹安深丸遺跡 散布地 奈良・平安 大虫 

上四目町・下四目町・上大

虫町 

水田 

51 大虫経塚 経塚 中世 大虫 大虫町 山林 

52 大虫城跡 城跡 中世 大虫 大虫町 山林 

53 川井中村遺跡 散布地 弥生～平安 大虫 下大虫町 水田 

54 大虫廃寺跡 寺院 奈良 大虫 大虫町 水田 

55 下大虫角庄遺跡 散布地 縄文～平安 大虫 下大虫町 水田 

56 片山遺跡 散布地 奈良・平安 大虫 下大虫町・下四目町 水田 

57 広瀬片山窯跡 窯跡 奈良・平安 神山 広瀬町 山林 

58 竜神山城跡 城跡 中世 神山 広瀬町 山林 

59 雷神社遺跡 散布地 奈良・平安 神山 広瀬町 山林 

60 宗義館跡 館跡 中世 神山 広瀬町 宅地 

61 広瀬岡之下遺跡 散布地 奈良～中世 神山 広瀬町 宅地・水田 

62 広瀬南田遺跡 散布地 古墳～平安 神山 広瀬町 宅地・水田 

63 広瀬狼谷遺跡 散布地 飛鳥～平安 神山 広瀬町 水田 

64 広瀬窯跡群 窯跡 奈良・平安 神山 広瀬町 山林 

65 池ノ上窯跡群 窯跡 奈良・平安 神山 広瀬町・池ノ上町 山林 

66 池ノ上柳町遺跡 散布地 飛鳥～平安 神山 池ノ上町 水田 

67 岡本山古墳群 古墳 古墳 神山 岡本町 山林 

68 新町遺跡 集落跡 弥生～平安・中世 西・大虫 新町・上太田町 宅地・水田 

69 平出遺跡 集落跡 奈良・平安 西 平出町 宅地・水田 

70 国府遺跡 散布地 奈良・平安 西・東 本多町・国府町・府中町 宅地 

71 深草廃寺跡 寺院 奈良 西 深草町 宅地 

72 金剛院城跡 城跡 中世 西 深草町 宅地 

73 新善光寺城跡 城跡 中世 西 京町 宅地 

74 府中城跡 城跡 中世～近世 東 府中町・幸町 宅地 

75 竜門寺城跡 城跡 中世 西 本町 宅地 

76 東千福遺跡 散布地 古墳～平安 南・西 千福町・高瀬町・沢町 宅地・水田 

77 千福遺跡 散布地 古墳 南 千福町 宅地・水田 

78 千福城跡 城跡 中世 南 千福町 宅地 

79 徳神遺跡 集落跡 平安 南 常久町・松森町・妙法寺町 宅地・水田 

80 向山遺跡 散布地・窯跡 奈良 神山 広瀬町 山林 

81 妙法寺城跡 城跡 中世 南 妙法寺町・千福町 山林 

82 末ノ山窯跡群 窯跡 奈良・平安 神山 池ノ上町 山林 
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83 小泉館跡 館跡 中世 南 妙法寺町 山林 

84 妙法寺遺跡 集落跡 縄文・古墳～中世 

南・王子

保 

妙法寺町・月見町・四朗丸

町 

宅地・水田 

85 妙法寺台遺跡 散布地 奈良・平安 王子保 向陽町 水田 

86 塚原四段田遺跡 散布地 縄文～古墳 王子保 塚原町・白崎町 水田 

87 塚原白崎遺跡 散布地 - 王子保 塚原町・白崎町 宅地 

88 白崎窯跡群 窯跡 奈良・平安 王子保 白崎町 山林 

89 笹生遺跡 散布地 奈良～平安 王子保 白崎町 畑地・荒地 

90 白崎城跡 城跡 中世 王子保 白崎町 畑地 

91 上南畷遺跡 散布地 奈良・平安 王子保 塚原町・白崎町 水田 

92 城屋遺跡 散布地 奈良・平安 王子保 四朗丸町 水田 

93 八幡遺跡 散布地 奈良・平安 王子保 四朗丸町 水田 

94 王子保窯跡群 窯跡 奈良・平安 王子保 四朗丸町・春日野 山林 

95 野中窯跡群 窯跡 奈良・平安 王子保 白崎町 山林 

96 

四朗丸上天狗堂

遺跡 

散布地 奈良～平安 王子保 四朗丸町 宅地・水田 

97 四朗丸石田遺跡 散布地 奈良～中世 王子保 四朗丸町 宅地・水田 

98 今宿遺跡 散布地 奈良～中世 王子保 今宿町 水田 

99 山腰遺跡 散布地 奈良・平安 王子保 今宿町 水田 

100 亀ノ谷遺跡 散布地 奈良・平安 王子保 大塩町 水田 

101 寺ノ山遺跡 散布地 奈良・平安 王子保 大塩町 水田 

102 縄手遺跡 散布地 奈良・平安 王子保 国兼町 水田 

103 国兼遺跡 散布地 縄文～中世 王子保 国兼町 宅地・水田 

104 度々遺跡 - 奈良・平安 王子保 国兼町 水田 

105 矢谷山城跡 城跡 中世 王子保 大塩町・国兼南越前町脇本 山林 

106 村国遺跡 集落跡 弥生～平安 国高 村国町 水田・宅地 

107 長土呂遺跡 散布地 弥生～中世 国高 長土呂町・村国町 水田・宅地 

108 塚京町遺跡 散布地 中世・弥生 国高 高木町 水田 

109 八王子山古墳群 古墳 古墳 国高 押田町 宅地 

110 横市図毘田遺跡 散布地 飛鳥～中世 国高 横市町 水田 

111 村国山古墳群 古墳 古墳 国高 村国町 山林 

112 光善山城跡 城跡 中世 国高 村国町 山林 

113 村国山城跡 城跡 中世 国高 村国町 山林 

114 帆山城跡 城跡 中世 北日野 帆山町 山林 
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115 三味谷墳墓群 墳墓 中世 北日野 帆山町 山林 

116 帆山神社遺跡 祭祀遺跡 - 北日野 帆山町 山林 

117 押田遺跡 散布地 弥生 国高 押田町 宅地 

118 長尾山古墳群 古墳 古墳 国高 押田町 山林 

119 大屋城跡 城跡 中世 北日野 大屋町 山林 

120 大屋古墳群 古墳 古墳 北日野 大屋町 山林 

121 大屋館跡 館跡 中世 北日野 大屋町 宅地 

122 庄横市遺跡 散布地 奈良～近世 国高 横市町・庄町 水田 

123 葛岡大屋遺跡 散布地 縄文～平安 北日野 大屋町・葛岡町 水田 

124 大屋木ノ下遺跡 散布地 奈良・平安 北日野 大屋町 水田 

125 矢船西出口遺跡 散布地 奈良・平安 北日野 矢船町 水田 

126 松鼻城跡 城跡 中世 北日野 向新保町 山林 

127 下大道遺跡 散布地 - 北日野 畑町 水田・宅地 

128 平吹城跡 城跡 中世 王子保 下平吹町 山林 

129 光林坊館跡 館跡 中世 王子保 中平吹町 山林 

130 荒谷大寺跡 寺院 中世 北日野 荒谷町 山林 

131 日野山経塚 経塚 中世 王子保 中平吹町 山林 

132 西谷古墳群 古墳 中世 北日野 小野谷町・西谷町 山林 

133 西谷亀ノ子遺跡 散布地 古墳～平安 北日野 西谷町 水田 

134 戸山氏館跡 経塚 中世 北日野 西谷町 水田 

135 平林太田遺跡 散布地 奈良・平安 北日野 平林町 宅地・水田 

136 庄田前田遺跡 散布地 奈良・平安 北日野 平林町 水田 

137 茶屋遺跡 散布地 弥生～中世 北新庄 杉崎町 水田 

138 岩内山遺跡 古墳・砦跡 古墳・中世 

北新庄・

北日野 

杉崎町・岩内町 山林 

139 真柄館跡 館跡 中世 北新庄 真柄町・馬場町 水田 

140 下真柄宗近遺跡 散布地 古墳～平安 北新庄 下真柄町 水田 

141 新宮山古墳群 古墳 古墳 北新庄 上真柄町 山林 

142 大手遺跡 散布地 - 北日野 大手町 学校 

143 西尾遺跡 散布地 弥生～平安 北日野 西尾町 水田・宅地 

144 西尾二反田遺跡 散布地 奈良～中世 北日野 西尾町 水田 

145 宮谷平野遺跡 散布地 古墳～平安 味真野 宮谷町 水田 

146 大坪遺跡 散布地 - 味真野 宮谷町 水田 

147 宮谷横穴群 横穴 奈良 味真野 宮谷町 山林 

148 宮谷窯跡 窯跡 中世 味真野 宮谷町 山林 
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149 

松田伊勢市木遺

跡 

散布地 奈良～近世 北新庄 北町・三ツ屋町 水田 

150 戸谷遺跡 散布地 弥生～中世 北新庄 戸谷町 水田・宅地 

151 戸谷城跡 城跡 中世 北新庄 戸谷町 山林 

152 戸谷古墳群 古墳 古墳 北新庄 戸谷町 山林 

153 上真柄野大遺跡 散布地 弥生～平安 

味真野・

北新庄 

宮谷町・上真柄町 水田 

154 西尾桜町遺跡 散布地 奈良・平安 北日野 西尾町 水田 

155 真柄畦高遺跡 散布地 奈良・平安 味真野 

上真柄町・北小山町・金屋

町 

水田 

156 杉町遺跡 散布地 縄文～中世 味真野 

五分市町・北小山町・南小

山町 

水田 

157 楢ノ木遺跡 散布地 - 

北日野・

味真野 

西尾町・宮谷町 水田 

158 

上真柄尾鳥場遺

跡 

散布地 - 味真野 上真柄町・宮谷町 宅地・水田 

159 真柄館跡 館跡 中世 味真野 上真柄町 工場・宅地 

160 小丸城跡 城跡 中世 味真野 五分市町 宅地・水田 

161 野々宮廃寺跡 寺院 奈良 味真野 五分市町 畑地 

162 応信寺遺跡 散布地 弥生 味真野 五分市町・消水頭町 宅地 

163 山椋ノ木遺跡 散布地 飛鳥～平安 味真野 

五分市町・池泉町・北小山

町 

水田 

164 小山遺跡 散布地 古墳～平安 味真野 南小山町・余川町 水田・宅地 

165 小山古墳群 古墳 古墳 味真野 北小山町・南小山町 山林 

166 氏家館跡 館跡 中世 

味真野・

岡本 

北小山町・不老町 山林 

167 御前御殿館跡 館跡 中世 味真野 池泉町 宅地 

168 鞍谷御所跡 館跡 中世 味真野 池泉町 工場・寺院 

169 境谷遺跡 散布地 - 味真野 余川町 宅地・水田 

170 池泉横穴群 横穴 奈良 味真野 池泉町 山林 

171 池泉城跡 城跡 中世 味真野 池泉町 山林 

172 武衛山城跡 城跡 中世 味真野   山林 

173 中新庄古墳群 古墳 古墳 北新庄 中新庄町 山林 

174 具城遺跡 散布地 縄文・平安・中世 味真野 桧谷町 畑地 

175 茶臼山古墳群 古墳 古墳 神山 広瀬町   
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176 北府遺跡 散布地 縄文～平安 東 北府 水田等 

177 元町遺跡 散布地 中世～近世 西 元町   

178 大虫片山窯跡 窯跡 奈良 大虫 大虫町 山林 

179 高瀬２丁目遺跡 集落 平安 西 高瀬 公園 

180 大塩向山遺跡 城跡・祭祀 奈良・平安・中世 王子保 大塩町 

山林・水道施

設 

181 赤坂波付遺跡 散布地 弥生～平安･近世 南中山 赤坂町 水田 

182 

赤坂中津山田遺

跡 

散布地 

縄文～古墳･中世･

近世 

南中山 赤坂町 水田･宅地 

183 赤坂樋尻町遺跡 散布地 中世･近世 南中山 赤坂町 水田 

184 新堂深場遺跡 散布地 奈良～近世 南中山 新堂町 水田 

185 永林山古墳群 古墳 古墳 南中山 新堂町 山林 

186 新堂佃町遺跡 散布地 弥生～近世 南中山 新堂町 水田･畑地 

187 赤坂遺跡 散布地 弥生～近世 南中山 赤坂町 水田･宅地 

188 

北中津山桜橋遺

跡 

散布地 弥生･古墳･近世 南中山 北中津山町 水田･畑地 

189 赤坂大田町遺跡 散布地 奈良～近世 南中山 赤坂町 水田･宅地 

190 国中遺跡 散布地 

縄文･弥生･奈良･

平安･近世 

南中山 国中町 水田･宅地 

191 中津山遺跡 散布地 奈良～近世 南中山 中津山町 水田･宅地 

192 

北中津山三十八

社遺跡 

散布地 - 南中山 国中町 山林 

193 国中古墳群 古墳 古墳 南中山 国中町 山林 

194 椿山城跡 城跡 中世 南中山 越前市･鯖江市 山林 

195 行司ヶ岳城跡 城跡 中世 南中山 野岡町 山林 

196 西庄境遺跡 散布地 弥生･古墳･近世 南中山 西庄境町 水田･宅地 

197 

南中津山鴨子遺

跡 

散布地 奈良～近世 南中山 南中津山町 水田 

198 盆山古墳群 古墳 古墳 南中山 赤坂町･東庄境町 山林 

199 東庄境遺跡 散布地 弥生･古墳･近世 南中山 東庄境 

水田･畑地･宅

地 

200 

東庄境堂屋敷遺

跡 

散布地 弥生～近世 南中山 東庄境 水田･畑地 

201 

東庄境相ヶ町遺

跡 

散布地 弥生～近世 南中山 東庄境 水田 
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202 見田京遺跡 散布地 弥生～近世 南中山   水田･畑地 

203 野岡遺跡 散布地 弥生～近世 南中山 野岡町 水田･宅地 

204 山室遺跡 散布地 弥生～近世 南中山 山室町 水田･宅地 

205 

定友遺跡下姥ヶ

谷遺跡 

  弥生～近世 岡本 貞友町   

206 杉尾榎清水遺跡   弥生～近世 岡本 杉尾町   

207 野岡石田遺跡 散布地 中世･近世 南中山 野岡町 水田･宅地 

208 戸板山古墳群 古墳 古墳 南中山 富士見台 山林 

209 山室古墳群 古墳 古墳 南中山 山室町 山林 

210 東庄境金造遺跡 散布地 弥生～近世 南中山 東庄境町 水田･畑地 

211 御城山城跡 城跡 中世 

南中山・

服間 

東庄境町･朽飯町 山林 

212 陣ノ古墳群 古墳 古墳 服間 朽飯町 山林 

213 朽飯遺跡 散布地 奈良～近世 服間 朽飯町 水田･宅地 

214 朽飯滝尻遺跡 散布地 奈良～近世 服間 朽飯町 水田･畑地 

215 藤木鷹田遺跡 散布地 奈良･平安 服間 藤木町 水田･畑地 

216 領家遺跡 散布地 奈良～近世 服間 領家町 水田･宅地 

217 領家古墳群 古墳 古墳 服間 領家町 山林 

218 領家相ノ木遺跡 散布地 弥生～近世 服間 領家町 水田･宅地 

219 領家村下遺跡 散布地 弥生～近世 服間 領家町 水田･宅地 

220 高岡遺跡 散布地 弥生～近世 服間 高岡町 水田･宅地 

221 藤木遺跡 散布地 弥生～近世 服間 藤木町 水田･宅地 

222 銭ヶ花遺跡 散布地 弥生～近世 服間 銭ヶ花 水田･宅地 

223 室谷出水遺跡 散布地 弥生～近世 服間 室谷町 水田 

224 室谷村前遺跡 散布地 奈良～近世 服間 室谷町 水田･宅地 

225 長谷大坪遺跡 散布地 弥生～近世 服間 長谷町 水田･畑地 

226 長谷谷口遺跡 散布地 奈良～近世 服間 長谷町 水田･宅地 

227 

北坂下五段半遺

跡 

散布地 古墳～近世 服間 北坂下町･殿町 水田･宅地 

228 北坂下野瀬遺跡 散布地 

弥生･古墳･中世･

近世 

服間 北坂下町･殿町 水田 

229 藤木古墳群 古墳 古墳 服間 藤木町 山林 

230 東樫尾古墳群 古墳 古墳 服間 東樫尾町 山林 

231 東樫尾小遺跡 散布地 奈良･平安 服間 東樫尾町 水田･畑地 
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232 

東樫尾毘沙門遺

跡 

散布地 

縄文･奈良･平安･

中世･近世 

服間 東樫尾町 水田 

233 波垣遺跡 散布地 奈良～近世 服間 波垣町 水田･宅地 

234 寺地大明前遺跡 散布地 奈良～近世 服間 寺地町 水田･宅地 

235 日向寺地遺跡 散布地 奈良～近世 服間 寺地町 水田･宅地 

236 寺地中ノ森遺跡 散布地 中世･近世 服間 寺地町 水田 

237 寺地下河原遺跡 散布地 弥生～近世 服間 寺地町 水田 

238 寺地遺跡 散布地 奈良～近世 服間 寺地町 水田･宅地 

239 寺地谷川尻遺跡 散布地 

弥生･古墳･中世･

近世 

服間 寺地町 水田 

240 横住西向山遺跡 散布地 奈良･平安･近世 服間 横住町 水田･畑地 

241 横住大田遺跡 散布地 弥生～近世 服間 横住町 水田･宅地 

242 清根穴口遺跡 散布地 奈良･平安･近世 服間 清根町 水田･宅地 

243 清根下替口遺跡 散布地 奈良～近世 服間 清根町 水田 

244 西河内遺跡 散布地 中世･近世 服間 西河内町 水田･宅地 

245 定友遺跡 散布地 弥生～平安･近世 岡本 定友町 水田･宅地 

246 西樫尾古墳群 古墳 古墳   西改組町   

247 西樫尾遺跡 散布地 弥生～近世 粟田部 西樫尾町 水田･宅地 

248 

粟田部二口町遺

跡 

散布地 奈良～近世 粟田部 粟田部町 水田 

249 

粟田上耒耜町遺

跡 

散布地 

弥生･古墳･中世･

近世 

粟田部 粟田部町 水田･宅地 

250 新在家遺跡 散布地 

縄文･古墳･中世･

近世 

岡本 新在家町 畑地･宅地 

251 

粟田部六反田遺

跡 

散布地 奈良～近世 粟田部 粟田部町 畑地･宅地 

252 岩本清水遺跡 散布地 弥生～近世 岡本 岩本町 水田 

253 不老新勢穂遺跡 散布地 弥生～平安 岡本 不老町 畑地･水田 

254 不老流田遺跡 散布地 古墳 岡本 不老町 畑地･宅地 

255 岩上神社古墳 古墳 古墳 岡本 新在家町 神社 

256 不老古墳群 古墳 古墳 岡本 不老町 山林 

257 仙源山横穴群 横穴 古墳 岡本 不老町 山林 

258 氏家城跡 城跡 中世 

岡本・味

真野 

不老町、北小山町 山林 
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259 茶臼山城跡 城跡 中世 

岡本・味

真野 

不老町、南小山町 山林 

260 亀子山古墳群 古墳 古墳 岡本 定友町 山林 

261 杉尾古墳群 古墳 古墳 岡本 杉尾町 山林 

262 大滝城跡 城跡 中世 岡本 大滝町 山林 

263 城の越城跡 城跡 中世 岡本 大滝町 山林 

264 杉尾下向田遺跡 散布地 弥生～近世 岡本 杉尾町 水田･畑地 

265 杉尾銚子口遺跡 散布地 縄文～中世 岡本 杉尾町 水田･畑地 

266 杉尾遺跡 散布地 弥生～近世 岡本 杉尾町 水田･畑地 

267 杉尾屯ヶ市遺跡 散布地 弥生～近世 岡本 杉尾町 水田･宅地 

268 杉尾上乗道遺跡 散布地 弥生～平安･近世 岡本 杉尾町 水田･宅地 

269 杉尾壁山遺跡 散布地 弥生～近世 岡本 杉尾町 水田･畑地 

270 轟井西月遺跡 散布地 縄文･中世･近世 岡本 轟井町 水田･畑地 

271 轟井上ノ木遺跡 散布地 奈良～近世 岡本 轟井町 水田･畑地 

272 轟井太郎丸遺跡 散布地 奈良～近世 岡本 轟井町 水田･畑地 

273 大平遺跡 散布地 奈良～近世 岡本 大平町 水田･畑地 

274 大平瀬内遺跡 散布地 弥生･奈良･平安 岡本 大平町 水田･畑地 

275 島･長五遺跡 散布地 縄文～近世 岡本 島町･長五町 水田･宅地 

276 八石遺跡 散布地 奈良･中世･近世 岡本 八石町 水田･宅地 

277 八石月見遺跡 散布地 - 岡本 八石町 山林 

278 中印遺跡 散布地 - 岡本 中印町 水田･宅地 

279 中印幟立遺跡 散布地 弥生～平安･近世 岡本 別印町 水田･宅地 

280 中印西屋敷遺跡 散布地 奈良～中世 岡本 別印町 水田･畑地 

281 南坂下遺跡 散布地 中世･近世 岡本 南坂下町 水田･宅地 

282 王ノ木城跡 城跡 中世･近世 岡本 轟井町 山林 

283 赤谷坂ノ本遺跡 散布地 弥生～中世 服間 赤谷町 水田 

284 赤谷遺跡 散布地 - 服間 赤谷町 水田 

285 水間江添遺跡 散布地 奈良～中世 服間 水間町 水田･畑地 

286 柳遺跡 散布地 中世･近世 服間 柳元町 水田･宅地 

287 市野々遺跡 散布地 弥生～近世 服間 市野々町 水田･宅地 

288 横枕遺跡 集落 弥生 粟田部 粟田部町 宅地 

289 小柳遺跡 集落 卯月 粟田部 粟田部町 宅地 

290 松明山古墳群 古墳 古墳 南中山 赤坂町、東庄境町 山林 

291 

広瀬戸谷口野遺

跡 

散布地 奈良・平安・中世 神山 広瀬町 水田 
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292 漆原古墳群 古墳 古墳   鯖江市漆原町・上野田町 山林 

293 定次遺跡 散布地 奈良・平安   鯖江市五郎丸町・定次町 水田 

294 東山古墳群 古墳 古墳   鯖江市川島町 山林 

295 小山古墳群 古墳 古墳   鯖江市川島町 山林 

296 川島数寺遺跡 散布地 -   鯖江市川島町 水田 

297 八幡山古墳群 古墳 古墳 南中山 

鯖江市別司町・越前市東庄

境 

山林 

298 京町３丁目遺跡 集落 平安～近世 西 京町３丁目 宅地 

299 小野遺跡 集落 中世 白山 小野町 旧宅地 

300 小野平等遺跡 その他の墓 中世 白山 小野町 竹林 

 

 

６ 未指定文化財一覧 

番号 文化財名称 文化財種別 所在地  地区 時代 

1 道口の石碑 歴史資料 市 東   

2 府中城跡石碑 歴史資料 市 東   

3 料亭泉風 建造物 個人 東 明治 25～昭和 5 

4 木造 千手観音立像 彫刻 住吉町 帆山寺 東 南北朝～室町 

5 花鳥唐子図団扇 工芸 住吉町 帆山寺 東 江戸 

6 「天保飢饉禄」 歴史資料 個人 東 江戸（天保 9） 

7 旧料亭春駒 建造物 市 東 大正 7 

8 木造 奥村良筑像 彫刻 個人 東 江戸 

9 

墨書土器「足羽」「国寺」「大

寺」「国大寺」「敦」「寺炊」

「佐味」等 

考古資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 奈良～平安 

10 円面硯（王子保窯跡群出土） 考古資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 奈良 

11 石帯（巡方）（村国遺跡出土） 考古資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 平安 

12 武生古写真 蓬莱町通り 歴史資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 昭和 30 年代 

13 武生古写真 総社前通り 歴史資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 昭和 31 年代 

14 

小銅鐸・土器（瓜生助道遺跡出

土） 

考古資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 弥生 

15 須恵器 高坏（岡本山古墳出土） 考古資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 古墳中期 

16 須恵器 甕（愛宕山古墳出土） 考古資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 古墳中期 
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17 

鞘尻金具・土器（茶臼山古墳出

土） 

考古資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 古墳中～後期 

18 軒丸瓦（深草廃寺出土） 考古資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 白鳳 

19 軒丸瓦（野々宮廃寺出土） 考古資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 白鳳 

20 軒瓦（大虫廃寺出土） 考古資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 白鳳～奈良 

21 平瓦（府中城跡Ｂ地点出土） 考古資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 奈良 

22  仏片（王子保窯跡群出土） 考古資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 白鳳 

23 平瓦・須恵器片（片山窯跡出土） 考古資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東 白鳳 

24 札の辻 史跡 蓬莱町 武生公会堂記念館 東   

25 府中城跡Ｂ地点 史跡 市 東 奈良～江戸 

26 府中城跡Ｈ地点の石垣 考古資料 市 東 桃山～江戸 

27 

武生東尋常高等小学校創立 70 周

年記念写真絵葉書 

歴史資料 国府 武生東小学校 東 1940 年頃 

28 武生東小学校沿革史 歴史資料 国府 武生東小学校 東   

29 デキ三（電車） 歴史資料 北府 福井鉄道株式会社 東   

30 木造 本多富正像 彫刻 本多 藤垣神社 西 江戸 

31 卍が辻 史跡 本町 西   

32 伊勢大神楽 無形民俗文化財 本町 大宝寺 西   

33 タンス町 史跡   西   

34 日像上人曼荼羅本尊 絵画 元町 経王寺 西 鎌倉～南北朝 

35 余川邸 建造物 個人 西 江戸 

36 祭礼米銭注文 歴史資料 京町 総社大神宮 西 室町 

37 総社縁起 歴史資料 京町 総社大神宮 西 江戸（寛文 5） 

38 忠魂堂 建造物 京町 総社大神宮 西 昭和 11 

39 総社大神宮本殿・拝殿 建造物 京町 総社大神宮 西 大正 15 

40 帳箪笥 工芸 個人 西 江戸（文化 4,5） 

41 須弥壇 工芸 京町 正覚寺 西 江戸後期 

42 井戸（千代鶴池） 史跡 京町 千代鶴神社 西   

43 真盛上人絵伝 絵画 京町 引接寺 西 江戸（慶安 2） 

44 赤瓦（太子堂） 歴史資料 平和町 聖徳太子堂 西 江戸末期～明治 

45 前田利家父母の供養塔 歴史資料 高瀬 宝円寺 西   

46 「慷慨新誌」 歴史資料 高瀬 越前市中央図書館 西 明治 

47 「福井新聞」 歴史資料 高瀬 越前市中央図書館 西   

48 「武生郷友会誌」 歴史資料 高瀬 越前市中央図書館 西 明治 23 
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49 本多家墓所 史跡 深草 龍泉寺 西 江戸 

50 「伝光録」 歴史資料 深草 龍泉寺 西 江戸 

51 西南戦死碑 歴史資料 深草 龍泉寺 西 明治 10 

52 深草廃寺跡 史跡 深草 龍泉寺ほか 西 白鳳 

53 深草忠霊塔 歴史資料 市 西 明治 16 

54 銅造 阿弥陀如来坐像 彫刻 南 月光寺 南 江戸後期 

55 日露戦争戦勝記念忠霊地蔵尊 彫刻 南 窓安寺 南 明治 

56 山門の軒桟瓦 歴史資料 南 窓安寺 南   

57 愛山荘 建造物 個人 南 大正 5～昭和 17 

58 供養塔 建造物   南 江戸 

59 工藤打刃物工場 建造物 個人 南 明治初期 

60 鎌絵馬 歴史資料 あおば町 北野神社天満宮 南 明治 24 

61 木造 聖徳太子立像 彫刻 あおば町 円宮寺 南 室町 

62 甑口釜 歴史資料 個人 南 江戸 

63 木造 如意輪観音坐像 彫刻 御幸町 中挾観音堂 南 室町 

64 紫式部公園 名勝 市 南   

65 紫式部像 彫刻 市 南   

66 釣殿 名勝 市 南   

67 金燈籠 歴史資料 越前市 南   

68 一里塚跡 地蔵堂 建造物 今宿町 南   

69 御嶽講の石灯籠 歴史資料 個人 南 江戸（安永年間） 

70 岡本山古墳群 史跡 個人 神山 古墳中期 

71 赤瓦（本堂・鐘楼） 歴史資料 広瀬町 教善寺 神山 江戸後期 

72 

越前鎌（伊賀型・三日月型・地

鎌） 

歴史資料 池ノ上町 刃物の里 神山 昭和 

73 条里地割の残る現在の本保町 史跡 本保町 吉野   

74 「酉日記」 歴史資料 本保町 吉野 江戸（天保 8） 

75 愛宕山古墳群 史跡 個人 吉野 古墳中期 

76 安丸官人遺跡 史跡 個人 吉野 奈良～平安 

77 余田町のアイノコト 無形民俗文化財 余田町 吉野   

78 余田町飛行場跡 史跡 個人 吉野 昭和 

79 柳原一里塚跡石碑 歴史資料 家久町 吉野 昭和 50 

80 日野川鉄橋 建造物 越前市 吉野、国高 明治 29・昭和 36 

81 旧帆山寺跡 史跡 個人 国高   
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82 旧山口家別荘 建造物 個人 国高 昭和 10 

83 坐漁庵 建造物 個人 国高 昭和 5 

84 旧絹 小学校校舎 建造物 個人 国高 明治 12 

85 村国遺跡 史跡 個人 国高 古墳～平安 

86 モハ１６１－１（電車） 歴史資料 ＭＫ鉄道資料館 国高 昭和 8 

87 芹川家茶室 建造物 個人 国高 昭和 3 

88 大覚妙実曼荼羅本尊 絵画 稲寄町 妙稲寺 国高 南北朝（貞和 3） 

89 瓜生助道遺跡 史跡 市 国高 弥生 

90 題目塔 建造物 高木町 泉久寺 国高 江戸（安永 5） 

91 片山窯跡 史跡 個人 大虫 白鳳 

92 高森遺跡 史跡 個人 大虫 奈良～平安 

93 丹生郷遺跡 史跡 個人 大虫 奈良～平安 

94 井伊家住宅 建造物 個人 坂口 昭和 9 

95 王子保窯跡群 史跡 個人 王子保 白鳳～奈良 

96 春日野隧道 史跡 市・南越前町 王子保 明治 19 

97 山腰遺跡 史跡 個人 王子保 奈良 

98 木造 天神および随身坐像 彫刻 今宿町 妙勧寺 王子保 江戸 

99 日蓮聖人書状 書籍 今宿町 妙勧寺 王子保 鎌倉 

100 須弥壇の諸仏 彫刻 今宿町 妙勧寺 王子保 桃山～江戸 

101 七面堂 建造物 今宿町 妙勧寺 王子保   

102 鎌絵馬 歴史資料 国兼町 大塩八幡宮 王子保 明治 2 

103 往還一里塚跡石碑 歴史資料 国兼町 王子保   

104 大塩向山遺跡 史跡 個人 王子保 奈良～平安 

105 掟光寺城跡・庭園 史跡 中平吹町 掟光寺 王子保 室町末期～江戸 

106 題目塔 歴史資料 中平吹町 掟光寺 王子保 江戸（寛保元） 

107 木造 阿弥陀如来立像 彫刻 中新庄町 放光寺 北新庄 鎌倉初期 

108 帆山神社の旧社地 史跡 個人 北日野 平安～明治 

109 螢山禅師顕彰碑 歴史資料 個人 北日野   

110 帆山町の隧道 史跡 越前市 北日野 昭和 22 

111 

日野川右岸に残る岩刎に使われた

岩 

史跡   北日野 江戸 

112 岩刎の碑 歴史資料   北日野   

113 文政十年の絵図 歴史資料 個人 北日野 江戸（文政 10） 
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114 

平林町の田の神とオトナゴト（長

事） 

無形民俗文化財 平林町 北日野   

115 御嶽講の石灯籠 建造物 個人 北日野 江戸（安政 5） 

116 白山神社本殿・拝殿 建造物 大屋 白山神社 北日野 大正 3・昭和 9 

117 

木造 阿弥陀如来立像（霊泉寺大

仏） 

彫刻 池泉町 霊泉寺 味真野 明治 

118 赤瓦（山門） 歴史資料 池泉町 霊泉寺 味真野 江戸後期 

119 五皇神社本殿・拝殿 建造物 

文室町 五皇神社 

味真野 

江戸末期～ 

明治前期 

120 旧積善寺跡 史跡 個人 味真野 室町 

121 石剣 考古資料 五分市町 応信寺 味真野 弥生 

122 御嶽講の石灯籠 建造物 個人 味真野 江戸（弘化 4） 

123 赤瓦（山門） 歴史資料 五分市町 功徳寺 味真野 江戸後期 

124 絹本著色 名体不離図 絵画 清水頭町 毫摂寺 味真野 室町 

125 毫摂寺鐘楼 建造物 清水頭町 毫摂寺 味真野 明治 

126 毫摂寺御影堂 建造物 清水頭町 毫摂寺 味真野 明治 

127 毫摂寺阿弥陀堂 建造物 清水頭町 毫摂寺 味真野 明治 

128 治左川 名勝   味真野   

129 宮谷窯跡 史跡 個人 味真野 白鳳 

130 解雷ヶ清水 名勝   白山   

131 光明山経塚 史跡 

安養寺町 

武生公会堂記念館 

白山 平安 

132 岡太の市祭り（小判買い） 無形民俗文化財 

岡太神社 岡太神社敬成会 

粟田部壮年会 

粟田部   

133 渓流嚥虎図 岸駒筆 書籍 個人 粟田部 江戸後期 

134 比翼孔雀図 岸駒筆 書籍 個人 粟田部 江戸後期 

135 硯 銘麟諦 歴史資料 個人 粟田部 江戸後期 

136 銅龍耳仙人筆立 歴史資料 個人 粟田部 江戸後期 

137 銅六角筆洗 歴史資料 個人 粟田部 江戸後期 

138 六字名号 真盛上人筆 書籍 粟田部町 栗生寺 粟田部 室町 

139 本阿弥光悦書状 書籍 粟田部町 感応寺 粟田部 江戸 

140 絹本著色 宝塔曼荼羅 絵画 粟田部町 感応寺 粟田部 室町 

141 親鸞聖人絵伝 絵画 粟田部町 善玖寺 粟田部 江戸 

142 大瀧城跡 史跡 大滝町 大瀧神社 岡本 南北朝～室町 
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143 大瀧寺跡 史跡 大滝町 岡本   

144 大徳山大瀧寺図 歴史資料 大滝町 大瀧神社 岡本   

145 九字名号 書籍 大滝町 円成寺 岡本 室町 

146 三田村家延享三年指図 歴史資料 個人 岡本 江戸（延享 3）  

147 川崎鶴見川蒸気車之図 歴史資料 個人 岡本 明治 

148 「他阿上人法語」 書籍 岩本町 成願寺 岡本 江戸（安永 7） 

149 おいな念仏 無形民俗文化財 岩本町 成願寺 岡本   

150 銅双盤 工芸 岩本町 成願寺 岡本 江戸 

151 出世地蔵 工芸 個人 岡本 江戸 

152 車箪笥 工芸 個人 岡本 江戸（文政 2） 

153 粟田部全図 歴史資料 越前市教育委員会 岡本 明治 35 

154 三田村家文書 歴史資料 越前市教育委員会 岡本   

155 粟田部町役場文書 歴史資料 越前市教育委員会 岡本   

156 「南越花筐会誌」 歴史資料 越前市今立図書館 岡本 大正元～昭和 18 

157 嶋廉太郎肖像 歴史資料 越前市今立図書館 岡本   

158 旧西野製紙所 建造物 個人 岡本   

159 獅子返し 無形民俗文化財 各町内 南中山   

160 松明山古墳群 史跡 個人 南中山 古墳前期 

161 惣田正月十七日講（ゴボウ講） 無形民俗文化財 国中町 南中山   

162 三十八社遺跡 史跡 個人 南中山 平安～室町 

163 金銅薬師如来懸仏 彫刻 個人 南中山 室町 

164 本造 釈迦如来立像・背負子 彫刻 中津山町 妙弓寺 南中山 室町 

165 伝高源寺跡 史跡 個人 南中山 平安～室町 

166 服間地区のオネントウ 無形民俗文化財 各町内 服間   

167 上坂家住宅 建造物 個人 服間   

168 藍地格子模様葵紋付熨斗目 歴史資料 個人 服間 江戸 

169 青緑絨地桔梗紋付羽織 歴史資料 個人 服間 江戸 

170 漆掻き道具 歴史資料 もやいの郷 服間   

171 鎌商いの年李の中身 歴史資料 個人 服間   

172 室谷廃寺跡 史跡 個人 服間 奈良 

173 「越前国大税帳」（正倉院文書） 歴史資料 

奈良県 宮内庁書陵部 正倉

院事務所 

市外 奈良（天平 3） 

174 

墨書土器「国府」（山腰遺跡出

土） 

考古資料 

福井県 福井県埋蔵文化財調

査センター 

市外 平安 
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175 大唐内典録 巻十 歴史資料 東京都 根津美術館 市外 

奈良（天平勝宝

7） 

176 横山大観書簡 書籍 福井県 福井県立美術館 市外 大正 15 

177 旧蓑輪家住宅 建造物 福井県 おさごえ民家園 市外 江戸後期 

178 織田信長書状 書籍 

石川県 金沢市立多摩川図書

館 

市外 安土桃山 

179 鉄製水煙片（室谷廃寺出土） 考古資料 福井県 福井県立歴史博物館 市外 奈良 

180 登戸研究所で印刷された偽造法弊 歴史資料 

神奈川県 明治大学平和教育

登戸研究所資料館 

市外 昭和 

181 鬼ケ嶽の火祭り 無形民俗文化財 大虫地区壮年会 大虫   

182 大虫の滝 名勝 個人 大虫   

183 大虫神社の石神の湧水 名勝 大虫町 大虫神社 大虫   

184 力士の墓 歴史資料 大虫町 大虫   

185 戊辰戦争碑 歴史資料 上四目町 大虫   

186 月照寺 建造物 下四目町 大虫   

187 高森陣屋跡 史跡 高森町 大虫   

188 弘法大師堂の火祭り 無形民俗文化財 三ツ俣町 大虫   

189 横根寺と観音霊水 名勝 横根町 大虫   

190 船山古墳群 史跡 北山 大虫   

191 石切場 史跡 北山町 大虫   

192 吉野瀬川堤防の桜並木 天然記念物 上太田町、下太田町 大虫   

193 田之神地蔵尊 彫刻 平林町 北日野   

194 宮座十人衆 無形民俗文化財 平林町 北日野   

195 防空壕 史跡 平林町 北日野   

196 お地蔵様 彫刻 平林町 北日野   

197 立地蔵 彫刻 大手町 北日野   

198 左義長 無形民俗文化財 大手町 北日野   

199 三部経塚 史跡 大手町 北日野   

200 地蔵祭り 無形民俗文化財 岩内町 北日野   

201 矢船小松・読みカルタ 歴史資料 岩内町 北日野   

202 円座太鼓 歴史資料 岩内町 北日野   

203 大塩山城 史跡 国兼町 王子保 中世 

204 佐々生光林坊の館跡 史跡 中平吹町 王子保 中世 

205 亀ケ淵の石碑 歴史資料 四郎丸町 王子保 室町 
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206 一本杉とお堂 建造物 国兼町 王子保 江戸 

207 旧王子保村役場前の道しるべ 歴史資料 四郎丸町 王子保 明治 

208 塩の道 史跡 瓜生野 王子保   

209 妙覚寺 建造物 上小松町 王子保   

210 疱瘡神社（笠神社） 建造物 大塩町 王子保   

211 斗布神社 建造物 白崎町 王子保   

212 盛景寺 建造物 春日野町 王子保   

213 円道坊（えんどろぼっさん） 歴史資料 白崎町 王子保   

214 日野神社 建造物 中平吹町 王子保   

215 白崎陣屋跡 史跡 白崎町 王子保 近世 

216 妙勧寺 建造物 今宿町 王子保   

217 薬師堂 建造物 氷坂町 吉野   

218 氷坂隧道 史跡 氷坂町 吉野   

219 三輪神社御址 史跡 余田町 吉野   

220 本保陣屋跡 史跡 本保町 吉野 江戸 

221 萬霊塔 歴史資料 本保町 吉野 江戸 

222 青木嘉七君の碑 歴史資料 片屋町 吉野 昭和 

223 住吉霊水と地蔵尊 歴史資料 片屋町 吉野   

224 番匠永宮達矩の碑 歴史資料 氷坂町 吉野   

225 地区内の徳本碑 歴史資料 余田町、芝原、 吉野   

226 畷の天狗の石祠 歴史資料 家久町 吉野   

227 木村先生の墓（寺子屋） 歴史資料 家久町 吉野   

228 柳原の船たまり跡 史跡 家久町 吉野   

229 曲がり淵跡 史跡 芝原 吉野   

230 橘暁覧の歌（当該地を詠んだ歌） 書籍 芝原 吉野   

231 清役記念碑 歴史資料 芝原 吉野   

232 種月庵の跡 史跡 芝原 吉野   

233 飯部磐座神社の巨石 歴史資料 芝原 吉野   

234 泉久寺の疱瘡神 歴史資料 高木町 泉久寺 国高   

235 泉久寺の雨ごいの竜 歴史資料 高木町 泉久寺 七面堂 国高   

236 泉久寺の鰐口 歴史資料 高木町 泉久寺 国高   

237 妙稲寺の虫払式 無形民俗文化財 稲寄町 妙稲寺 国高   

238 表の地蔵堂 建造物 村国 国高   

239 堂の前の地蔵堂 建造物 村国 国高   
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240 芦山公園 名勝 村国 国高   

241 一字一石塔 歴史資料 横市町 国高   

242 鼻欠地蔵 歴史資料 高木町 国高   

243 榎木塚 歴史資料 高木町 国高   

244 五智如来堂 建造物 瓜生町 国高   

245 古代帆山寺 建造物 住吉町 帆山寺 北日野   

246 形見のサクラ 天然記念物 住吉町 帆山寺 北日野   

247 文室鉱山 史跡 個人 味真野   

248 入谷の化石の谷 史跡   味真野   

249 中居の機織り石 歴史資料   味真野   

250 真柄十郎左衛門と一族の墓 歴史資料   味真野   

251 蓑脇の方解石 天然記念物   味真野   

252 桧尾谷の七重塔 歴史資料   味真野   

253 のゑ女 歴史資料   味真野   

254 味真野茶 歴史資料   味真野   

255 蓑脇の風孔 史跡   味真野   

256 大山咋神社の横穴 史跡   味真野   

257 広瀬・池の上の窯跡群 史跡   神山   

258 安証寺と出目家 建造物 妙法寺町 安証寺 神山   

259 宗儀屋敷跡（広瀬町） 史跡 広瀬町 神山   

260 三十六歌仙図絵馬 絵画 大滝町 大滝神社 岡本   

261 鉄造如来形立像 彫刻 北坂下町 高善寺 服間   

262 石造地蔵菩薩立像 彫刻 赤坂町 三島神社 南中山   

263 鰐口 工芸 寺地 薬師堂 服間   

264 鉄製鐙残欠 考古資料 大滝町 大滝神社 岡本   

265 東樫尾遺跡出土 磨製石斧 考古資料 野岡町 南越中学校 花筐   

266 新堂出土 磨製石斧 考古資料 新堂町 永林寺 南中山   

267 天保供養塔墓 歴史資料 野岡町 花筐   

268 天保供養塔墓 歴史資料 柳元町 服間   

269 柳の滝 名勝 柳元町 服間   

270 壇紙 工芸 大滝 岡本   

271 カワソサン 無形民俗文化財 五箇地区 岡本   

272 オカンガリ 無形民俗文化財 不老町 岡本   

273 皇子が池 名勝 粟田部 花筐   
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274 蓬莱祀図屏風 絵画 粟田部 花筐   

275 法徳寺の地獄図 絵画 大滝町 法徳寺 岡本   

276 土生彰墓 歴史資料 京町 正覚寺 西   

277 土生彰記念碑 歴史資料 中平吹町 王子保   

278 土生忠墓 歴史資料 京町 正覚寺 西   

279 堀江徳山碑 歴史資料 本多 藤垣神社 東   

280 津田吉三郎碑 歴史資料 本多 御霊神社 東   

281 内田耕雨碑 歴史資料 深草 龍泉寺 西   

282 山本甚右衛門碑 歴史資料 京町 総社大神宮 西   

283 千代鶴池碑 歴史資料 京町 西   

284 中西吉之進碑 歴史資料 京町 引接寺 西   

285 水屋長三郎碑 歴史資料 深草 龍泉寺 西   

286 松井耕雪碑 歴史資料 深草 龍泉寺 西   

287 友松松村碑 歴史資料 深草 龍泉寺 西   

288 河島漣三碑 歴史資料 深草 龍泉寺 西   

289 本多鼎介墓 歴史資料 深草 金剛院 西   

290 三田村甚三郎墓 歴史資料 武生柳町 養徳寺 南   

291 鎌之碑 歴史資料 深草 龍泉寺 西   

292 内藤万伍兵碑 歴史資料 平出町 西   

293 千代鶴国光墓 歴史資料 武生柳町 養徳寺 南   

294 小泉仁太夫碑 歴史資料 若竹町 神明神社（上総社） 南   

295 山本甚右衛門墓 歴史資料 広瀬町 光徳寺 神山   

296 大柳庚園墓 歴史資料 国府 本興寺 東   

297 河野荘洲墓 歴史資料 京町 引接寺 西   

298 本多精一墓 歴史資料 深草 金剛院 西   

299 伊藤多羅墓 歴史資料 元町 円徳寺 西   

300 一渓八木翁碑 歴史資料 本町 妙高寺 西   

301 坂野梅圃墓（大屋） 歴史資料 大屋町 北日野   

302 山室忠行碑 歴史資料 清水頭町 毫摂寺 味真野   

303 建学記念碑 歴史資料 蓬莱町 武生公会堂記念館 東   

304 大柳春華墓 歴史資料 国府 本興寺 東   

305 渡辺洪基生誕地標 歴史資料 京町 西   

306 沖薊斎墓 歴史資料 本町 陽願寺 西   

307 上田先生碑 歴史資料 本町 陽願寺 西   
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308 田中希伊墓 歴史資料 深草 龍泉寺 西   

309 酒井松渓碑 歴史資料 平和町 聖徳太子堂 西   

310 松本源太郎墓 歴史資料 高瀬 宝円寺 西   

311 曽我東涯碑 歴史資料 沢町 妙行寺 西   

312 谷口蕉陰墓 歴史資料 稲寄町 妙稲寺 国高   

313 五十嵐魯庵墓 歴史資料 清水頭町 毫摂寺 味真野   

314 三井養安墓 歴史資料 国府 本興寺 東   

315 斉藤策順墓 歴史資料 京町 正覚寺 西   

316 生駒耕雲墓 歴史資料 京町 引接寺 西   

317 田中適所墓 歴史資料 深草 龍泉寺 西   

318 山本良元墓 歴史資料 平和町 久成寺 西   

319 渡辺靜庵墓 歴史資料 武生柳町 養徳寺 南   

320 如竹庵宗之碑 歴史資料 本町 龍門寺 西   

321 佐野先生碑 歴史資料 本町 龍門寺 西   

322 出目満照遺跡碑 歴史資料 神明町 南   

323 松月堂碑 歴史資料 あおば町 称名寺 南   

324 河野菱渚墓 歴史資料 本保町 墓地 吉野   

325 真盛上人墓 歴史資料 京町 引接寺 西   

326 熊川辰左エ門墓 歴史資料 深草 龍泉寺 西   

327 日済和尚墓徳碑 歴史資料 本町 妙高寺 西   

328 蓮如上人像 彫刻 若竹町 福願寺 南   

329 至成院如々石塔 歴史資料 畑町 妙永寺 北日野   

330 竹内勝郷大雲譲追哀碑 歴史資料 本多 藤垣神社 東   

331 本多富正墓 歴史資料 深草 龍泉寺 西   

332 成仁碑 歴史資料 深草 龍泉寺 西   

333 青木俊矩墓 歴史資料 深草 金剛院 西   

334 松本晩翠墓 歴史資料 高瀬 宝円寺 西   

335 手塚太郎光盛墓 歴史資料 本町 大宝寺 西   

336 加藤源右エ門尉墓 歴史資料 本町 大宝寺 西   

337 小柳太郎左エ門墓 歴史資料 横市町 照明寺 国高   

338 佐々生光林坊墓 歴史資料 中平吹町 清光寺 王子保   

339 真柄十郎左エ門墓 歴史資料 宮谷町 興徳寺 味真野   

340 滝川一益墓 歴史資料 池泉町 霊泉寺 味真野   

341 北村紀恩碑 歴史資料 神明神社 北新庄   
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342 岩壁念仏銘 歴史資料 向新保町 北日野   

343 松ヶ鼻用水記念碑 歴史資料 畑町 北日野   

344 施無畏碑 歴史資料 高瀬 宝円寺 西   

345 天保飢饉供養塔 歴史資料 春日野町 王子保   

346 忠魂碑 歴史資料 国府 稲荷神社 東   

347 西南戦死碑 歴史資料 国府 稲荷神社 東   

348 東宮行啓記念碑 歴史資料 北府 個人 東   

349 行在所記念碑 歴史資料 京町 引接寺 西   

350 日露戦争戦勝記念忠霊地蔵尊 歴史資料 南 窓安寺 南   

351 題目塔 歴史資料 沢町 妙行寺 西   

352 題目塔 歴史資料 元町 西   

353 題目塔 歴史資料 行松町 南   

354 題目塔 歴史資料 本保町 吉野   

355 福井鉄道２００系車両 歴史資料 福井鉄道株式会社 西   

356 旧小学校白山分校 歴史的建造物 安養寺町 白山   

357 N 家住宅 歴史的建造物 小杉町 白山   

358 八幡神社 本殿 歴史的建造物 小杉町 白山   

359 H 家住宅 歴史的建造物 牧町 白山   

360 T 家住宅 歴史的建造物 若須町 白山   

361 春日神社 本殿 歴史的建造物 黒川町 白山   

362 某家住宅 歴史的建造物 菖蒲谷町 白山   

363 酒列神社 本殿 歴史的建造物 米口町 白山   

364 酒列神社 拝殿 歴史的建造物 米口町 白山   

365 日吉神社 本殿 歴史的建造物 丸岡町 白山   

366 日吉神社 拝殿 歴史的建造物 丸岡町 白山 明治期 

367 八幡神社 本殿 歴史的建造物 勾当原町 坂口 大正２年か 

368 還相寺 歴史的建造物 勾当原町 坂口   

369 K 家住宅 歴史的建造物 下中津原町 坂口   

370 神明神社 本殿 歴史的建造物 下中津原町 坂口   

371 神明神社 拝殿 歴史的建造物 下中津原町 坂口   

372 徳泉寺 本堂 歴史的建造物 下津原町 坂口   

373 伊井家住宅 歴史的建造物 下中津原町 坂口 昭和９年 

374 桧御殿 歴史的建造物 氷坂町 吉野   

375 少名彦神社 本殿 歴史的建造物 丹生郷町 大虫   
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376 大虫神社 本殿 歴史的建造物 大虫町 大虫   

377 瑞洞院 本堂 歴史的建造物 大虫町 大虫   

378 T 家住宅 歴史的建造物 大虫町 大虫   

379 雷神社 本殿 歴史的建造物 広瀬町 神山   

380 雷神社 拝殿 歴史的建造物 広瀬町 神山   

381 旧本保陣屋本陣御用達 歴史的建造物 広瀬町 神山 明治 

382 上広瀬公民館 歴史的建造物 広瀬町 神山   

383 JA 石倉倉庫 歴史的建造物 広瀬町 神山   

384 T 家住宅 歴史的建造物 広瀬町 神山   

385 N 家住宅 歴史的建造物 広瀬町 神山   

386 N 家住宅 歴史的建造物 池ノ上町 神山   

387 春日神社 本殿 歴史的建造物 池ノ上町 神山   

388 Y 家住宅 歴史的建造物 家久町 吉野   

389 本承寺 本堂 歴史的建造物 家久町 吉野   

390 T 酒造 歴史的建造物 家久町 吉野   

391 旧加藤製紙場事務所 主屋 歴史的建造物 北府 東 大正期 

392 旧加藤製紙場事務所 長屋門 歴史的建造物 北府 東 明治３９年 

393 I 家住宅 歴史的建造物 平出 西 昭和元年 

394 藤垣神社 本殿 歴史的建造物 本多 西   

395 M 鮮魚店 歴史的建造物 本多 西   

396 Y 家住宅 歴史的建造物 国府 東   

397 S 呉服店 歴史的建造物 国府 東 明治初期 

398 稲荷神社 本殿 歴史的建造物 国府 東   

399 稲荷神社 拝殿 歴史的建造物 国府 東   

400 A 家住宅 歴史的建造物 国府 東   

401 本興寺 本堂 歴史的建造物 国府 東   

402 U 興業 歴史的建造物 府中 東   

403 S 家住宅 歴史的建造物 府中 東   

404 長屋群 歴史的建造物 府中 東   

405 旧三室稜子家住宅 歴史的建造物 府中 東   

406 S 家住宅 歴史的建造物 府中 東   

407 I 家住宅 歴史的建造物 府中 東   

408 M 家住宅 歴史的建造物 府中 東 大正１０年 

409 N 酒店 歴史的建造物 深草 西   

410 紋付屋餅店 歴史的建造物 深草 西   
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411 龍泉寺 本堂 歴史的建造物 深草 西   

412 K 家住宅 歴史的建造物 深草 西 大正５年 

413 T 家住宅 歴史的建造物 本多 東   

414 K 材木店 歴史的建造物 本多 東 昭和初期 

415 T 商店 歴史的建造物 京町 西   

416 T 商店 歴史的建造物 京町 西 明治３７年 

417 引接寺 本堂 歴史的建造物 京町 西 明治１１年 

418 引接寺 本坊 歴史的建造物 京町 西 明治初期 

419 引接寺 客殿 歴史的建造物 京町 西 明治初期 

420 引接寺 山門 歴史的建造物 京町 西 大正５年 

421 引接寺 石大仏殿 歴史的建造物 京町 西   

422 引接寺 観音堂 歴史的建造物 京町 西   

423 引接寺 宝蔵院 歴史的建造物 京町 西   

424 引接寺 鐘楼 歴史的建造物 京町 西   

425 総社大神宮 本殿 歴史的建造物 京町 西 大正１５年 

426 総社大神宮 透塀 歴史的建造物 京町 西 大正１５年 

427 総社大神宮 拝殿 歴史的建造物 京町 西 大正１５年 

428 総社大神宮 天満宮本殿 歴史的建造物 京町 西 昭和３年 

429 総社大神宮 天満宮神門 歴史的建造物 京町 西 昭和３年 

430 総社大神宮 忠魂堂 歴史的建造物 京町 西 昭和４年 

431 総社大神宮 手水舎 歴史的建造物 京町 西 昭和８年 

432 T 屋 歴史的建造物 京町 西   

433 S そば 歴史的建造物 京町 西   

434 T 家住宅 歴史的建造物 京町 西   

435 A 薬店 歴史的建造物 幸町 東   

436 旧米沢家住宅 歴史的建造物 幸町 東   

437 K 家住宅 歴史的建造物 幸町 東   

438 府中町屋 楽部 歴史的建造物 蓬莱町 東 大正３年 

439 大塚呉服店 歴史的建造物 蓬莱町 東 大正期 

440 K 家住宅 歴史的建造物 蓬莱町 東   

441 S 家住宅 歴史的建造物 府中 東 昭和初期 

442 T 時計店 歴史的建造物 元町 西 大正２年 

443 国徳寺 本堂 歴史的建造物 元町 西   

444 たんす町通り 歴史的建造物 本町・元町 西   

445 N タンス店 歴史的建造物 元町 西 明治末期 
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446 M タンス店 歴史的建造物 元町 西   

447 M 屋 歴史的建造物 元町 西 明治初期 

448 K 綿店 歴史的建造物 元町 西 大正初期 

449 N 箪笥店 歴史的建造物 本町 西 明治末期 

450 K 家住宅 歴史的建造物 本町 西   

451 陽願寺 本堂 歴史的建造物 本町 西 明治２０年 

452 超恩寺 本堂 歴史的建造物 本町 西 明治４１年 

453 大宝寺 本堂 歴史的建造物 本町 西 明治２６年 

454 正願寺 本堂 歴史的建造物 本町 西   

455 蓮向寺 本堂 歴史的建造物 本町 西   

456 妙高寺 本堂 歴史的建造物 本町 西   

457 K 家住宅 歴史的建造物 天王町 東   

458 旧料亭春駒 歴史的建造物 天王町 東 大正期 

459 I 酒店 歴史的建造物 天王町 東 昭和８年 

460 W 酒店 歴史的建造物 吾妻町 東   

461 料亭泉風（旧料亭多葉喜） 主屋 歴史的建造物 吾妻町 東 昭和５年 

462 料亭泉風（旧料亭多葉喜） 離れ 歴史的建造物 吾妻町 東 明治２５年 

463 料亭泉風（旧料亭多葉喜） 土蔵 歴史的建造物 吾妻町 東 大正９年 

464 Y 家住宅 歴史的建造物 吾妻町 東   

465 I 家住宅 歴史的建造物 吾妻町 東 昭和７年 

466 専林寺 本堂 歴史的建造物 吾妻町 東   

467 H 家住宅 歴史的建造物 吾妻町 東   

468 T 家住宅 歴史的建造物 吾妻町 東   

469 T・H 家住宅 歴史的建造物 吾妻町 東   

470 旧アパート 歴史的建造物 吾妻町 東   

471 帆山寺 本堂 歴史的建造物 住吉町 東   

472 八幡神社  歴史的建造物 住吉町 東   

473 T 家住宅 歴史的建造物 神明町 南   

474 S 商店 歴史的建造物 神明町 南   

475 養徳寺 本堂 歴史的建造物 柳町 南 明治３４年 

476 K 商店 歴史的建造物 柳町 南   

477 S 家住宅 歴史的建造物 柳町 南 江戸末期 

478 M 商店 歴史的建造物 あおば町 南 明治期 

479 Y 商店 歴史的建造物 あおば町 南   

480 S 卸店 歴史的建造物 あおば町 南   
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481 K 刃物（株） 歴史的建造物 あおば町 南 明治３２年 

482 Y 家住宅 歴史的建造物 若竹町 南 昭和９年 

483 Y 家住宅 歴史的建造物 若竹町 南 昭和初期 

484 神明神社 歴史的建造物 南 南   

485 I 商店 歴史的建造物 南 南   

486 H 家住宅 歴史的建造物 高瀬 西 明治２６年 

487 K 家住宅 歴史的建造物 松森町 南   

488 Y 商店 歴史的建造物 松森町 南   

489 Y 家住宅 歴史的建造物 松森町 南   

490 K 家住宅 歴史的建造物 松森町 南   

491 M 家住宅 歴史的建造物 松森町 南   

492 N 家住宅 歴史的建造物 松森町 南   

493 Y 家住宅 歴史的建造物 松森町 南   

494 十府神社 歴史的建造物 松森町 南   

495 神明神社 歴史的建造物 松森町 南   

496 専林寺  歴史的建造物 松森町 南   

497 安證寺 歴史的建造物 妙法寺町 南   

498 白山神社 本殿 歴史的建造物 塚原町 王子保   

499 清澄寺 本堂 歴史的建造物 塚原町 王子保 江戸末期 

500 F 家住宅 歴史的建造物 塚原町 王子保   

501 斗布神社 本殿 歴史的建造物 塚原町 王子保   

502 斗布神社 拝殿 歴史的建造物 塚原町 王子保   

503 盛景寺 本堂 歴史的建造物 春日野町 王子保 昭和３０年代 

504 盛景寺 庫裏 歴史的建造物 春日野町 王子保   

505 盛景寺 門 歴史的建造物 春日野町 王子保 江戸期か 

506 盛景寺 観音堂 歴史的建造物 春日野町 王子保 昭和６０年代 

507 白山神社  歴史的建造物 四郎丸町 王子保   

508 日吉神社 歴史的建造物 今宿町 王子保   

509 疱瘡神社 本殿 歴史的建造物 大塩町 王子保   

510 願照寺 本堂 歴史的建造物 上小松町 王子保   

511 神明神社 本殿 歴史的建造物 上小松町 王子保   

512 住吉神社 本殿 歴史的建造物 瓜生野町 王子保   

513 白山神社 歴史的建造物 瓜生町 国高   

514 八幡神社 本殿 歴史的建造物 稲寄町 国高   

515 泉久寺 歴史的建造物 高木町 国高   
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516 八幡神社 本殿 歴史的建造物 高木町 国高 明治４４年 

517 八幡神社 本殿 歴史的建造物 塚町 国高 明治４３年 

518 円明寺 歴史的建造物 塚町 国高   

519 賀茂神社 歴史的建造物 中新庄町 北新庄   

520 妙順寺 歴史的建造物 中新庄町 北新庄   

521 白山神社 歴史的建造物 長尾町 北新庄   

522 S 家住宅 歴史的建造物 戸谷町 北新庄   

523 S 家住宅 歴史的建造物 戸谷町 北新庄   

524 芹川家住宅茶室 群雀荘 歴史的建造物 八幡 国高 昭和３年 

525 芹川家住宅茶室 去庵 歴史的建造物 八幡 国高 昭和３年 

526 旧絹 小学校 歴史的建造物 村国 国高 明治１２年 

527 M 家住宅 歴史的建造物 村国 国高 明治期 

528 神明神社 歴史的建造物 村国 国高   

529 不動明王 歴史的建造物 村国 国高   

530 U 家住宅 歴史的建造物 村国 国高   

531 U 家住宅 歴史的建造物 村国 国高   

532 N 家住宅 歴史的建造物 村国 国高   

533 K 家住宅 歴史的建造物 村国 国高   

534 W 家住宅離れ 歴史的建造物 村国 国高   

535 F 家住宅 歴史的建造物 村国 国高   

536 K 家住宅 歴史的建造物 村国 国高   

537 坐漁庵 茶室棟 歴史的建造物 村国 国高 昭和５年 

538 坐漁庵 広間棟 歴史的建造物 村国 国高   

539 M 家住宅 歴史的建造物 村国 国高   

540 山口家住宅 主屋 歴史的建造物 村国 国高 昭和１０年 

541 山口家住宅 離れ 歴史的建造物 村国 国高 昭和初期 

542 高志箭放神社 歴史的建造物 矢放町 北日野   

543 白山神社 歴史的建造物 大屋町 北日野   

544 円光寺 歴史的建造物 大屋町 北日野   

545 S 家住宅 主屋 歴史的建造物 大屋町 北日野   

546 楞厳寺 歴史的建造物 大屋町 北日野   

547 神明神社 歴史的建造物 葛岡町 北日野   

548 了慶寺 本堂 歴史的建造物 押田町 国高 天保４年 

549 U 家住宅 歴史的建造物 押田町 国高   

550 大山昨神社 本殿 歴史的建造物 押田町 国高   
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551 日野神社 本殿 歴史的建造物 庄田町 北日野   

552 日野神社 本殿 歴史的建造物 荒谷町 北日野   

553 八幡神社 本殿 歴史的建造物 畑町 北日野   

554 日野神社 本殿 歴史的建造物 向新保町 北日野   

555 日野神社 本殿 歴史的建造物 中平吹町 王子保   

556 K 酒舗 歴史的建造物 西尾町 北日野 大正末期 

557 

白山神社 歴史的建造物 西尾町 北日野 

大正３年、大正８

年 

558 某家住宅 歴史的建造物 宮谷町 味真野   

559 N 家住宅 歴史的建造物 萱谷町 味真野   

560 毫摂寺 御影堂 歴史的建造物 清水頭町 味真野 明治１７年 

561 毫摂寺 阿弥陀堂 歴史的建造物 清水頭町 味真野 明治１７年 

562 毫摂寺 鐘楼 歴史的建造物 清水頭町 味真野 明治初期 

563 毫摂寺 寺務所 歴史的建造物 清水頭町 味真野 昭和初期 

564 毫摂寺 鼓桜 歴史的建造物 清水頭町 味真野 昭和初期 

565 毫摂寺 庫裏 歴史的建造物 清水頭町 味真野   

566 五皇神社 本殿 歴史的建造物 文室町 味真野   

567 五皇神社 拝殿 歴史的建造物 文室町 味真野   

568 諏訪神社 歴史的建造物 五分市町 味真野   

569 霊泉寺 本堂 歴史的建造物 池泉町 味真野   

570 味真野神社 歴史的建造物 池泉町 味真野   

571 善照寺 本堂 歴史的建造物 蓑脇町 味真野   

572 K 家住宅 歴史的建造物 中居町 味真野   

573 白山神社 歴史的建造物 中居町 味真野   

574 Y 家住宅 歴史的建造物 中津山町 南中山   

575 M 家住宅 歴史的建造物 中津山町 南中山   

576 M 家住宅 離れ 歴史的建造物 中津山町 南中山   

577 国中神社 本殿 歴史的建造物 中津山町 南中山 昭和１０年 

578 国中神社 拝殿 歴史的建造物 中津山町 南中山 昭和１０年 

579 市橋翁記念館 歴史的建造物 越野岡町 南中山   

580 岡太神社 本殿 歴史的建造物 粟田部町 粟田部 明治３５年 

581 岡太神社 拝殿 歴史的建造物 粟田部町 粟田部 明治４２年 

582 岡太神社 本殿右東祠 歴史的建造物 粟田部町 粟田部   

583 岡太神社 本殿左西祠 歴史的建造物 粟田部町 粟田部   

584 岡太神社 神門 歴史的建造物 粟田部町 粟田部 明治３５年 
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585 岡太神社 手水舎 歴史的建造物 粟田部町 粟田部 大正１３年 

586 岡太神社 社務所 歴史的建造物 粟田部町 粟田部   

587 栗生寺 歴史的建造物 粟田部町 粟田部   

588 U 家住宅 歴史的建造物 西樫尾町 粟田部   

589 N 家住宅 歴史的建造物 定友町 粟田部   

590 N 家住宅 歴史的建造物 定友町 粟田部   

591 K 家住宅 歴史的建造物 定友町 粟田部   

592 唯宝寺 歴史的建造物 定友町 粟田部   

593 N 商会 歴史的建造物 新在家町 岡本   

594 K 家住宅 歴史的建造物 新在家町 岡本   

595 Y 家住宅 歴史的建造物 岩本町 岡本   

596 T 家住宅 歴史的建造物 岩本町 岡本   

597 T 家住宅 歴史的建造物 岩本町 岡本   

598 Y 家住宅 歴史的建造物 岩本町 岡本   

599 M 家住宅 歴史的建造物 大滝町 岡本   

600 K 家住宅 歴史的建造物 大滝町 岡本   

601 M 酒造 歴史的建造物 大滝町 岡本   

602 T 製紙 歴史的建造物 大滝町 岡本   

603 N 製紙所 歴史的建造物 大滝町 岡本   

604 Y 製紙工業 歴史的建造物 大滝町 岡本   

605 上出共同施設 歴史的建造物 大滝町 岡本   

606 三嶋神社 歴史的建造物 赤坂町 南中山   

607 Y 家住宅 歴史的建造物 赤坂町 南中山   

608 八幡神社 歴史的建造物 西庄境町 南中山   

609 浄円寺 歴史的建造物 西庄境町 南中山   

610 M 家住宅 歴史的建造物 西庄境町 南中山   

611 K 産業 歴史的建造物 西庄境町 南中山   

612 U 家住宅 歴史的建造物 朽飯町 服間   

613 八幡神社 歴史的建造物 藤木町 服間   

614 八幡神社 歴史的建造物 波垣町 服間   

615 I 家住宅 歴史的建造物 波垣町 服間   

616 白山神社 歴史的建造物 横住町 服間   

617 春日神社  歴史的建造物 西河内町 服間   

618 水間神社 歴史的建造物 室谷町 服間   

619 白山神社 歴史的建造物 長谷町 服間   
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620 須波阿津疑神社 歴史的建造物 南中町 服間   

621 宝泉寺 歴史的建造物 南中町 服間   

622 八坂神社 歴史的建造物 服間町 服間   

623 W 家住宅 歴史的建造物 赤谷町 服間   

624 平等寺 歴史的建造物 柳元町 服間   

625 賀茂神社 歴史的建造物 柳元町 服間   

626 白山神社 歴史的建造物 山室町 南中山   

627 H 家住宅 歴史的建造物 山室町 南中山   

628 善林寺 歴史的建造物 杉尾町 岡本   

629 杉社神社 歴史的建造物 杉尾町 岡本   

630 O 家住宅 歴史的建造物 別院町 岡本   

631 左義長（正月） 無形民俗 各地区 全地区 正月 

632 黒田家の餅無し正月（元旦） 無形民俗 堀町 白山 元旦 

633 日埜神社の年始祭 無形民俗 常久町 南 1 月 5 日 

634 左義長祭り 無形民俗 粟田部 花筐 1 月 15 日 

635 鎮火祭 無形民俗 大屋町 国高 1 月 15 日 

636 左義長 無形民俗 西樫尾町 荒樫神社 花筐 1 月 9 日 

637 お日待 無形民俗 池ノ上町 神山 1 月 16 日 

638 お日待 無形民俗 春日野町 王子保 1 月 21 日 

639 お日待 無形民俗 国兼町 王子保 1 月 23 日 

640 お日待 無形民俗 米口町 白山   

641 オショウジコ（お精進講） 無形民俗     1 月 25 日 

642 市祭り 無形民俗 粟田部 岡太神社 花筐 2 月 9 日 

643 徳日祭り 無形民俗 粟田部 岡太神社 花筐 2 月 10 日 

644 千石岩 無形民俗 大屋町 国高 2 月 11 日 

645 お観音講（十七日講） 無形民俗 西樫尾町 荒樫神社 花筐 2 月 17 日 

646 惣田正月十七日講 無形民俗 国中 南中山 2 月 17 日 

647 

お日待 無形民俗 堀町 白山 

2 月 16 日・6 月

16 日 

648 お日待 無形民俗 別所町 岡本   

649 長事（おとなごと） 無形民俗 平林町 北日野 3 月 7 日 

650 天神講 無形民俗 杉崎町 北日野 3 月 

651 日埜神社の祈念祭 無形民俗 常久町 南 3 月 23 日 

652 相続講 無形民俗 中新庄町 北新庄 3 月中旬 
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653 山行き 無形民俗 野岡 南中山 春 

654 青山バック 無形民俗 中居 味真野 春 

655 山行き 無形民俗 粟田部 粟田部 4 月 3 日 

656 引弓行事 無形民俗 大屋町 国高 4 月 3 日 

657 箒まつり 無形民俗 文室町 五皇神社 味真野 4 月 18 日 

658 大将軍神社祭礼 無形民俗 不老町 岡本 4 月 23 日 

659 日埜神社の春例祭 無形民俗 常久町 南 4 月 25 日 

660 総社のおはいごさん 無形民俗 京町 西 ５月の例祭 

661 青山バッコ 無形民俗 五箇 岡本 5 月 5 日 

662 虫送り 無形民俗 北府町 東 夏 

663 やんしき踊り 無形民俗   全地区 夏 

664 でん助踊り 無形民俗    全地区 夏 

665 虫送り 無形民俗 広瀬町 神山 夏 

666 蛇神社 無形民俗 村国・白山神社 国高 7 月 1 日 

667 やけまつり 無形民俗 米口町 白山 7 月 6 日 

668 虫送り 無形民俗 池ノ上町 神山 7 月 6 日 

669 祇園祭 無形民俗 赤谷 服間 7 月 14 日 

670 愛宕神社の火祭り 無形民俗 片屋町 吉野 7 月 23 日 

671 やけまつり 無形民俗 国兼町 王子保 7 月 24 日 

672 地蔵祭り 無形民俗 長尾町 北新庄 7 月 24 日 

673 堂の前の地蔵尊 無形民俗 村国 国高 7 月 24 日 

674 白山神社の風の祭り 踊り 無形民俗 瓜生 国高 8 月 19 日 

675 獅子渡し 無形民俗 朽飯 服間 8 月 13 日 

676 虫供養 無形民俗 小野町 白山 8 月 25 日 

677 獅子舞 無形民俗 坂口、白山 坂口、白山 秋 

678 花の堂 無形民俗 岩本 岡本 秋 

679 堂の餅 無形民俗 五箇 岡本 秋 

680 堂の餅 無形民俗 徳間 味真野 秋 

681 日天さん（にってんさん） 無形民俗 高木町 国高 秋 

682 獅子舞 無形民俗 下黒川 白山 秋 

683 獅子舞 無形民俗 中野 白山 秋 

684 獅子舞 無形民俗 千合谷 白山 秋 

685 獅子舞 無形民俗 安戸 白山 秋 

686 獅子舞 無形民俗 中津原 坂口 秋 
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687 獅子舞 無形民俗 下中津原 坂口 秋 

688 獅子舞 無形民俗 中山 坂口 秋 

689 獅子舞 無形民俗 別所 坂口 秋 

690 獅子舞 無形民俗 湯谷 坂口 秋 

691 獅子舞 無形民俗 勾当原 坂口 秋 

692 秋祭り（獅子のお祓い） 無形民俗 岩内 北日野 秋 

693 烏飛び 無形民俗 大屋・白山神社 北日野 9 月 12 日 

694 大塩八幡宮の神輿渡御 無形民俗 国兼町 大塩八幡宮 王子保 9 月 24 日 

695 獅子渡し 無形民俗 中津山 南中山 10 月 4 日 

696 獅子渡し 無形民俗 国中 南中山 10 月 9 日 

697 獅子渡し（獅子追い） 無形民俗 野岡 南中山 10 月 7 日 

698 獅子舞 無形民俗 小杉 白山 10 月 10 日 

699 日野神社の秋例祭 無形民俗 常久町 南 10 月 11 日 

700 正法寺、光照寺の惣佛報恩講 無形民俗 片屋町 吉野 10 月 12 日頃 

701 日埜神社の感謝祭 無形民俗 常久町 南 11 月 24 日 

702 アイノコト 無形民俗 赤坂町 服間 冬 

703 田の神 無形民俗 高木町 国高 冬 

704 田の神 無形民俗 別所町 坂口 冬 

705 田の神 無形民俗 千福町 南 冬 

706 田の神 無形民俗 瓜生町 国高 冬 

707 田の神 無形民俗 中野町 白山 冬 

708 田の神 無形民俗 菅町 白山 冬 

709 田の神の祭り 無形民俗 平林町 北日野 12 月 5 日 

710 アイノコト 無形民俗 余田町 吉野 12 月 5 日 

711 神社年越し行事 無形民俗 長尾町 北新庄 12 月 31 日 

712 堂の講 無形民俗 殿 水間谷 日程不明 

713 湯立神楽 無形民俗 大虫神社・小山町 大虫 伝承等 

714 御岳詣（日野山信仰） 無形民俗   複数地区 伝承等 

715 保老田 無形民俗 大屋 北日野 伝承等 

716 養老法 無形民俗 粟田部 粟田部 伝承等 

717 庚申の水 無形民俗 本保町 吉野 伝承等 

718 流灌頂（ながれかんじょう） 無形民俗 大虫町 大虫 伝承等 

719 成木責め 無形民俗     伝承等 

720 笠神踊り 無形民俗   王子保 芸能 
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721 茶もみ歌 無形民俗   味真野 芸能 

722 北新庄村の歌、北新庄小唄 無形民俗   北新庄   

723 元服 無形民俗 大屋町 国高 不定期 

724 宮付け 無形民俗 大屋町 国高 不定期 

725 十七日講 無形民俗 広瀬町 神山 毎月 17 日 

726 不浄橋 無形民俗 蓬莱町 東 伝承 

727 火よけの獅子頭 無形民俗 幸町 東 伝承 

728 がんがら橋 無形民俗 平和町 南 伝承 

729 おんだしの鐘 無形民俗 本町 大宝寺 南 伝承 

730 水吹き地蔵 無形民俗 本町 大宝寺 南 伝承 

731 千代鶴国安 無形民俗 市街地 東、西 伝承 

732 弥平蛇池 無形民俗 池ノ上町 神山 伝承 

733 極楽池 無形民俗 池ノ上町 神山 伝承 

734 岩屋 無形民俗 広瀬町 神山 伝承 

735 蚊のいないへや 無形民俗 高瀬 土川家 南 伝承 

736 骨橋と極楽さんまい 無形民俗 千福町 山の腰 南 伝承 

737 月見地蔵 無形民俗 松森町 南 伝承 

738 駒留桑園 無形民俗 行松町  南 伝承 

739 勾当内侍 無形民俗 勾当原 坂口 伝承 

740 仏の尾 無形民俗 小野町 白山 伝承 

741 池の尾の蛇池 無形民俗 中津原町 坂口 伝承 

742 焼け残りの名号 無形民俗 中山町 坂口 伝承 

743 腰掛け石 無形民俗 中山町 妙休寺 坂口 伝承 

744 亀が淵 無形民俗 四郎丸町 王子保 伝承 

745 ホコロ堂 無形民俗 四郎丸町 王子保 伝承 

746 えんどうぼう 無形民俗 白崎町 王子保 伝承 

747 あいの木 無形民俗 白崎町 王子保 伝承 

748 隠れ谷 無形民俗 白崎町 王子保 伝承 

749 影良瀬平 無形民俗 白崎町 王子保 伝承 

750 おはつ地蔵 無形民俗 春日野町 王子保 伝承 

751 藤の森 無形民俗 国兼町 王子保 伝承 

752 辻堂の地蔵 無形民俗 国兼町 王子保 伝承 

753 義民道貞 無形民俗 国兼町 王子保 伝承 

754 一本杉 無形民俗 国兼町 王子保 伝承 
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755 蓮田 無形民俗 大塩町 王子保 伝承 

756 平のゆでささ 無形民俗 大塩町 王子保 伝承 

757 お立て林荒し 無形民俗 大塩町 王子保 伝承 

758 橋本谷 無形民俗 大塩町 王子保 伝承 

759 毘沙門様 無形民俗 上小松町 王子保 伝承 

760 比丘尼ころばし 無形民俗 中平吹町 王子保 伝承 

761 弁慶の三枚岩 無形民俗 中平吹町 王子保 伝承 

762 てんぐ杉 無形民俗 中平吹町 王子保 伝承 

763 十五社 無形民俗 中平吹町 王子保 伝承 

764 のがみの塚 無形民俗 瓜生町 国高 伝承 

765 こもそ塚 無形民俗 瓜生町 国高 伝承 

766 かぶと塚 無形民俗 瓜生町 国高 伝承 

767 馬塚 無形民俗 瓜生町 国高 伝承 

768 正徳塚 無形民俗 瓜生町 国高 伝承 

769 お面様 無形民俗 高木町 国高 伝承 

770 堀だし薬師如来 無形民俗 高木町 国高 伝承 

771 徳兵衛長者 無形民俗 稲寄町 国高 伝承 

772 竜が淵 無形民俗 村国町 国高 伝承 

773 おん堂様 無形民俗 村国町 国高 伝承 

774 豆の木地蔵 無形民俗 横市町 国高 伝承 

775 八王子山 無形民俗 横市町 国高 伝承 

776 久島長者 無形民俗 北町 北新庄 伝承 

777 高座橋 無形民俗 北町 北新庄 伝承 

778 出村の地蔵堂 無形民俗 北町 北新庄 伝承 

779 権現跡 無形民俗 中新庄町 北新庄 伝承 

780 尼御前 無形民俗 中新庄町 北新庄 伝承 

781 神塚 無形民俗 三ツ屋町 北新庄 伝承 

782 薄墨桜 無形民俗 住吉町 帆山寺 北日野 伝承 

783 乳の神 無形民俗 荒谷町 二の宮神社 北日野 伝承 

784 石御堂地蔵尊 無形民俗 大屋町 北日野 伝承 

785 坂野家 無形民俗 大屋町 北日野 伝承 

786 仙石岩 無形民俗 大屋町 北日野 伝承 

787 まがりの里 無形民俗 上真柄町 味真野 伝承 

788 ひくまの里 無形民俗 上真柄町 味真野 伝承 
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789 神様の鼻筋 無形民俗 上真柄町 味真野 伝承 

790 花がたみの桜 無形民俗 五分市町 味真野 伝承 

791 五分市鋳物 無形民俗 五分市町 味真野 伝承 

792 味真野長者 無形民俗 五分市町 味真野 伝承 

793 紅屋 無形民俗 五分市町 味真野 伝承 

794 迹王の講 無形民俗 宮谷町 味真野 伝承 

795 水無瀬川 無形民俗 宮谷町 味真野 伝承 

796 まぐさ原 無形民俗 宮谷町 味真野 伝承 

797 三本松 無形民俗 宮谷町 味真野 伝承 

798 堂谷寺 無形民俗 宮谷町 味真野 伝承 

799 大塚と七塚 無形民俗 宮谷町 味真野 伝承 

800 味真野のきつね 無形民俗 宮谷町 味真野 伝承 

801 味真野 無形民俗 池泉町 味真野 伝承 

802 活泉 無形民俗 池泉町 味真野 伝承 

803 安泰寺観音 無形民俗 池泉町 味真野 伝承 

804 越前万歳 無形民俗 味真野 味真野 伝承 

805 鞍谷 無形民俗 余川町 味真野 伝承 

806 余川の灰 無形民俗 余川町 味真野 伝承 

807 渋谷金王丸 無形民俗 余川町 味真野 伝承 

808 くま石 無形民俗 檜尾谷町 味真野 伝承 

809 首塚 無形民俗 檜尾谷町 味真野 伝承 

810 時水 無形民俗 蓑脇町 味真野 伝承 

811 円海長者 無形民俗 文室町 五皇神社 味真野 伝承 

812 よだれ石 無形民俗 文室町 味真野 伝承 

813 子安観音 無形民俗 文室町 正高寺 味真野 伝承 

814 五皇神社 無形民俗 文室町 味真野 伝承 

815 木留神社 無形民俗 文室町 味真野 伝承 

816 八千七谷 無形民俗 文室町 味真野 伝承 

817 隻袖の弥陀 無形民俗 清水頭町 味真野 伝承 

818 甚五郎の滝 無形民俗 清水頭町 味真野 伝承 

819 宗旦きつねの石 無形民俗 清水頭町 味真野 伝承 

820 蚊のいない土蔵 無形民俗 家久町 吉野 伝承 

821 妙心庵道場 無形民俗 家久町 吉野 伝承 

822 広大淵 無形民俗 家久町 吉野 伝承 
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823 薬師如来 無形民俗 芝原 平井家 吉野 伝承 

824 てんぐ塚 無形民俗 芝原 吉野 伝承 

825 原の帝釈天 無形民俗 余田町 吉野 伝承 

826 徳本の名号石 無形民俗 余田町 吉野 伝承 

827 蝉丸の子孫 無形民俗 余田町 鷲田茂家 吉野 伝承 

828 愛宕山 無形民俗 片屋町 吉野 伝承 

829 経が岳 無形民俗 片屋町 吉野 伝承 

830 横根の観音 無形民俗 横根町 大虫 伝承 

831 鬼が岳 無形民俗 大虫町 大虫 伝承 

832 山の神 無形民俗 大虫町 大虫 伝承 

833 けらが清水 無形民俗 千合谷町 白山 伝承 

834 自在女 無形民俗 二階堂町 白山 伝承 

835 願崎 無形民俗 二階堂町 白山 伝承 

836 白山洞の池 無形民俗 二階堂町 白山 伝承 

837 黒田家の餅無し正月 無形民俗 堀町 白山 伝承 

838 糠口 無形民俗 米口町 白山 伝承 

839 仏谷 無形民俗 米口町 白山 伝承 

840 小野 無形民俗 小野町 白山 伝承 

841 題目岩 無形民俗 小野町 白山 伝承 

842 山の神の大杉 無形民俗 小野町 白山 伝承 

843 火とぼし杉 無形民俗 小野町 白山 伝承 

844 蛇が池 無形民俗 小野町 白山 伝承 

845 還相野 げんそうの 無形民俗 勝蓮花町 白山 伝承 

846 丸岡 無形民俗 丸岡町 白山 伝承 

847 万能華親王 無形民俗 丸岡町 白山 伝承 

848 金華月山 無形民俗 丸岡町 白山 伝承 

849 日吉神社 無形民俗 丸岡町 白山 伝承 

850 白へび 無形民俗 安戸町 白山 伝承 

851 天城 無形民俗 安戸町 白山 伝承 

852 コボ太郎 無形民俗 新堂 南中山 伝承 

853 蓮如池 無形民俗 新堂 南中山 伝承 

854 新堂の小山 無形民俗 新堂 南中山 伝承 

855 地蔵堂 無形民俗 赤坂町 南中山 伝承 

856 国中の要石 無形民俗 国中町 南中山 伝承 
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857 獅子頭 無形民俗 国中町 南中山 伝承 

858 太閤岩 無形民俗 東庄境町 南中山 伝承 

859 獅子頭 無形民俗 中津山町 南中山 伝承 

860 七岩 無形民俗 中津山町 南中山 伝承 

861 七清水 無形民俗 中津山町 南中山 伝承 

862 獅子返し 無形民俗 野岡町 花筐 伝承 

863 継体天皇 無形民俗 粟田部 花筐 伝承 

864 薄墨桜 無形民俗 粟田部 花筐 伝承 

865 綱敷御影 無形民俗 粟田部 花筐 伝承 

866 稚子の天神 無形民俗 粟田部 花筐 伝承 

867 佐山天神 無形民俗 粟田部 花筐 伝承 

868 継体天皇の宮跡 無形民俗 西樫尾町 花筐 伝承 

869 たちあかし 無形民俗 西樫尾町 花筐 伝承 

870 殿の池 無形民俗 西樫尾町 花筐 伝承 

871 神酒岩 無形民俗 西樫尾町 花筐 伝承 

872 膳亀岩 無形民俗 西樫尾町 花筐 伝承 

873 朽飯坂 無形民俗 朽飯町 服間 伝承 

874 清根の堂屋敷 無形民俗 清根町 服間 伝承 

875 吉田塚 無形民俗 室谷町 服間 伝承 

876 ねこ岩 無形民俗 長谷町 服間 伝承 

877 殿 無形民俗 殿 服間 伝承 

878 延々左衛門 無形民俗 水間町 服間 伝承 

879 松が岳神社 無形民俗 柳元町 服間 伝承 

880 お面様 無形民俗 市野々町 服間 伝承 

881 仙石谷 無形民俗 市野々町 服間 伝承 

882 杉尾の大杉 無形民俗 杉尾町 岡本 伝承 

883 月夜見の池 無形民俗 轟井町 岡本 伝承 

884 川上御前 無形民俗 大滝町 岡本 伝承 

885 権現杉 無形民俗 大滝町 岡本 伝承 

886 味間谷の大岩 無形民俗 大滝町 岡本 伝承 

887 八石 無形民俗 八石町 岡本 伝承 

888 不老の皇子 無形民俗 不老町 岡本 伝承 

889 自然居士 無形民俗 不老町 岡本 伝承 

890 きつね塚 無形民俗 不老町 岡本 伝承 
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891 美濃島 無形民俗 中印町 岡本 伝承 

892 天狗の餅つき 無形民俗 曽原町 白山 伝承 
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