
No 分類 観光施設名 施設利用料金 市町名

1 歴史・文化 養浩館 210円

2 歴史・文化 郷土歴史博物館 210円

3 歴史・文化 橘曙覧記念文学館 100円

4 歴史・文化 愛宕坂茶道美術館 100円

5 歴史・文化 一乗谷朝倉氏遺跡復元町並 210円

6 歴史・文化 おさごえ民家園 100円

7 歴史・文化 大安禅寺 500円

8 歴史・文化 瑞源寺 700円

9 歴史・文化 西光寺 300円

10 歴史・文化 福井市美術館 100円

11 歴史・文化 伊自良の里資料館 200円

12 自然 越前水仙の里公園・ふるさと資料館 300円

13 自然 自然史博物館 100円

14 自然 少年自然の家 160円～

15 食 観光みかん園 900円

16 歴史・文化 朝倉氏遺跡保存協会 有料

17 歴史・文化 福井市シルバー人材センター 有料

18 歴史・文化 歴史ボランティアガイド語り部 交通費1000円

19 歴史・文化 みなとつるが山車会館 一般300円、高校生150円（団体（20名以上）50円引き）

20 歴史・文化 西福寺 中学生以上300円

21 歴史・文化 紙わらべ資料館 200円

22 その他 ニューサンピア敦賀アイスアリーナ
大人1000円、高校生700円、付添入場200円（団体（20名以上）

100円引き、付添180円）

23 歴史・文化 山川登美子記念館
２００円

※団体20名以上２０名以上の場合１５０円

24 自然 蘇洞門遊覧船 2,000円

25 歴史・文化 若狭歴史博物館
３００円

高校生は無料

26 自然 ブルーパーク阿納 3,500円～

27 歴史・文化 萬徳寺 400円～

28 歴史・文化 国分寺 400円～

29 歴史・文化 明通寺 400円～

30 歴史・文化 羽賀寺 400円～

31 歴史・文化 円照寺 400円～

32 歴史・文化 妙楽寺 400円～

33 歴史・文化 神宮寺 400円～

34 歴史・文化 多田寺 400円～

35 歴史・文化 常高寺 400円～

36 歴史・文化 若狭の語り部ガイド諸経費
ガイド一人

1,000円

37 歴史・文化 武家屋敷旧内山家 200円

38 歴史・文化 民俗資料館 200円

地域交流費補助対象活動有料観光施設について

福井市

敦賀市

大野市

小浜市

小浜市



39 歴史・文化 歴史博物館 200円

40 歴史・文化 越前大野城 200円

41 歴史・文化 和泉郷土資料館

42 歴史・文化 穴馬民俗館

43 歴史・文化 笛資料館

44 自然 本願清水イトヨの里 200円

45 歴史・文化 観光ボランティアガイドの案内によるまち歩き 有料

46 歴史・文化 越前こぶし組の案内によるまち歩き 有料

47 歴史・文化 福井県立恐竜博物館 ４１０円

48 歴史・文化 ゆめおーれ勝山（ミュージアムゾーン） １５０円

49 自然 白山平泉寺 有料ガイド

50 歴史・文化 越前大仏清大寺 ３００円

51 歴史・文化 勝山城博物館 ２００円

52 歴史・文化 まなべの館 ひとり100円（20人以上で50円）

53 歴史・文化 観光ボランティアガイド
１日１，０００円

（交通費）※要予約

54 歴史・文化 芦原芸妓 3000円～(変身体験は13000円)

55 歴史・文化 藤野厳九郎記念館 200円

56 自然 乗馬クラブ　パ・ドゥ・ドゥ 2700円～

57 歴史・文化 浄土真宗本願寺派　吉崎御坊　吉崎寺 500円

58 歴史・文化 蓮如上人記念館 500円

59 歴史・文化 越前和紙の里　卯立の工芸館 入館料200円

60 歴史・文化 越前和紙の里　紙の文化博物館 入館料200円

61 歴史・文化 武生公会堂記念館 特別展（有料）

62 歴史・文化 紫式部公園語り部 1000円

63 歴史・文化 ちひろの生まれた家記念館 200円

64 自然 万葉菊花園　 100円

65 歴史・文化 丸岡城
300円

団体240円（30人）

66 歴史・文化 みくに龍翔館 ３００円

67 歴史・文化 三国湊町散策
観光ガイド

２時間1,500円

68 自然 東尋坊
観光ガイド

1,000円

69 歴史・文化 瀧谷寺 300円

70 歴史・文化 千古の家 500円

71 歴史・文化 北前船主の館・右近家 入館料：500円

72 歴史・文化 今庄宿散策 有料

73 自然 福井総合植物園プラントピア 300円

74 歴史・文化 織田文化歴史館 100円

75 歴史・文化 福井県陶芸館 200円

76 自然 越前岬水仙ランド 300円

77 歴史・文化 越前がにミュージアム 820円

78 歴史・文化 雨田光平記念館 100円

79 自然 三方五湖レインボーライン
山頂公園入園料

800円/名

300円
（３館セット）

大野市

坂井市

勝山市

南越前町

坂井市

越前町

鯖江市

あわら市

越前市

美浜町



80 自然 美浜町レークセンター（三方五湖ジェットクルーズ）
一般　1,240円/名
団体　1,120円/名

81 歴史・文化 国吉城址探訪（はあとふる体験） 有料

82 歴史・文化 国吉城歴史資料館 大人１００円

83 その他
若狭たかはまエルどらんど
（エネルギーと熱帯雨林の動植物について学ぶ施設）

400円

84 歴史・文化 中山寺 400円

85 歴史・文化 若州一滴文庫 入館料300円

86 歴史・文化 暦会館 入館料200円

87 歴史・文化 郷土史料館 入館料100円

88 歴史・文化 若狭三方縄文博物館
大人500円

高校生以下200円

89 歴史・文化 旧逸見勘兵衛家 高校生以上100円

90 歴史・文化 若狭鯖街道熊川宿資料館（宿場館） 高校生以200円

91 歴史・文化 熊川番所 高校生以上50円

92 歴史・文化 若狭町の語り部（ボランティアガイド） ガイド1人につき交通費として、1000円

93 自然 レインボーライン　山頂公園 入園料800円

94 自然 レイククルーズ
大人1000円

95 自然 グラスボート
大人1200円

96 自然 海釣り公園みかた
ファミリーコース2200円
上級者コース6500円

おおい町

若狭町

美浜町

高浜町



No 分類 体験内容 体験施設名 有料/無料 市町名

1 ものづくり そば打ち体験 越前そば道場 有料

2 ものづくり そば打ち体験 みやま長寿そば道場　ごっつおさん亭 有料

3 ものづくり 米粉をつかった食品作り 食と農　Agristyle ほやほや 有料

4 ものづくり かまぼこづくり 安田蒲鉾道場 有料

5 ものづくり 吹きガラス制作 ワタリグラススタジオ 有料

6 その他 着付け体験 朝倉氏遺跡保存協会 有料

7 漁業 定置網体験 茱崎漁港 有料

8 農業 農業体験 マイファーム清水 有料

9 漁業 地引網 市内漁家民宿 有料

10 漁業 定置網 市内漁家民宿 有料

11 漁業 いかだ釣り体験 遊敦塾 有料

12 農業 東浦みかん狩り 東浦のみかん園 有料

13 農業 東浦みかんゼリー作り体験講座 遊敦塾 有料

14 農業 炭焼き体験 遊敦塾 有料

15 ものづくり ちくわ・かまぼこ手作り体験 小牧かまぼこ 有料

16 ものづくり 昆布かき体験 遊敦塾 有料

17 その他 各種遊敦塾が催行する市内ツアーへの参加 遊敦塾 有料

18 漁業 釣り・さばき ブルーパーク阿納 有料

19 ものづくり 調理体験（土産作り体験） 食文化館１階 有料

20 ものづくり 調理体験 食文化館１階 有料

21 ものづくり 若狭塗箸研ぎ出し 食文化館２階 有料

22 ものづくり 若狭めのう磨き 食文化館２階 有料

23 ものづくり めのう模様つけ 食文化館２階 有料

24 ものづくり 若狭和紙　色紙漉き 食文化館２階 有料

25 ものづくり 若狭和紙　はがき漉き 食文化館２階 有料

26 ものづくり 若狭和紙　折染め 食文化館２階 有料

27 ものづくり だるま絵付け ツカモト民芸センター 有料

28 ものづくり 箸の研磨作業 せいわ 無料

29 漁業 刺し網漁体験（サザエ漁体験） 各民宿 有料

30 漁業 タコかご漁体験 各民宿 有料

31 漁業 カワハギ漁 各民宿 有料

32 漁業 定置網漁・魚仕分け作業体験 各民宿 有料

33 漁業 定置網漁体験 各民宿 有料

34 ものづくり 箸研ぎ体験 箸のふるさと館ＷＡＫASA 有料

35 ものづくり ガラス細工体験各種 ガラス工房ＫＥＩＳ庵 ７００円～

36 その他 おばま観光局主催の各種体験教室 おばま観光局 有料

37 農業 茅刈り体験 森の郷なかなた産物組合 無料

38 ものづくり 木材工芸品加工体験 木材工芸品加工施設 有料

地域交流費補助対象活動体験活動について

敦賀市

小浜市

小浜市

大野市

福井市



39 ものづくり 木工、手芸、手織り、からくりおもちゃ等 手作り工房もっこ 有料

40 ものづくり パコーン、ミニ太鼓キーホルダー作成 耶麻鼓屋 有料

41 ものづくり クラフト体験、折り紙恐竜等 平成大野屋二階蔵 有料

42 農業 農林業体験 越前おおの農林樂舎 有料

43 その他 自然体験 奥越前まんまるサイト 有料

44 ものづくり アイスクリームやチーズ等加工体験 ミルク工房奥越前 有料

45 農業 農業体験やそば打ち体験 スターランドさかだに 有料

46 その他 カヌー教室や流木アートなど 九頭竜自然樂校 有料

47 農業 ブルーベリー摘みや葡萄もぎとりなど 白山ワイナリー 有料

48 農業 農業自然、食などの各種体験 和泉リゾート 有料

49 農業 原木しいたけ収穫体験 松田椎茸園 有料

50 農業 イチゴ狩り・ジャム作り、花のつみ取り体験 ケイコママの農園 有料

51 農業 里芋の収穫体験 うまかろうファーム 有料

52 ものづくり 手織り体験 ゆめおーれ勝山 有料

53 ものづくり まゆだまクラフト ゆめおーれ勝山 有料

54 ものづくり パンづくり ラポーゼかわだ 有料

55 ものづくり 三色パンづくり ラポーゼかわだ 有料

56 ものづくり ピザづくり ラポーゼかわだ 有料

57 ものづくり そば打ち ラポーゼかわだ 有料

58 ものづくり うどん打ち ラポーゼかわだ 有料

59 ものづくり もちつき ラポーゼかわだ 有料

60 ものづくり ハーブリースづくり ラポーゼかわだ 有料

61 ものづくり 漆器制作体験（絵付け・沈金・拭き漆） うるしの里会館 有料

62 ものづくり かんたんコースター作り体験 石田縞手織りセンター 有料

63 ものづくり 石田縞手織り体験 石田縞手織りセンター 有料

64 ものづくり マフラー作り体験（冬限定） 石田縞手織りセンター 有料

65 ものづくり めがね型ストラップづくり めがねミュージアム 有料

66 ものづくり めがね手づくり教室 めがねミュージアム 有料

67 ものづくり ガラスレター体験 装飾ガラス　オータム 有料

68 農業 梨狩り 芦原なし観光組合 有料

69 農業 ブルーベリー狩り 瑞香園 有料

70 農業 栗拾い 朝倉梨栗園 有料

71 農業 越のルビー収穫体験 麻王伝兵衛 有料

72 農業 いちじく狩り あわらフルーツランド 有料

73 農業 りんご狩り 新保りんご園 有料

74 その他 乳牛のエサやり 田嶋牧場 有料

75 ものづくり ガラス、陶芸、竹細工等 金津創作の森 有料

76 その他 カヌー体験 あわら市カヌー協会 有料

77 ものづくり 伝統産業体験（手織り、墨流し、蒔絵、漆器研ぎ出しなど） ロハス越前 有料

78 漁業 農業体験（里地里山散策、野菜の収穫、田植えなど） ロハス越前 有料

79 その他 その他体験（そば打ち、伝統食づくり、乗馬など） ロハス越前 有料

あわら市

あわら市

越前市

大野市

勝山市

鯖江市



80 ものづくり 木工、押し花、そば打ち、石窯料理、草木染めなど 八ッ杉森林学習センター 有料

81 農業 果実狩り 観光農園どんぐり山 有料

82 農業 果実狩り 白山観光くり園 有料

83 農業 里地里山散策、稲刈り、伝統食づくりなど エコビレッジ交流センター 有料

84 ものづくり 紙すき 越前和紙の里　パピルス館 有料

85 ものづくり ペーパーナイフ、キーホルダー、鍛造、研ぎ指導など タケフナイフビレッジ 有料

86 ものづくり 工作ナイフ、包丁製作、研ぎ方指導など 越前打刃物会館 有料

87 ものづくり そば打ち 越前そばの里 有料

88 ものづくり そば打ち 万葉そば道場 有料

89 ものづくり 竹細工実習 越前竹人形の里 有料 坂井市

90 ものづくり そば打ち体験 リトリートたくら 有料

91 ものづくり もちつき体験 リトリートたくら 有料

92 ものづくり 米パン体験 リトリートたくら 有料

93 ものづくり つるし柿体験 リトリートたくら 有料

94 農業 農業体験 リトリートたくら 有料

95 漁業 魚のつかみどり体験 リトリートたくら 有料

96 その他 レンタサイクル スポーツパーク476 有料

97 その他 パークゴルフ スポーツパーク476 有料

98 ものづくり そば打ち体験 今庄そば道場 有料

99 その他 レンタサイクル 今庄サイクリングターミナル 有料

100 ものづくり はす染め体験 花はす公園　はすまつり期間中 有料

101 ものづくり ぐう紙作り体験 花はす公園　はすまつり期間中 有料

102 ものづくり ステンドグラス体験 花はす公園　はすまつり期間中 有料

103 その他 グラウンドゴルフ 今庄365スキー場 有料

104 その他 マレットゴルフ レインボーパーク 有料

105 ものづくり ピザ作り体験 はす工房花里音 有料

106 ものづくり 紙すき体験 はす工房花里音 有料

107 ものづくり はす染め体験 はす工房花里音 有料

108 ものづくり 織物体験 はす工房花里音 有料

109 ものづくり 陶芸体験 福井県陶芸館 有料

110 ものづくり 陶芸体験 わづみ館 有料

111 ものづくり ウッディ―クラフト体験 プラントピア 有料

112 その他 ダイビング体験 ダイビングショップ 有料

113 漁業 海釣り体験 遊漁船 有料

114 ものづくり そば打ち体験 悠久ロマンの杜 有料

115 漁業 大敷網・食体験 丹生・日向 有料

116 漁業 地引網・食体験 白浜 有料

117 漁業 干物作り 丹生・日向 有料

118 漁業 波止釣り 丹生 有料

119 漁業 しじみ漁 久々子湖 有料

120 その他 レガッタ（ボート） 久々子湖 有料

美浜町

越前市

南越前町

南越前町

越前町



121 漁業 渓流釣り 渓流の里 有料

122 その他 屏風ヶ滝トレッキング 新庄 有料

123 農業 田植え 美浜町内各地 有料

124 農業 林業 新庄 有料

125 農業 梅の収穫 太田 有料

126 農業 花の作業 興道寺 有料

127 農業 いもほり 新庄 有料

128 ものづくり へしこ料理 美浜町公共施設 有料

129 ものづくり そば打ち 太田 有料

130 ものづくり もちつき 興道寺 有料

131 ものづくり ネイチャークラフト どんぐり倶楽部 有料

132 その他 まきわり・ピザ作り どんぐり倶楽部 有料

133 ものづくり 押し花作り 美浜町公共施設 有料

134 その他
ネイチャーゲーム
（青葉山の自然の中での山遊び）

青葉山青少年旅行村 有料

135 ものづくり
ネイチャークラフト体験
（青葉山の自然もものを使用したクラフト体験）

青葉山青少年旅行村 有料

136 ものづくり
キャンドルナイト体験
（高浜の砂浜でキャンドルナイト体験）

高浜町内の海岸 有料

137 漁業
音海断崖ツアー
（高浜町の景勝地である、音海断崖を漁船に乗船し見学す
る）

啓福丸 有料

138 漁業
タコ漁体験
（漁師と一緒にタコ漁を体験する）

啓福丸 有料

139 その他
大成寺座禅体験
（座禅体験と住職からの説法）

大成寺 無料

140 漁業
干物作り体験
（漁協職員による干物作り体験）

若狭高浜漁業協同組合和田支所 有料

141 その他
シーカヤック・ＳＵＰ体験
（シーカヤック。ＳＵＰでの海歩き体験）

農家民宿利右衛門 有料

142 ものづくり
リース作り体験
（高浜町内浦地区の自然物を利用したリース作り体験）

内浦レッドペッパーズ 有料

143 ものづくり 水産加工体験（干物作り・じゃこ天作り等） 島じゃこ倶楽部 有料

144 漁業 手こぎ舟体験 大島伝統文化を継承する会 有料

145 ものづくり 真珠手作り体験 間宮真珠養殖場 有料

146 ものづくり 味噌作り体験 おおい夢工房 有料

147 農業 梅シロップ作り・梅もぎ体験 うめっぽ 有料

148 ものづくり うつわ作り（陶芸） きのこの森陶芸館 有料

149 ものづくり 桜餅・とち餅作り体験 スイート木の実 有料

150 ものづくり 竹紙漉き体験 竹紙工房　風草舎 有料

151 ものづくり Tシャツ染付体験 裃工房　紀平 有料

152 農業 自然農園体験 宮本自然農園 有料

153 ものづくり 炭焼き体験 名田庄総合木炭生産組合 有料

154 農業 農業体験 ファームスリーユー 有料

155 農業 じねんじょ掘り体験 自然薯生産組合 有料

156 その他 星空観望体験 名田庄天体観測クラブ「星の庄」 有料

157 ものづくり ろうそく作り体験 八ヶ峰家族旅行村 有料

158 農業 林業体験 八ヶ峰家族旅行村 有料

159 漁業 魚つかみ体験 八ヶ峰家族旅行村 有料

160 ものづくり 竹細工作り体験 八ヶ峰家族旅行村 有料

161 農業 農業体験 かみなか農楽舎 有料

美浜町

高浜町

おおい町

若狭町



162 農業 梅もぎ体験
JA敦賀美方
梅の里会館

有料

163 農業 梨狩り体験
JA敦賀美方
三方五湖基幹支店

有料

164 漁業 大敷網見学体験 （一社）若狭三方五湖観光協会 有料

165 ものづくり
梅加工体験
（梅ジュース作り・梅大福作り等）

JA敦賀美方
梅の里会館

有料

166 ものづくり 須恵野焼き体験 須恵野創作館 有料

167 その他 自然に大の字「あそぼーや」 湖上館パムコ 有料

168 その他 レンタサイクル
・（一社）若狭三方五湖観光協会
・JR上中駅
・道の駅若狭熊川宿　四季彩館

有料

若狭町


