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はじめに

はじめに

平成12年12月の市長就任に際し、私は21世紀における勝山市の「復興」、「再生」を目指して

「ふるさとルネッサンス」の理念をその施策の柱として掲げました。

さらに、この「ふるさとルネッサンス」の実現に向けて、まちづくりを具体的に推進するため

の手法として、「勝山市エコミュージアム構想」を提唱しました。私がこうした理念や構想を市

政推進の柱に据えましたのは、次のような思いからです。

戦後の復興、高度成長、そしてバブル経済に至るまで、我が国はひたすら“ものの豊かさ”を

追求してきました。しかしながら、21世紀を迎えて、「豊かさ」を測る尺度と物差しが明らかに

変わり、価値観の見直しが始まっています。勝山市の「復興」、「再生」には、この新しい価値

観にもとづいた「豊かさ」が、求められています。

では、勝山市の「豊かさ」とは何でしょうか。市民の皆さんとともにそれを探し出し、発掘し、

市民自らがしっかりと認識することから第一歩が始まります。

勝山市独自の自然や風土、伝統や歴史、そしてこの地に培われてきた特有の文化とコミュニテ

ィによって成り立っている地域の「力」、それらを再発見することによって、勝山市の魅力ある

個性と特性を自信を持って表現することができるのです。それは、地域の誇りにもつながります。

地域に誇りを持つ人々を一人でも多く増やしていくことは、まちづくりにとって非常に大切な

ことです。誇りを持つことによって、地域の伝統・文化の継承・保存や地域環境の保全、さらに

は地域づくりに取り組む住民の自主性が喚起されます。そして、過去の遺産だけでなく、現状を

見つめ直し、自信を持って未来へと発展させていく新しい視点が開けてきます。

エコミュージアム構想によるまちづくりは、このような「新しい価値観による豊かさ」の実現

を目指します。市民のアイデンティティーを確立し、生き生きと、こころ豊かに安心して暮らす

ことができる、誇りの持てる「まち」をつくっていきます。そして、市民の皆様と一緒になって、

勝山市の新しい活力を創出していきます。何とぞ、市民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い

申し上げます。

最後になりますが、この計画策定にあたり、ご審議いただきましたエコミュージアム推進計画

策定委員会、市議会をはじめ、貴重なご意見やご提言を寄せられました多くの市民の方々に厚く

お礼申し上げます。

平成14年10月

勝山市長 山岸正裕
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第１章 まちづくりの手法としてのエコミュージアム

第1章

まちづくりの手法としてのエコミュージアム

現在、国際情勢の大きな変化の中で、日本の地方は「地域づくり」という大きな

課題に直面しています。エコミュージアムは、「地域づくり」のための、望ましい

解決策のひとつであり、勝山市にはエコミュージアムをつくっていくための条件が

整っています。

1. 背景となる社会情勢

（1）おし寄せるグローバル化の波

元号が昭和から平成へと移った頃、将来の社会のあり方として「情報化」や「国際化」

が叫ばれました。「情報化」は、パソコンの普及やニューメディアの発達を前提とした

ものでしたが、その後、携帯電話などのモバイル機器※とインターネットの急速な普及

によって、誰もが予測もしなかった「IT※革命」の方向に発展しているのが現実です。

当時「国際化」は、国の枠を越えて、世界中を人や物が自由に行き来できるという、

夢と希望に満ちた言葉として用いられてきました。ところが、その「国際化」が半ば現

実のものとなった現在、そのエリアの地球規模化を示す「グローバル化※」という語義

に、アメリカンスタンダード※を拒否するEU諸国から異議が唱えられています。

WTOなどの国際機関による調整のもと、各国の国内での規制が緩和され、自由貿易が拡

大されることは意味のあることです。ところが、いわゆるアメリカンスタンダードが世

界標準として世界中のあらゆるところまで行き渡ってしまうことで、伝統的な生活文化

が危機にさらされる可能性もでてきています。この点については、日本以上に自国の文

化や歴史に自信を持っているEU諸国が異議を唱えています。「グローバル化」は、地球

全体が共通したひとつの文明のもとにまとめられるという意味では、理想的な歴史の流

れなのです。しかし一方で、「グローバル化」を受け入れていくにあたっては、各地域

の文化や伝統を守る必要があるといえます。

（2）せまられる環境問題への対応

グローバル化の問題と並行して、国際社会が一致して重要な問題であると認めている

モバイル機器：ノート・パソコンや携帯電話に代表される、携帯型情報通信機器のこと。
IT：情報通信技術のこと。インターネットの普及によって飛躍的に発展した。
グローバル化：政治・経済・文化などさまざまな面で、世界中が一体となり、相互に影響をおよぼすこと。
アメリカンスタンダード：アメリカ合衆国における政治経済などの規範。
ローマクラブ：1968年に世界の科学者、経済学者などが集まって活動を開始した民間組織。
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のが、地球環境問題です。昭和47年（1972）のローマクラブ※報告『成長の限界』にお

いて、経済がいつまでも右肩上がりで発展することは理論的にありえない、という警告

が初めて発せられたのです。その後、この警告の正しかったことを国際社会は認めざる

をえなくなりました。そして、平成4年（1992）に開かれた地球サミット※では、「持続

可能な発展」を標語とする『アジェンダ 21※』として成文化されるに至ります。つまり、

グローバル化は、政治・経済・文化において実現されるだけでなく、地球環境問題にお

いても現実のものとなっているのです。そして、地球環境問題を考えるならば、地域の

自然から行動を開始しなければならないという時代がすでに始まっているのです。

（3）進行する少子化と高齢化

日本国内の社会的問題として重要なことは、少子化・高齢化の問題です。戦後のベビ

ーブームが一段落した後、長らく、多産多死から少産少死へという社会的な流れが理想

的なものと考えられてきました。しかし、昭和50年代中頃を境にして、日本においても

少子化傾向が結果としてもたらす高齢化社会への懸念が表明されるようになりました。

具体的には、年金・保険・医療などさまざまな面でのひずみが予兆されたのです。少産

少死という傾向は先進国共通の課題ですが、これは一面では、安定した持続的な社会を

つくっていく可能性を秘めていると考えることができます。さらに、精神的に成熟した

高齢者が、社会の中で相対的に高い比率を占めることになるという点をみれば、物質面

だけでない、精神的な「豊かさ」を持った社会を建設していく助けになるともいえます。

ただし、そのためには、これまでのような、中央志向で、右肩上がりの経済的な発展を

前提としたモデルは適切ではありません。それぞれの地域ごとに、地域の特質に応じて、

直面する問題を個々に解決していく必要があるのです。

（4）「地方の時代」の幕開け

日本国内のに値します。平成7年（1995）に「地方分権推進法」が成立し、平成10年

（1998社会的問題としては、もうひとつ「地方分権」が具体的に展開を見せ始めている

ことが特記）に「地方分権推進計画」が策定され、平成11年（1999）に「地方分権一括

法」が制定されるに至り、これまで掛け声ばかりだった「地方の時代」という標語が現

実味を増してきています。

地方分権一括法では、国から地方自治体へ権限を移し、国と地方の関係を「上下・主

従」から「対等・協力」の関係に転換することを柱としており、財源等の問題が残され

地球サミット：1992年ブラジルのリオデジャネイロで開かれた「国連環境開発会議」の通称。
アジェンダ21：地球サミットで決められた、地球環境保全のための行動計画。
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ているとはいえ、推進計画を基礎にして権限の委譲が進むことはほぼ確実です。さらに

「まちづくり三法」（中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法、改正都市計画法）

が施行されるなど、自治体の主体性が問われているのが現実です。

言いかえれば，地域が自らの選択と責任で地域づくりを行う条件が整備されてきたの

です。そして、長期的に見れば、市民の積極的な参加を保障し、個性的で魅力的な地域

づくりへの取り組みを支えるような方向性が定まったといえます。

2. エコミュージアムとは

（1）フランスでの誕生

エコミュージアムの歴史は、1960年代に始まります。フランスのアンリ・リヴィエー

ル※は、まったく新しいタイプの博物館を提唱したのです。それは、ある地域全体を博

物館としてとらえるもので、まちづくりの考え方を含んでいました。

1960年代後半のフランスと現代の日本とではおかれている情況は異なっていますが、

いくつかの共通点が認められます。長年続いてきた中央集権的な制度のために、地方か

ら中央への人口流出が続いて過疎化が進行していたこと、すでに少子化や高齢化の問題

が表面化していたこと、地域の環境汚染問題という形で現代の地球環境問題の議論が萌

芽的に始まっていたことです。言いかえれば、当時のフランスでは、現在の日本と同じ

ように地方から元気が失われていました。これに対して地方分権を進めて活性化してい

こうという機運が巻き起こっていたのです。

こういった状況を背景として、リヴィエールはある一

定の地域に残された、史跡、建造物、産業遺跡などに注

目し、これらを将来にわたって保存すべき「遺産」とと

らえ、展示したり、活用したりすることで、その地域全

体を屋根のない博物館とすることを提唱しました。

この屋根のない博物館は、地域の遺産全体をさまざまなかたちで活用していく、まっ

たく新しいタイプの「地域づくり」の手法ともなりました。これが、フランス語でエコ

ミュゼと名づけられたのは次のような理由からです。エコとは、エコロジー（生態学）

のエコです。ストックホルム会議※によって、初めて国際的に地球環境問題が議論の的

となった時代背景を象徴しています。エコは同じく、エコノミー（経済学）のエコでも

あります。急激な都市化によって元気を失った地方経済の復興が重要な課題だからです。

エコは語源的には古代ギリシア語のオイコス、すなわち「家」という意味で、ここでは

「生活をとりまく環境」の意味で使われています。なお、フランス語のミュゼは英語の

アンリ・リヴィエール：エコミュージアムの考え方を最初に明かにした、フランスの博物館学者。
ストックホルム会議：「かけがえのない地球」をキャッチフレーズとして環境問題全般を議題とした世界で初
めての大規模な国際会議。正式名称は国連人間環境会議で、1972年６月５日からスウェーデンのストック
ホルムで開催された。

２ フランスのエコミュゼにある水車展
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ミュージアム（博物館）にあたります。その後エコミュゼは、フランス語圏、北ヨーロ

ッパを中心に世界中に広がっていき、一般には英語でエコミュージアムと呼ばれるよう

になりました。

世界に広がったエコミュージアムは、それぞれの土地ごとの文化・風土に合わせて多

様に展開していきました。しかし、どのエコミュージアムも共通して、次の3つの重要な

機能を持っています。第1番目は、地域にある遺産を現地で保存するという機能です。こ

の点では、世界各国の遺跡や国立公園、イギリスのナショナルトラスト※などに似てい

ます。第2番目は、地域に密着した博物館としての機能です。地域の有形・無形の遺産を

収集保存、調査研究し、展示したり、教育普及活動を行ったりするのです。この点では、

これまであった博物館と似ています。第3番目は、住民が主体的に参加する場を保障する

という機能です。エコミュージアムの遺産は、住民が日々生活している場にありますの

で、住民の参加を欠かすことはできません。この点では、住民参加型のまちづくりに似

ています。

（2）日本でエコミュージアムへの関心が高まった経緯

このように、エコミュージアムはフランスに始まり世界に広がっていきました。そし

て、1990年代に入ると日本でもエコミュージアムに関心が持たれるようになります。1960

年代のフランスと同じように、この頃から地方の活性化の動きが見えてきます。政治・

経済・文化の面でのグローバル化が進行し、地球環境問題が地域とも密接につながって

いることが明らかになってきます。その一方で、地方分権が具体化されるようになりま

す。これらを受けて、全国各地で「町おこし」「村おこし」の名のもとに、さまざまな

取り組みがなされるようになっていきました。

そういった中で、地方が自信を取り戻し、ふたたび元気になるためには、各地におい

て地域のアイデンティティーすなわち「その土地らしさ」を確認していくことが重要で

あるという考えが生まれ、それを具体化する実践が始まります。昔ながらの町並みを保

存しようという動き、地域の特産品にふたたび光をあて都会との間に新しい関係を結ぼ

うという動き、また地域の伝統を高齢者から若い世代に伝え

ていこうという動きなどです。地域からのさまざまな活動を

展開していた人たちが、エコミュージアムに注目するように

なったのです。現在、国内の多くの地域で、エコミュージア

ムにヒントを得た、さまざまなタイプの地域おこしの活動が

推進されています。

ナショナルトラスト：イギリスの環境保全団体。美しい自然や景観を永久に守るためにその所有者となって管
理をしている。
アイデンティティー：あるものが、他と異なって持っている独自性。

わらぶき屋根の並ぶ京都府美山町 ３
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（3）エコミュージアムの類型

日本のエコミュージアムと呼ばれている活動の実際の内容は千差万別です。大別すれ

ば、下の4つのタイプに分けることができますが、これらのうちの複数の要素を持ったタ

イプのものも少なくありません。また、すべてのタイプに共通している要素もあります。

それは、「地域への思い」と「活性化への情熱」です。それぞれの地域で最も魅力的な

「遺産」を探し出し、誰もがその魅力を理解できるようにそれを整備していくという点

では、どれもが共通しているのです。

ア．総合型エコミュージアム 地域の各種「遺産」を保全し、博物館的な収集、研究、展示、教

育を行い、主体的な住民参加を推し進めていくタイプ。

イ. 遺産保存型屋外ミュージアム 伝統的な町並みや、歴史・考古・産業関係の遺跡など、有形

の「遺産」の保存・復元などを中心に整備を進めていくタイプ。

ウ. 都市型まちかど博物館 市街地内に点在する店舗において、産業技術や伝統文化に関する展

示をする、ミニ博物館の集合体を中心とするタイプ。

エ. 自然型フィールドミュージアム 自然そのものをあるがままに見せる、自然資源活用型ある

いは自然観察学習型のタイプ。

3. 勝山市のエコミュージアム

（1）エコミュージアムの手法を取り入れる経緯

平成12年（2000）夏に開催された恐竜エキスポふくい2000は、入場者数80万人と大成

功を収めました。しかし、恐竜エキスポの賑わいが去った後、この成果をどのように勝

山市のまちづくりに活かしていていくかが、市民の間で問われることになりました。ま

た、悠久の歴史をもち全国的にも知られている白山平泉寺、西日本最大級のスキー場で

ある法恩寺山リゾート、勝山の新しい名所である越前大仏、勝山城博物館、福井県立恐

竜博物館など、集客性のある諸施設を、どのようにまちづくりの中で活用していくのか

も考えられるようになったのです。一方で、市民の間では、勝山に古くからあった伝統

的なものが次々に失われていくことを憂う声もあがっているのです。そして、地元にあ

る史跡や、昔からの言い伝えを集めて、若い世代に伝えていこうという機運が各地で高

まってきました。いくつかの地区ではそれらにもとづいて地図づくりも始まっていまし

た。
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（2）歴史遺産、自然遺産、産業遺産

エコミュージアムは地域の「遺産」をもとにしてつくって

いくものです。それでは「遺産」とは何でしょうか。国や県、

市による指定文化財はもちろん「遺産」です。一方で、地域

住民の生活を支えてきた民具なども「遺産」ですし、ある意

味では、地域にあるすべてのものが遺産であるとも言えるの

です。かたちのあるものだけでなく、年中行事や郷土芸能、

伝説や言い伝え、さらには地域の人々の心に残っている「記

憶」も遺産です。その他にも樹木や鳥、川の流れや魚など、

自然そのものも遺産です。

ところで、「文化」とは、社会を構成する人々によって習

得・共有・伝達される行動様式ないし生活様式の総体のこと

です。かつて、人々の行動や生活は自然と切り離すことはで

きないものでした。ですから、現在残された自然も何らかの

かたちで人間の活動の所産なのです。そういった意味で、自

然そのものも含めて、地域の遺産はすべて「文化遺産」であ

るということもできます。とはいえ、あらゆるものを「文化

遺産」としたのではわかりづらい点も多いので、勝山市エコ

ミュージアムでは「遺産」を3つのタイプに分けます。

第1に挙げられるのが、「歴史遺産」です。白山平泉寺が

その代表であるのはいうまでもありません。縄文遺跡などか

らの考古出土品もここに含まれます。その他、村岡山のよう

な一向一揆関係の遺産、神明神社社務所となっている旧成器

堂講堂などの勝山藩時代の遺産などもこれに含まれます。さ

らに、勝山左義長など無形の歴史遺産も存在します。

第2に挙げられるのが、「自然遺産」です。代表的なもの

は動植物です。ニホンカモシカなどの哺乳類、アラレガコな

どの魚類、イヌワシ・オオタカなどの鳥類がその一例です。

ミチノクフクジュソウやミズバショウの自生地、岩屋の大杉

などの巨樹なども含まれます。一方で、弁ヶ滝のような自然

地形も自然遺産に含まれます。もっと身近な存在であるホタ

ルや弁天桜、お清水や七里壁も自然遺産です。また、恐竜化

石も重要な自然遺産です。

平泉寺白山神社 ６

勝山左義長まつり ７

勝山左義長まつり「どんど焼き」 ８

弁天桜 ９

九頭竜川 １０
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第3に挙げられるのが、「産業遺産」です。20世紀勝山市の産業の中心は機業でした。

勝山市内には明治から昭和初期にかけて建てられた機業工場が現存しています。それ以

前には煙草産業が中心的な位置を占めていました。各地に煙草葉の乾燥場が残っていま

す。また、市内にはかつて多くの鉱山があり、現在は銀山の坑道跡や石灰窯跡が残って

います。猪垣、発電所跡、トンネル跡など、農業関係、エネルギー関係、交通関係の遺

産も「産業遺産」に含まれます。

勝山市のあらゆる「遺産」をこの3つのグループに分け

ることができるでしょう。ここに挙げた少数の例からだけ

でも、勝山市には実に多彩な遺産があることがわかります。

勝山市は、まさにエコミュージアムをつくるのにふさわし

い土地といえます。

（3）勝山市のまちづくりとエコミュージアム

このように、勝山市にはエコミュージアムづくりの土台をかたちづくる各種「遺産」

が数多くあります。ただし、個々の遺産については、勝山市民の誰もがよく知っている

というわけではありません。エコミュージアムづくりは、市民の参加によってこれら「遺

産」を発掘していくこと、言いかえれば再発見していくことから始まります。

遺産について詳しく知るためには、歴史資料に接するだけではなく、歴史、自然、産

業に関わるさまざまな話を高齢者から聞き出すことが重要です。このことは、高齢者と

若者や子どもたちとの世代間交流を促進することになるでしょう。こういった交流の中

から、伝統工芸や伝統料理の次世代への継承など、未来に向けたさまざまな取り組みが

行われていくことになります。勝山市内の各地でさまざまな動きがなされることで地域

の活性化が始まっていくのです。結果として、地元に数多くの遺産があることを知り、

歴史、自然、産業に恵まれた勝山市に住んでいることへの誇りが生まれてきます。勝山

市民が地元に対して誇りを持って暮らしていくことこそ、エコミュージアムが一番に目

指すことです。

（4）勝山市エコミュージアムの経済効果

勝山市には、近年は、毎年百万人を越える数の観光客があります。法恩寺山リゾート
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のスキー客、恐竜博物館を見学に訪れる家族連れや団体客、ミズバショウなど加越国境

の自然を楽しむ人、白山平泉寺を訪れる歴史愛好者、観光ガイドを片手に越前大仏や勝

山城博物館を見物する人など、さまざまです。

残念なことに、現状においては、これらの人々のほとんどは、それぞれに限られた目

的だけで勝山市に来ます。しかも、スキーや自然を目的とする人たちの場合は、季節的

にも限られることになります。その結果として、せっかくこの地を訪れたにもかかわら

ず、これらの人々は、勝山市にどのような歴史遺産・自然遺産・産業遺産があるかにつ

いて、ほとんど知らないままなのです。

エコミュージアムは、遺産を発掘して整備するまちづくりの手法です。勝山市民が誇

りを持てる遺産は、観光客にとっても魅力的なはずです。エコミュージアムづくりが進

めば、勝山市がどのような土地であるのかが観光客にも手に取るようにわかるようにな

ります。そうすれば、観光客は市内を回遊するようになることでしょう。その経済効果

は、たいへん高いものであると期待できます。
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第2章

勝山市エコミュージアムの基本理念としくみ

歴史、自然、産業に恵まれた勝山市は、エコミュージアムをつくるのにふさわし

い土地です。エコミュージアムは、市民が中心となって各種の遺産を発掘すること

から始まり、コア※、サテライト※施設などの整備に進みますが、景観やデザイン

に対する配慮がとても重要です。

1. 勝山市エコミュージアムの基本理念

勝山市は、四方を1000m前後の山々に囲まれた小さな盆地にあります。この山々に降っ

た雨水は急峻な山肌を流れ下り、市の中心を流れる九頭竜川へと注いでいます。豊かな

水の流れは、豊かな自然のいのちを育み、四季折々のすばらしい風光をつくり出してき

ました。豊かな水の恵みが、周囲の山々の森、人家近くの里山の自然、美しい田園風景

をもたらしたのです。さらに、1億2000万年前の恐竜化石が発掘される日本最大の恐竜化

石の産地です。

市内から発掘される原始時代の遺物が、この豊かな大地には1万数千年前から人々の暮

らしがあったことを示してくれます。また、三室遺跡は、原始時代の人々の暮らしを垣

間見させてくれます。さらに、近年、猪野瀬において北市遺跡の発掘調査が行われて大

規模な住居跡が発見され、平安時代の古文献に見られる越前国大野郡毛屋郷がこの地で

あると考えられるようになりつつあります。

このように勝山市は悠久の歴史を誇る土地であり、原始、古代、中世、近世、近代そ

れぞれの時代の出来事を思い起こさせてくれる、さまざまな史跡や言い伝えが残されて

います。

九頭竜川水系の恵みを受けた勝山盆地は、昔から米どころとして知られていました。

江戸時代になると、これに加えて煙草栽培が始まり、幕末には勝山藩家老林毛川の産業

振興策によって特産品「勝山たばこ」として全国に知られるようになりました。また、

この土地には古くからの製糸業の伝統があり、明治時代になると羽二重織りの技術が導

入されます。さらに、明治30年代にたばこが専売制に移ると、転業によって新たにいく

つもの大規模な機業場が建設され、全国でも有数の機業地帯となっていくのです。

こうした風土と歴史をもとにして、勝山市はエコミュージアムを展開していきます。

勝山市エコミュージアムは、市内各所に無数にある、風土と歴史が残してくれた歴史、

自然、産業に関係するさまざまな事物、すなわち「遺産」の発掘から始まり、保存、活

コア、サテライト：エコミュージアムの具体的要素で、コアは中核施設、サテライトは衛星として位置づけら
れている。
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用へとつなげていきます。市内にある遺産の多くは、見落とされていることが多いもの

です。遺産を発掘することは、それまで見落としていた遺産に新しい光をあて、市民自

らがその価値を再認識していくことです。遺産を発掘し、保存、活用して遺産を再認識

していく過程において、「勝山市とはどういう地域なのか」を認識できるようになりま

す。このことにより、市民が、勝山市に住んでいることを誇りに思えるようになってき

ます。

エコミュージアムの手法的な特色に、みんなが力を合わせてつくるということがあり

ます。エコミュージアムは、行政と地域住民が協働して構想し、保存、活用し、実現し

ていくものであります。行政は施設や資金を提供します。地域住民は、知識や取り組み

方の能力を提供します。エコミュージアムとは、勝山市に住むすべての人々がそれぞれ

の能力を提供しつつ、協力して自分たちの住む勝山市のためにつくりあげていくもので

す。また、縦のつながりだけではなく、地域同士や住民同士などの横のつながりを重要

視していくことも大切です。

勝山市エコミュージアムは、勝山市の今後の地域づくりを進めていくための基本的な

枠組みを示すものです。つまり、これまで進められてきた勝山市のまちづくりに、新し

い何かをつけ加えるだけのものではなく、勝山らしさを確立して、市民が「勝山市に住

んでいることはすばらしい」と思えるような地域づくりを進めていくのです。また、こ

れまでのように「ものの豊かさ」を求めるのではなく、勝山市の豊かな自然や風土、伝

統や歴史の中に新しい価値観を発見し、勝山市の魅力的な個性に自信を持つようにもな

ります。

市民が勝山市に誇りを持つことにより、さらに勝山市を良くしていこうと市民自らが

中心となって地域づくりに取り組むようになります。そのことにより今、「勝山市」に、

そして「わがまち」に何が必要なのか、何をしなければいけないのかを真剣に考えるよ

うになります。このように、地域から盛り上がることにより勝山市は活気ある元気なま

ちとなっていきます。そして、エコミュージアムによって元気なまちとなった勝山市に

対して、市外の多くの人々が勝山市の魅力に注目するようになり、さまざまな層での交

流が始まります。この交流によって勝山市は活性化され、経済の発展につながっていく

ことが期待されます。

2. 勝山市エコミュージアムの概念図

勝山市は、明治時代にできた1つの町と9つの村がひとつになって形成されました。そ

のため、現在も各地区の公民館を中心に、各地区でのまちづくりに熱心な土地柄です。

この推進計画策定に向けて行われた各地区での座談会でも多くの遺産の提言があり、そ

れぞれに各地区の住民の愛着が感じられました。
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この概念図に挙げた遺産は、その地区の特色を示した一例です。これらを勝山市という

枠の中で、お互いに関連深いものをつなげていくことによって、新たな発見や交流が生

まれ、各地区住民としてだけではなく、勝山市民として「ふるさと・勝山」の風景がは

っきりと形成されていくのです。

時間の経過とともに社会環境などは変化していきますが、勝山市エコミュージアムを

推進することによって、幼児から高齢者まで世代を超えて誰もが共通する「ふるさと・

勝山」像ができるのです。
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3. 勝山市エコミュージアムのしくみ

（1）遺産の発掘

勝山市の各種の遺産発掘については、すでに各地区で取り組まれています。こうして

集められた情報を、博物館資料として、統一した形式でデータ化するとともに、その収

集体制を確立しなければなりません。

（2）遺産の物語化

個々の遺産について登録し、必要に応じて保存・整備をした遺産については、1ヶ所に

集めることができないので、グループ分けをして、それぞれについて物語をつくってい

きます。たとえば、一向一揆と平泉寺の戦いにまつわる山城群、林毛川ゆかりの遺産、

かつての銀山などが、物語化できるグループの例となります。こういった物語化につい

ては、市民が自由に参加することが望まれます。

（3）コア施設の設定

勝山市のさまざまな遺産についての発掘が行われ、物語づくりが進められていくにし

たがって、遺産に関する情報や資料を集積する必要が生じます。そうした情報や資料の

収集・保存のための活動を中心に、エコミュージアム全体の円滑な運営を進めていく施

設がコア施設です。コア施設では、収集・保存や運営の他に、市民参加、情報サービス、

歴史展示、ライブラリー、教育普及など、さまざまな活動が推進されることになります。

このように、コア施設はエコミュージアム全体にとって中心となる施設ですので、地理

的にも交通の便といった面でも、勝山市の中心近くに設けられる必要があります。また、

一般的にコア施設の機能を円滑に果たすためには、次のような機能と、それを実現する

ための施設・設備が必要とされると考えられています。

ア エコミュージアム全体の運営（本部事務局）

イ 情報・資料の収集・整理・保存（研究室）

ウ 住民活動の拠点（会議室）

エ 情報サービスの提供（資料情報センター）

オ 歴史などの展示（展示コーナー）

カ エコミュージアムに関するライブラリー機能（図書室）

キ 教育普及活動（実習室、講堂・映写室、教室、ミュージアムショップ）

これらの機能の中でも、情報・資料を収集・整理・保存することが特に重要ですが、

エコミュージアムの全体像をわかりやすく解説するという情報サービス機能や、住民参

加活動の場を提供することなども同じように重要なことです。
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（4）サテライトの設定

エコミュージアムにとって、コア施設と並んで重要な役割を持つのがサテライトです。

サテライトは、基本的には、遺産の物語化に応じて抽出され、設営されることになりま

す。

たとえば、勝山市には、「一向一揆勢力と平泉寺の戦い」と深い関連のある一群の遺

産があります。壇ヶ城、保田（西光寺）城、村岡山城、三室山城、谷城といった遺跡や、

谷と滝波のお面さんまつりなどです。これらの中で最も象徴的なものといえば、勝山の

地名のもととなった村岡山城です。勝山と平泉寺と一向一揆にまつわる物語を勝山市民

に、そして外からの来訪者にわかりやすく伝えるためには、村岡山の城跡を復元整備し

たり、資料館を設けたりすることが必要となります。その場合、具体的なサテライトの

整備方法には、さまざまな可能性がありえます。たとえば、山城遺跡の復元、一向一揆

資料館の建設、お面づくりのクラフトセンター※の設置、解説板の設置などが考えられ

ます。

他の例としては、江戸時代初期から明治・大正・昭和にかけて勝山市の重要な産業で

あった銀山についてもサテライトをつくることが望ましいといえます。これについては、

いくつかの選択肢が考えられますが、堀名銀山の場合は、隣接して壇ヶ城や石灰窯跡が

あるなど、遺産の集合の度合いが高いので、有力なサテライト設営の候補地であると考

えられます。また、すでに歴史公園としてある程度整備が進んでいる三室山は、勝山市

における古代の信仰に関するサテライト候補地です。また、谷城および谷の石畳道など

は、かつての七山家※に関するサテライト候補地となるでしょう。

このようにサテライトは、基本的には遺産の物語化にしたがって、それぞれの物語に

関する拠点設備として抽出、設営されるべきものです。

しかしながら、現時点においては、たとえば遅羽公民館2階の展示コーナーのように、

伝統的な農業器具などを緊急避難的に収集、保存し、いくつかの物語について解説を加

えている施設についてもサテライト化していくことを考える必要があります。北郷町に

おける旧小学校跡地活用についても同じことがいえます。

（5）主動線

エコミュージアムは、コア施設を中心にサテライトが分散しています。これらの施設

を自然につなぐような道が主動線です。これは、博物館の展示を見やすくするために順

路となる動線があるのと同じことなのです。具体的には、すでにある道を使って、エコ

ミュージアムにおける動線であることがわかりやすく示す必要があります。主要なサテ

七山家：p56参照
クラフトセンター：手づくりの工芸品について、製作実演をしたり、講習会を開いたり、展示即売をしたりする施

設。



- 18
-

Ecomuseum in ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ Ｃity

ライトを互いにつなぐ一方で、回遊することが可能であることが望ましいので、サイク

リングロードとして整備する工夫などが必要です。

（6）発見の小径

それぞれの地区にある遺産の物語をたどる道です。地元の人たちが中心になって、経

路の設定や整備の方向性などを決めていきます。たとえば、北郷町の畑時能の古戦場や

墓をつなぐもの、鹿谷町の薄墨桜を訪れるものなどが、発見の小径となります。

（7）サイン※の統一

目的に即してサインのデザイン、素材を統一し、エコミュージアムを明解に表現して、

市内外から訪れた方々にもわかりやすく整備する必要があります。遺産の標識や解説標

識、発見の小径に設置する誘導標識の設置は、エコミュージアムへの市民参加を促す意

味でも、整備することが必要となりますが、既存の標識や説明板との調整を図らなけれ

ばなりません。

（8）景観設計

エコミュージアムにとって景観設計は重要なことで、全体の景観との関係を常に意識

する必要があります。そして、新たに施設をつくるにあたっては、地域の自然のつくる

風景や、歴史の中でかたちづくられてきた町並みなどと調和することが前提となります。

歴史、自然、産業の遺産を列挙していくことからすべてが始まります。列挙する中で、

おのずと遺産の語る物語が浮かび上がってくるのです。さらに、各地区ごとに、より地

域に密着した、比較的知られていない遺産にまで発掘を広げていくのです。

サイン：案内板、道路標識、進路ガイドなど、来訪者に便宜を提供する設備の総称。
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第3章
勝山市の遺産と具体的展開

歴史、自然、産業の遺産を列挙していくことからすべてが始まります。列挙する

中で、おのずと遺産の語る物語が浮かび上がってくるのです。さらに、各地区ごと

に、より地域に密着した、比較的知られていない遺産にまで発掘を広げていくので

す。

1. エコミュージアムへの出発点……遺産発掘

勝山市には、数多くの遺産があります。それらは、大きくは歴史遺産、自然遺産、産

業遺産の3種類に分けることができます。エコミュージアムづくりの出発点は、これらの

遺産を発掘していくことです。ここでは、各種遺産の中でもよく知られたものについて、

種類ごとにいくつかにグループ分けし、列挙します。

（1）歴史遺産

勝山市には原始・古代から現代に至る各時代の実にさまざまな歴史遺産があり

ます。これらは勝山市エコミュージアムの根幹をなすものであり、さまざまな可

能性を秘めています。

原始・古代の遺跡 1万2000年以前の旧石器時代の旧石器が出土したのは、猪野

口南幅遺跡からです。縄文時代では、縄文草創期の平泉寺町赤尾遺跡をはじめ、

中期の遅羽町三室遺跡、晩期の鹿谷町本郷遺跡など、20ヶ所あまりの縄文遺跡

が確認されています。特に村岡町黒原・五本寺から滝波町にかけては縄文遺跡

の密集地となっています。鹿谷町の発坂山ノ端遺跡や、北郷町志比原前田遺跡

などから、弥生時代の遺物が出土しています。

古代の遺跡としては、平安時代の毛屋郷に関連すると思われる北市遺跡、野

向町竜谷には須恵器古窯があります。

古墳 市内には5ヶ所に22基の古墳が確認されています。平泉寺町の大渡城山古

墳、村岡町の黒原古墳群、荒土町別所古墳群、鹿谷町発坂古墳群と鹿谷城山古

墳群です。

平泉寺 白山神社、およびその周辺には御手洗の池、白山禅定道、白山神社本殿、

白山神社拝殿、旧玄成院庭園、泰澄大師の墓塔、楠木正成墓塔、菩提林、精進

坂、観音堂、平泉寺墓地、坊院跡遺構などがあります。また市内には、稚児堂

跡、法音教寺跡、伊野姫墓所、平泉寺四至の荒神石、虚空蔵、禅師王子、比島

観音などの関連遺跡が周辺部にも点在します。
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蓮如 野向町北野津又には蓮如上人旧跡として、御霊屋跡、箸杉、御膳水、不乾

池、蓮如はん清水、佐々木長勝墓、五三の松があります。この他市内各所には、

蓮如上人ゆかりとされる旧跡が多数あります。他に、文書類、木像、画像、絵

伝、正信偈名号などの資料も豊富にあります。

山城 一向一揆当時の山城には、村岡山城、壇ヶ城、保田（西光寺）城、

谷城、妙法ヶ端砦、三室山城、鍋取山砦、野津又城などがあります。平

泉寺もかつては白山平泉寺城跡として史跡に指定されていました。

武将たち 北郷町の畑時能の畑ヶ塚、義宣寺と柴田義宣の墓など、武将や戦にま

つわる史跡がいくつかあります。小笠原家と勝山城下 勝山城天守台跡、開

善寺の小笠原家廟所、神明神社の家臣団寄進の灯篭、毘沙門堂境内にある金燈

籠、尊光寺などの寺院、本町通りの町並みなど、城下町時代の史跡や建造物が

市街地に点在しています。

林毛川と藩政改革 江戸時代末につくられた旧藩校成器堂の建物が、ほぼ当時の

ままの姿で市内に分散して残されています。講堂（神明神社社務所）、演武寮

（布市道場兼集会場）、土蔵と長屋門（今井三右衛門家）、扁額も残されてい

ます。毛川関係では、講武台跡（長山公園）や、備荒倉（平泉寺、滝波）があ

ります。明治時代に建てられた市民会館前の林毛川遺徳碑も重要です。

（2）自然遺産

勝山市を縁取る山地は、積雪地帯である日本海側の特色を示す温帯林が見られ、哺

乳類、鳥類などが数多く生息しています。また、加越国境と九頭竜川水系がかたちづ

くる勝山市の地形も、勝山市の特性を語るときには欠かすことのできない要素です。

山 加越国境には、大長山、烏岳、取立山、大日山などの1000m級の山々がそび

えています。東部には、法恩寺山、経ヶ岳があり、その麓はスキー場、牧場な

どとして活用されています。

川 勝山市の中心を貫いて流れる九頭竜川をはじめ、それに注ぐ女神川、浄土寺

川、暮見川、滝波川、皿川、岩屋川、鹿谷川などの川は、住民の暮らしに深く

影響しながら、豊かな土地を育んできました。

植物 北谷町には、ブナ、ハウチワカエデ、オオバクロモジ、コミネカエデ、マ

ルバマンサク、オオカメノキ、タムシバなどからなる落葉広葉樹林があります。

加越国境のミチノクフクジュソウやミズバショウの分布地はすでに観光の対

象となっています。その他に、鹿谷町矢戸坂の薄墨桜や九頭竜川沿いの弁天桜

も重要です。
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巨樹 岩屋の大杉、西光寺の大杉、法恩寺のねまり杉、薬師の大いちょう、片瀬

の大杉、伊良神社のケヤキの群生、中尾の大杉など、各地に巨樹があります。

動物 谷のブナ林には、アカゲラ、オオルリ、キビタキ、コルリ、コガラ、シジ

ュウカラ、クロジ、カケス、ゴジュウカラなどの鳥類、ニホンカモシカ、ツキ

ノワグマなどの大型哺乳類が生息しています。魚類では、季節になると釣り人

が集うアユと、近年は少なくなりましたがアラレガコが代表です。

恐竜化石 北谷町にある杉山恐竜化石壁を中心とした恐竜化石の発掘地は、重要

な自然遺産です。

（3）産業遺産

勝山市は、機業（機屋）の町です。市内にある機業場をエコミュージアムの中にど

のように組み込んでいくかが一番の課題です。そして、かつて栄えた鉱山や煙草産業、

山村や田園での生活などについても、復元、保存、活用していく必要があります。産

業遺産としては、他に、道路、鉄道など交通関係の遺産もあります。

機業 ケイテー資料館には、いざり機やバッタン機など、初期の機業の歴史を残

す貴重な織機などが収蔵されています。明治時代の機業場としては、木下機業

場の建物の一部と織機が現存しています。他にも、松文産業の工場、工員寮な

ど、興味深い施設が残されています。

鉱山 中世末期から近代初期にかけて、勝山の重要産業であったのが鉱業です。

北袋銀山、堀名銀山、細野口鉱山、坂東島鉱山、平泉寺金山がよく知られてい

ます。

煙草産業 幕末から明治にかけて、刻み煙草の製造が盛んでした。周辺の農家か

ら集められた葉煙草を刻んで煙草を製造するもので、専売制の実施後は機業に

転業しました。遺産としては、荒土町、野向町、村岡町、平泉寺町などに煙草

乾燥場が残されています。

平地の農業 豊かな水に恵まれた勝山市には、水に関係する遺産が数多くありま

す。勝山大用水などの用水をはじめ、各集落には水車跡や清水が見られます。

山村の農林業 杉山・中野俣・奥の河内・上原・五所ヶ原・東山の出作り、北谷

町の小原に残る昔ながらの山村生活、浄土寺の百万本植林達成記念碑、小原の

猪垣や椀貸伝説など、山村や林業に関係する遺産があります。

商業 本町通りなどに残る商店の町並みは、明治29年（1896）の大火で大部分が

消失したため、ほとんどが明治末のものですが、格子戸や卯建、袖壁などの中
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には、江戸時代以来の独特のデザインが見られます。

峠と道 近代以前には、峠道は人や物資の交流において重要な役割を果たし、そ

のおかげで、さまざまな産業が成り立っていました。加越国境の大日山と取立

山の間には、護摩堂峠、谷峠、大日峠といった重要な峠が残されています。中

でも谷の石畳道は、重要な役目を果たしてきました。明治以降のものでは淡月

道と赤岩トンネルがあります。

渡し 九頭竜川を渡る4つの渡し、すなわち、筥の渡し、鵜島の渡し、比島の渡

し、小舟渡。筥の渡し跡には線刻の大日如来像が、鵜島の渡し跡には碑が、小

舟渡跡には舟を繋いだ跡がそれぞれ残っています。また、渡し舟に使われてい

た材料の一部も残されています。さらに、小舟渡には架橋記念碑があります。

鉄道 旧京福電鉄の勝山駅などの施設は貴重な鉄道記念物であり、勝山市の産業

発展史を語るときに見落としてはならないものです。

（4）その他の遺産

勝山には、これらの他に、歴史遺産、自然遺産、産業遺産のいずれにもあてはめるのが難しい

ような資産がさまざまあります。その中でも重要なものをここに挙げます。

ア 地域資源

勝山市内には、越前大仏、法恩寺山リゾート、勝山城博物館、福井県立恐竜博物館

という、すでに全国的によく知られている施設があります。いずれも、かなりの集客

実績があり、地域資源としてとらえることができます。また、友好都市である米国ア

スペン市との友好関係から開催されているアスペン音楽祭は市民の間で定着し、法恩

寺山リゾートではサマースクールが開かれるようになりました。勝山市エコミュージ

アムを進めていくにあたり、エコミュージアムの理念と整合性を保つようにして、こ

れらの地域資源を積極的に活用していくことが課題となります。

イ 民俗文化の遺産

勝山市内では、勝山左義長、尊光寺の顕如講、神明神社祭礼、年の市、滝波のお面

さん祭り、谷のお面さん祭り、谷のはやし込み、北山の観音さまのおすすめ、長柄節

など、古くからの祭りや年中行事が行われています。また、村岡山のかちやまちょう

ちん登山、大師山のたいまつ登山、消防団による走りやんこなど、興味深い行事もあ

ります。さらに、岩屋万才などの伝統芸能もあります。いずれも歴史遺産のひとつと

いえるものであり、有形の歴史遺産と同じように、整備、振興、活用などを考える必

要があります。
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ウ 達人たちのわざ

勝山市内各地において継承されているさまざまな伝統技術もまた、エコミュージア

ムにおいては重要な役割を果たす可能性をもっています。工芸、食品などの、伝統技

術を新しい世代に伝えるような世代間交流は、エコミュージアムの根幹をなす活動と

なります。

伝統工芸であるしめ縄づくりやござ帽子づくり、中世以来の木地師の伝統を持つこ

ね鉢、うすづくりなどは今も勝山年の市に出品され、市民に親しまれていますが、後

継者不足にも悩まされています。しめ縄づくりなどが公民館活動で伝承されています

が、地域の特性を活かした伝統が受け継がれるシステムづくりが必要です。また、報

恩講料理、鯖のなれずし、串柿づくり、山菜加工など、地域に受け継がれる特色のあ

る食品づくりの達人のわざも、地域の生活文化に関わる遺産として伝承する必要があ

ります。

2. エコミュージアムの物語づくり

（1）遺産の物語化

勝山市内には、歴史、自然、産業の遺産が多数あります。これらを列挙していくと、その中か

ら、おのずと物語が浮かび上がってきます。エコミュージアムづくりとは、物語のあるまちづく

りであるともいえます。勝山市のさまざまな遺産がつむぎだす物語は、平泉寺、恐竜、機業いず

れをとっても、勝山市ならではのものであり、他の町にはまねのできないものです。だからこそ、

こういった物語づくりが、誇りをもてる町としての勝山市をつくっていくための出発点になりま

す。ここでは、勝山市の物語の中でも、よく知られているものをいくつか挙げますが、これから

のエコミュージアムの運動によって、これらの物語を充実させていく必要があります。

（2）物語のあるまちづくり

ア. 恐竜の時代

〈遺産の概要〉

日本がアジア大陸と陸続きであった中生代のこと、勝山

市周辺は、大きな川が流れ、湖沼が散在しているところで

した。そして、ここにはさまざまな恐竜が生息していまし

た。それらの恐竜が化石となり、ふたたび地上に現れたの

は、昭和57年（1982）7月のことでした。北谷町杉山で、日

本で初めて、1億2000万年前の恐竜アロサウルスの尺骨や、

トカゲ型肉食竜の前歯の化石が発見され、注目されたのです。 13 杉山恐竜化石壁
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さらに、平成元年（1989）5月の調査では、杉山恐竜化石壁で

草食竜の背骨の一部が発見され、現在までに8種類もの恐竜の

化石が確認されています。カツヤマリュウやキタダニリュウの

ような肉食恐竜や、フクイリュウやスギヤマリュウのような草

食恐竜がいます。そして、平成12年（2000）には「恐竜エキス

ポふくい2000」が開催され、国際的なレベルの本格的な福井県

立恐竜博物館が長尾山総合公園内に開館しました。

〈発見の小径〉

長尾山総合公園内の福井県立恐竜博物館と北谷町の杉山恐

竜化石壁が、重要なポイントです。杉山川沿いにこれらふたつ

の場所をつなげることで、1億2000万年の歴史を手に取るよう

に理解できることを目的としたルートです。

イ. 九頭竜川と交通

〈遺産の概要〉

かつて、暴れ川であった九頭竜川には橋をかけることが難し

かったのです。そのため、明治時代以前には、現在の勝山市域

には、上流から順に、筥、鵜島、比島、小舟渡の4ヶ所の渡し

が設けられていました。大正4年（1915）、勝山の市街地の九

頭竜川対岸に京福電鉄が走るようになります。鉄道開通にとも

ない、勝山橋が架橋され、ついで、下荒井橋、小舟渡橋もかけ

られました。橋のまだなかった頃、山間の集落にとっては、九

頭竜川の対岸よりも盆地を囲む山々の峠を越えていく道が重

要でした。鹿谷と遅羽をつなぐ蓬生坂や、北谷と石川県の白峰

をつなぐ谷峠などです。明治以前の交通・運輸については、九

頭竜川における舟運と勝山街道による陸上輸送も忘れてはな

りません。また、明治になってつくられた淡月道もあります。

さらに、旧京福電鉄の勝山駅、かつて使われた下荒井トンネ

ルなどの鉄道遺跡も重要です。

〈発見の小径〉

筥、鵜島、比島、小舟渡の四つの渡しを中心にして、蓬生坂

など昔の道をたどるルート。九頭竜川の自然の厳しさと、それ

恐竜の骨格模型 14

恐竜エキスポ開催時の勝山駅 15

淡月道とトンネル 17

鵜島の渡し 16
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を克服しようとしてきた人々の苦労を、峠道、赤岩トンネルと

淡月道、旧京福電鉄のトンネル跡や駅舎などから伺い知ること

ができます。

ウ. 縄文時代の遺跡

〈遺産の概要〉

勝山市は、福井県内でも縄文遺跡の多い地域です。市内には、

縄文時代の草創期から晩期まで、あらゆる時代の遺跡がそろっ

ています。遺跡の多くは、九頭竜川やその支流が形成した、数

段からなる河岸段丘上に立地しています。草創期のものとして

は、平泉寺町の赤尾遺跡があり、ここから長さ15センチの槍先

形尖頭器が出土しています。中期では、遅羽町の三室遺跡が重

要で、この他に村岡町には古宮遺跡、長尾山遺跡、破入遺跡な

どがあります。村岡町には、早期だけでなく前期、中期、後期

の遺跡も数多く分布します。晩期の遺跡の代表的なものは、北

郷町の上野遺跡、鹿谷町の本郷遺跡、猪野瀬地区の大島田遺跡

などです。これらの遺跡から出土した土器の型式から、北陸地

方のみならず太平洋側の東海地方との交流があったことが推

測されます。

〈発見の小径〉

縄文遺跡の多い勝山市内でも特に集中しているのが、村岡町

です。村岡山、長尾山と浄土寺川、暮見川、滝波川に囲まれた

一帯に分布する遺跡群から、遠い昔の人々の自然と一体となっ

た暮らしを想像することができます。

エ. 泰澄と白山平泉寺

〈遺産の概要〉

白山平泉寺は、勝山市を象徴する重要な歴史遺産です。明治

維新直後の神仏分離政策によって、現在は神社となっています

が、もともとは白山信仰の拠点で、白山神社を中心とした寺で

した。開基は泰澄大師とされています。伝説によれば泰澄大師

は、筥の渡しをわたって伊野原に入り、現在の白山神社境内の

19 三室山

20 全盛時代の平泉寺六千坊

18 縄文中期の土器（古宮遺跡出土）
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御手洗池を見つけ、さらに白山山頂にまで至ったそうです。こ

の池が平泉寺の名の由来です。中世には白山三馬場のひとつと

して栄え、最盛期の室町時代には、四十八社、三十六堂、六千

坊という坊院の数を誇りました。しかし、戦国時代末の天正年

間に、一向一揆に襲われて、一挙に炎上してしまいました。天

正11年（1583）、美濃から帰還した顕海によって平泉寺が再興

しましたが、往時の規模に戻ることはありませんでした。平泉

寺町には泰澄大師あるいは平泉寺ゆかりのさまざまな史跡が

あります。

〈発見の小径〉

筥の渡し、伊野姫の墓、猪野の白山神社、下馬大橋、菩提林、

石畳道、白山神社境内に入り、旧玄成院庭園、御手洗池、白山

神社の本殿と拝殿、平泉寺南谷三千六百坊跡、平泉寺墓地など

をめぐるルート。往時の信仰の深さと伽藍の壮大さを想像する

ことができます。

オ. 蓮如と一向一揆

〈遺産の概要〉

京都東山大谷の本願寺を延暦寺衆徒に破却され、追われた本

願寺八世蓮如は、越前吉崎に落ちつき、御坊を営みました。そ

のため、北陸一帯に大きな影響を与え、現在の勝山の地にも多

数の信徒が生まれたのです。現在も市内には、名号、画像など

蓮如関係の多くの資料が残され、蓮如巡錫の地など伝承地も多

いです。越前朝倉氏が滅ぼされると、天正2年（1574）越前の

浄土真宗の門徒たちは、平泉寺などの旧勢力に対して一揆を始

めました。この年の2月に平泉寺を攻撃し、袋田付近で合戦を

しましたが、一向一揆軍は壇ヶ城に退却して再攻撃に供えまし

た。4月になり、七山家の者が村岡山に城柵を築いたために、

平泉寺軍は打って出て、村岡山を包囲して攻撃します。ところ

が、一揆軍の別動隊が手薄になった平泉寺を裏手の三頭山から

襲撃して、建物に火を付けました。このために平泉寺は滅び、

門徒は村岡山を勝ち山と名付け、これが勝山の地名の由来とな

伊野姫の墓 21

村岡山遠望 23

蓮如木像 22
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りました。しかし、越前一向一揆は、柴田勝家によってほとん

ど滅ぼされましたが、残党が北谷の谷城にこもって戦いました。

〈発見の小径〉

蓮如に関する史跡は勝山市内全域にありますが、特に集中し

ている野向町の北野津又や竜谷、村岡町の黒原などで、腰掛石、

御掛錫地などをめぐり、蓮如筆とされる名号の掛け軸を所蔵し

ている寺や道場などを拝観するルートをつくることができま

す。一向一揆については、鹿谷町の保田（西光寺）城に始まり、

壇ヶ城、村岡山城、妙法ヶ端砦、三室山城、谷城などをめぐる

ことができます。

カ. 金山、銀山と石灰山

〈遺産の概要〉

安土桃山時代に、現在の北郷町新町あたりに北袋銀山が開発

され、豊臣秀吉の直轄地になりました。17世紀の『越前地理指

南』には、小原、細野口、堀名中清水、桧曽谷の銀山と坂東島

の鉛山、平泉寺の金山が記されています。これらの鉱山は江戸

時代中期には衰退しましたが、幕末に復活しています。中でも

堀名銀山は、安政年間に幕府により採掘され、多額の銀を産出

しました。現日吉神社を中心とした盛時の堀名銀山図が現存し

ています。また、坂東島鉱山は、明治時代に入ってから盛んに

なり、明治43年（1910）には、150人あまりの鉱夫を擁する鉱

山でした。平泉寺の金山は幕末に始まり、金を産出しました。

幕末以来、堀名や細野口には石灰山があり、農業用の石灰が採

掘され、生石灰が焼かれました。

〈発見の小径〉

明治末期に本格的に採掘された坂東島鉱山を出発点にして、

往年の写真・絵葉書をたよりに現地を確認をしていきます。さ

らに、勝山市の鉱山発祥の地である北袋銀山や、幕末に栄えた

堀名銀山、北宮地の石灰山、細野口鉱山、平泉寺の金山をめぐ

ります。

24 村岡山城縄張見取図

25 堀名銀山跡

26 堀名銀山図

27 小水無（こみずなし）銅山の図
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キ. 小笠原家城下町と林毛川

〈遺産の概要〉

勝山城を最初に築城したのは柴田勝安で、その後、領主の交代

が続きましたが、江戸時代長らく勝山の地を治めたのは元禄4

年（1691）に入部した小笠原貞信でした。その頃、勝山三町の

およその骨格はできていましたが、その後、小笠原家の下で整

備されたのです。さらに幕末の天保年間に小笠原家の家老とな

った林毛川は、藩政改革を進めていきました。藩医秦魯斎の提

言によって藩校の成器堂を建設し、また産物改会所を設置し、

刻み煙草・生糸などの製造販売を奨励しました。外国船の近海

出没によって騒がしくなると、長山に武芸鍛錬の場である講武

台を築造し、大砲を鋳造し、洋式鉄砲を備え、洋式調練も行い

ました。また、飢饉にそなえて備荒倉を三ヶ村に設けました。

明治時代になって成器堂の建物は移築され、講堂は神明神社社

務所に、演武寮は布市の道場兼集会場に、土蔵および長屋門は

私邸にそれぞれ移築されて現存しています。講武台は、長山公

園となっています。備荒倉はいずれも現存しています。明治22

年（1889）に、林毛川の業績をたたえた遺徳碑が建てられ、今

は市民会館前にあります。

〈発見の小径〉

本町、後町の昔ながらの袖壁のある町並みを歩きながら、城

下町時代以来の由緒のある寺々や神明神社、金燈籠などを訪ね

歩きます。旧城下町の市街地は、あらかじめルートを決めてし

まうよりも、それぞれの関心に従い、自由にルートをつくれる

ような工夫が必要です。

ク. 繊維産業

〈遺産の概要〉

勝山地方の近代的工業は、家内制手工業である製糸業と刻み

煙草業が出発点でした。そして、明治6年（1873）に、官営富

岡製糸場に研修生を派遣し、明治7年袋田町岸ノ下に製糸工場

を設立、明治9年（1876）三の丸跡に「勝山製糸会社」を創立
バッタン機 31

勝山城本丸 28

旧成器堂講堂 29

講武台跡 30
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します。明治19年（1886）には、蒸気機関を動力にし、製糸機

械を100台使うまでになっています。明治42年（1909）、山岸

伊之助がバッタン機164台を備えた機業場を創業、同43年

（1910）勝山兄弟合資会社も発足しました。明治37年（1904）

煙草専売法が公布され、煙草の製造が官営となり、転業資金を

もとに、刻み煙草製造業者が機業に転じていきます。第一次世界

大戦の拡大につれて、絹羽二重の輸出が伸び、量産と品質向上が

要望されるようになり、大正時代末には、ほとんどが力織機に

なりました。その動力源として、町内の機業家によって勝山電

力会社が設立されています。その後、勝山市の機業は、時代の

要請に応じて、人絹、合成繊維へと転換し、現在に至っていま

す。

〈発見の小径〉

市中心部については、旧木下機業場、松文産業やケイテーの

工場、ケイテー資料館などをめぐるルートが考えられます。勝

山の機業文化を考えるには、各工場の持つ保育園やかつての勝

山精華女学校（現勝山南高校）まで、ルートに含めることがふさ

わしいと思われます。また、北郷町の機業工場地域についても別

にルートをつくることが考えられます。

ケ. 自然と風景

勝山市の景観は、霊峰白山とそれにつながる加越国境の山々、

盆地を縦貫して悠然と流れる大河九頭竜川と盆地に広がる田

園空間に特徴づけられ、これらが勝山市の豊かな自然を育んで

います。

〈春〉

白山と加越国境の山々には残雪が残り、山の麓からは新芽が

吹き始め、その新緑の合間にマンサクをはじめ、オオヤマザク

ラやタムシバの花が咲き、山全体に広がって、素晴らしい景観

となります。

特に、鹿谷町から眺める大日山の残雪は、「鶴峰の残雪」と

32 村岡山城縄張見取図

35 鶴峰の残雪

36 カタクリの花

33 旧木下機業場

34 九頭竜川と桜並木
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して勝山市の春を感じさせる雄大な景観となっています。この

九頭竜川とその背景をなす加越国境、そして白く輝く白山の景

観は、市民やふれあい市民にとって原風景となっており、非常

に大切な景観です。

勝山駅裏山のバンビラインから眺める眺望は素晴らしく、九

頭竜川に寄り添うように弁天桜の並木が続き市民の憩いの場

となっています。バンビラインには、可憐なカタクリやツツジ、

ブナの群生地も広がり、山歩きをする人々の目を楽しませてく

れます。

また、北谷町木根橋のミチノクフクジュソウや取立山のミズ

バショウ、谷のブナ林の新緑などは、春の訪れを告げるものと

して忘れることはできません。

自然豊かな山々は、動物にとっても居心地がよく、イヌワシ

やクマタカ、オオタカなどの稀少猛禽類やニホンカモシカなど

にも出会うことができます。

〈発見の小径〉

加越国境の残雪と新緑を楽しむルート、鹿谷町からの白山や

大日山の景観を望むルート、遅羽町・鹿谷町境のバンビライン

など、いくつかのルートをつくることができます。

〈夏〉

盆地を縦貫する九頭竜川には大小いくつもの河川が注ぎ込

み、豊かな水辺空間をつくっていますが、この水辺を演出する

のがホタルです。市民の活動によって少しずつその数が増えて

きており、夜のウォーキングや親子の散歩を一段と楽しませて

くれます。

また、それらの河川の上流部には、弁ケ滝、大滝、夫婦滝、

八反滝、大鷲滝、七反滝など大小さまざまな滝があり、夏の間

も水を絶やすことなく、清涼感を演出しています。九頭竜川は

清流として有名で、ここで釣れるアユの香りと味を求めて多く

の釣り人が県内外から訪れます。釣竿が林立している姿は、夏

の風物詩となります。

取立山のミズバショウ 37

岩屋の大杉 38

伊良神社境内（ケヤキ林とはやし込み）39

九頭竜川のアユ釣り 40
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市内には、市指定文化財になっている巨樹が何本かあります。

西光寺の大杉、岩屋の大杉、法恩寺のねまり杉、薬師の大いち

ょう、片瀬の大杉、伊良神社のケヤキ、中尾の大杉です。その

ほとんどが地区の神社境内にあり、地区のシンボルそして鎮守

の杜として住民に親しまれ、大切に守られています。また、夏

には蝉の合唱がこだまし、訪れる者を少年時代へと誘ってくれ

ます。〈発見の小径〉

九頭竜川沿いのウォーキングルート、滝波川、北野津又川、

女神川などの上流にある滝をめぐるルート、各地の巨樹を訪ね

るルートなどが考えられます。

〈秋〉

９月ともなると、水田は見渡す限り黄金色になり、米どころ

勝山市では収穫の秋を迎えます。この収穫を祝う神社の祭礼が

市内のあちらこちらで見られ、神社に掲げられる白い幟と秋の

夜空にこだまする太鼓の音は勝山市の秋の風物詩です。

晩秋ともなると、加越国境の山々は紅く色付きます。紅葉の

見所は多数ありますが、小原峠からの赤兎山や弁ケ滝を含めた

法恩寺大幹線林道周辺の紅葉には、特に素晴らしいものがあり

ます。

加越国境や白山をはじめ、山々を見渡す一番のポイントは野

向町から荒土町にかけてであり、周囲360度ほとんどすべての地

平線が紅葉で彩れられた山々の稜線で占められ、一大パノラマと

なります。

その紅葉のパレットに初雪が舞い降りると、長い冬を迎えま

す。

〈発見の小径〉

実りの秋の里を歩くルート、加越国境のハイキングコース、

弁が滝など各地の滝をめぐるルートなどが考えられます。

〈冬〉

冬になると、山々はもとよりあたり一面が銀世界となり、す

41 白山禅定道から白山遠望

42 弁ヶ滝の紅葉

43 秋の加越国境付近
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べてを包み込んでしまいます。

冬の景観は、白一色のために変化に乏しいのですが、スキー

ジャム勝山から望む銀世界や九頭竜川と弁天桜の雪景色は素

晴らしいものです。

近年、降雪量は少なくなったとはいえ、昔から続く屋根雪下

ろしや雪流しも日常生活上欠かすことができず、これらの作業

は勝山市の冬の風物詩となっています。

大量の雪は、一面では生活に不便を生じさせる厄介者ではあ

りますが、一方では、山々の木々を守り、水稲をはじめ、あら

ゆる農産物を育てる用水の水源や飲料水の水源となっている

など、豊かな自然遺産とも言うべきものです。

この雪を利用して、雁が原スキー場、スキージャム勝山、長

尾山総合公園などではウィンタースポーツが活発に行われて

います。特に中京や関西方面から雪を求め、多くの客が訪れま

す。

〈発見の小径〉

法恩寺山リゾートからの雪景色を楽しむルート、九頭竜川沿

いから銀世界となった加越国境を望むルートなどが考えられ

ます。

冬の九頭竜川 44

冬の平泉寺白山神社 45

里芋を洗う 46
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3. エコミュージアムの地域づくり

市内の10地区には多種多様な遺産があり、その遺産によって各地区が特徴づけられます。

各地区の概要をまとめ、その特徴を明確にすることによって、各地区における今後のエ

コミュージアムの地域づくりに活用することができます。

（1）勝山地区
勝山地区の概要

勝山の地名は、平泉寺との戦いに勝利した一向一揆勢が村岡山を「勝ち
山」と呼んだことから名付けられたのが始まりといわれています。勝山は
柴田勝安の勝山城築城によって城下町が形成され始め、その後領主交代が
続き元禄4年に入部した小笠原氏の時代に旧勝山町がほぼ形成されました。
七里壁の上には城郭と家中と呼ばれた武家屋敷が設けられ、下には勝山寺
町が発展していきました。これをつなぐのが、6つの坂です。
このように旧勝山市街は、城下町として形成されました。このことが現

在までまちの形をほとんど変えずに残ってきている要因となっているの
です。また、人が集まることにより、商売が盛んとなり、数多くの旧家や

機業場も残っています。また、左義長や年の市などの年中行事も続いています。

勝山地区の要点（キーワード）
城下町、小笠原氏、寺社、坂、成器堂、勝山左義長、年の市、弁天桜、顕如講、神明神社祭礼、勝山
城址

整備の方向性
本町、後町、河原町など、昔ながらの伝統的な町並みや風情を残しており、まちそのものが博物館

といった雰囲気です。また、はしりやんこや、勝山左義長、年の市など、伝統行事も連綿と続いてい
ます。このような遺産が残っていることは貴重であり、先人の努力がしのばれます。この遺産を有効

に活用し、後世に伝えていくことが大事です。

（2）猪野瀬地区
猪野瀬地区の概要

北市遺跡（文献に出てくる勝山市唯一の古代集落の毛屋郷と推測され
る）など大きな集落が出現したことからわかるように、勝山市の中でも河
川の氾濫がない最も安定した地域であります。また、現在は水菜やメロン
など、勝山市を代表する特産品を生産しています。白山信仰の開祖である
泰澄の母（伊野姫）の出生地と伝えられているように、平泉寺に代表され
るような宗教文化の発祥地であったと考えられます。近世以降は、若猪野
に郡上藩の陣屋（代官所）があったこともあり、近年郡上踊りを通じて八

幡町と交流があり、郡上とのつながりも忘れてはなりません。さらに、越
前大仏や勝山城博物館、勝山市ふれあい交流館などの新しい観光拠点とど
のようにこの地区の遺産と結び付けていくかが重要となります。

猪野瀬地区の要点（キーワード）
河岸段丘、毛屋郷、泰澄、郡上藩、勝山の特産品、観光施設

整備の方向性
勝山を代表する特産物である「勝山水菜」や「若猪野メロン」を多く産出しており、それらを活用

する方法を考えていく必要があります。また、昔から伝承されている泰澄に関する史跡、郡上との関
連、新しく建設された施設などをリンクさせていくことが大事です。

年の市 47

越前大仏遠望 48
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（3）平泉寺地区
平泉寺地区の概要

平泉寺白山神社を核とする南北約1km、東西約2kmの約200haに及ぶ中世寺
院跡の「国史跡白山平泉寺旧境内」が中心になることは言うまでもありま
せん。この史跡は、かつては六千坊に上る坊院が存在していたといわれ、

全国屈指の規模と威容を誇っており、平泉寺地区内にはこの中世寺院に関
連する多数の遺産が存在します。また、約5.3haの平泉寺墓地には、室町末
期の平泉寺僧の五輪塔などの石造物が残されています。
従来からの観光資源である苔、杉木立、菩提林の石畳などの自然遺産の

他に、南谷、北谷の坊院跡などの新たな歴史遺産である史跡をどのように
活用していくかが重要な課題です。
それに加えて史跡と調和した集落としての魅力をどのように演出するか、

また、平泉寺金山跡や弁ヶ滝など山間部、平泉寺地区以外の地域に点在する名所旧跡をどのように組
み込んでいくかも重要です。
古くからさまざまな書籍に「白山平泉寺」の名が登場し、全国的にもその名が知られていますが、

その高い価値から数々の選定を受けています。

菩提林の夜雨 勝山八景江戸末期～明治初期 大野郡
旧玄成院庭園 国指定名勝 昭和5年（1930）文部省
白山平泉寺旧境内 国指定史跡 昭和10年（1935）平成9年（1997）
文部省平泉寺一帯 白山国立公園 昭和32年（1962）厚生省
旧参道 日本の道100選 昭和61年（1986）建設省
集 落 福井県まち並み景観賞 平成5年（1993）福井県
平泉寺参道 新・日本街路樹百景 平成6年（1994）読売新聞社
白山神社 平成勝山十景 平成7年（1995）勝山市
白山禅定道 歴史の道100選 平成8年（1996）文化庁
白山神社境内菩提林の杉と蘚苔 かおり風景100選 平成13年（2001）環境省

平泉寺地区の要点（キーワード）
勝山市発展の原点、精神的遺産、中世宗教都市、白山信仰、一向一揆、木と石の文化

整備の方向性
歴史研究者や地域住民が参加して、重要遺構が残る地域と居住地、山林・畑地といった、それぞれ

の目的に即して定められた「史跡白山平泉寺旧境内保存管理計画書」（平成7年（1997）策定）や「同
整備基本計画書」（平成12年（2000）策定）に基づいた整備が望まれます。

（4）村岡地区
村岡地区の概要

村岡地区は、福井県立恐竜博物館、長尾山総合公園、雁が原スキー場、
温泉センター水芭蕉など、重要な地域資源が集中しています。これらの地
域資源をどうやって他の施設とつなげていくかが課題です。一向一揆と平
泉寺との決戦の場となった村岡山は山城で、この山は勝山の名前の由来と
もなっています。住民は、村岡山を大切にしており、毎年8月には、かち山
ちょうちん登山を行っています。滝波付近には、縄文遺跡が多く分布して
おり、昔から人々が多く住む地域であったことがわかります。

村岡地区の要点（キーワード）

福井県立恐竜博物館、村岡山城、一向一揆、滝波のお面さん祭り、縄文遺跡

整備の方向性
村岡山は、地域住民のシンボル的な山であり、勝山の地名のおこりを考える上で、なくてはならな

い山です。城跡や登山道の整備が望まれます。また、福井県立恐竜博物館は世界的な博物館であり、
地域住民との交流はとても重要です。

平泉寺白山神社の御手洗の池 49

滝波のお面さんまつり 50
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（5）北谷地区
北谷地区の概要

加賀の白峰との峠道沿いに発展した地区で、中世には、河合、六呂師、
中尾、木根橋、小原、谷、中野俣、杉山、横倉（野向地区）が七山家と呼
ばれていました。また、この地域には古くから牛首（白峰村）から出作り
で定着した人たちも多く、白峰にある寺院の門徒も多くいます。
地区の古い歴史を物語る民具、民家、谷のお面さん祭り、はやし込みに

代表される民俗行事などが残っており、勝山市の民俗資料館的な地区とも

いえます。平泉寺との戦いにおいて主力となったのは七山家であり、柴田
義宣・勝安と戦った谷城跡などの遺跡があります。また、恐竜化石を多数
産出して全国的にも注目され、その成果が福井県立恐竜博物館として実を
結びました。
北谷地区は広大な面積を有しますがそのほとんどは山地であり、豊かな自

然遺産に恵まれています。勝山市で一番の多雪地帯ですが、この雪も自然遺産であり、長所として活
かす工夫が望まれます。

北谷地区の要点（キーワード）
七山家、民俗資料館的な地区、平泉寺との戦い、恐竜化石、豊かな自然遺産、雪

整備の方向性

北谷地区の特色である古くからの歴史や、勝山市内で最も面積が広く盛んである林業と山村の生活

を中心に、豊かな自然遺産に注目しての整備が望まれます。

（6）野向地区
野向地区の概要

この地区は勝山と加賀を結ぶ大日峠・新又峠を介して発達し、加賀に近

いため一向一揆の影響を強く受け、蓮如伝説等に関係した史跡が多くあり

ます。竜谷には、江戸時代の元禄期以降、大庄屋を務めた比良野家があっ

て、藩主も幾度か訪れており、当時の座敷や長屋門が残っています。その

八代目帰雲坊は、幕末から明治にかけて、美濃派の俳諧に親しみ、他国の

俳人とも交わり、竜谷で紅梅吟社をつくっています。彼の建てた句碑紅梅

塚周辺は、明治時代になって公園として整備され市名勝に指定されていま

す。

この地区では良質の粘土が産出さ

れ、古くから焼き物が盛ん な地域で、竜谷には平安時代に須恵

器を生産していた窯跡が発見されています。その焼き物は、猪野瀬の北市遺跡からも出土しています。

また、江戸時代後期に、勝山の国泰寺や尊光寺の瓦を焼いた記録も残っています。

薬師神社（薬師堂）の名は、『越前国名蹟考』にも見え、牛ケ谷も加茂長者の乗っていた牛が出た

谷と伝えています。

野向地区の要点（キーワード）

蓮如伝説、比良野家、竜谷古窯、水車小屋、大日山、八反滝

整備の方向性

野向地区は自然が豊かで山菜やあまごなどの川魚が豊富にあります。かつて多く存在した水車小屋

を復活させて、昔の風景を実感できる地区としての整備が望まれます。また、蓮如上人関係の伝説が

数多く残されており、それらをリンクさせ物語風に説明できるような学芸員を育てていくことが必要

となります。

谷の石畳道 53

竜谷公園 52
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（7）荒土地区
荒土地区の概要

堀名銀山は、安政6年（1859）に幕府の手で開かれ、良質の銀鉱石を産出

した鉱山です。現在も鉱山の入口があり鉱道を覗くことができます。橘曙

覧がここを訪れて、銀山で働く人々を歌に詠んでいます。近くに、細野口

銀山もあります。堀名銀山近くにある壇ヶ城は、島田将監などが立てこも

った山城で、平泉寺を攻撃する拠点となった重要なところでした。この地

区にはかつての交易の名残である市姫神社や、平泉寺ゆかりの大屋敷、佐

羅堂、大門といった地名が残っています。また、この地区から眺める白山

は、全国に誇れるものといえます。

荒土地区の要点（キーワード）

堀名銀山、鉱山、壇ヶ城、橘曙覧、白山などの風景、石灰山

整備の方向性

荒土地区は、鉱山跡や石灰山の跡があり、現在も鉱道のいくつかを見学することができます。今後、

社会見学などの学習の場としての整備が望まれます。さらに、一向一揆の拠点となった壇ヶ城の整備

が望まれます。また、日本で一番美しく白山が見える場所、九頭竜川に沈む日没を見ることができる

場所として、景観保全が必要です。

（8）北郷地区
北郷地区の概要

岩屋観音、大杉、岩窟で知られる岩屋は、無住地区となっていますが、

自然が豊かで、泰澄や道元が訪れたと伝えられる霊場でもあります。南北

朝時代の伊知地古戦場は太平記にも記述されており、新田義貞の四天王の

一人、畑六郎左衛門時能が、十六騎で斯波高経の大軍と戦って、鷲ヶ岳に

て戦死したところです。伊知地には畑時能を弔う畑ヶ塚があり、毎年10

月25日に追悼の例祭を行っています。坂東島や新町、桧曽谷などにはかつ

て鉱山がありました。新町、桧曽谷は戦国時代より北袋銀山として栄え、

新町は鉱山の採掘によってできた村です。坂東島鉱山は銅の採掘として有

名で、三菱合資会社はその規模を広げました。木下家は上野に残る江戸時

代の天保年間に建てられた富農の家です。木下家住宅は当時の暮らしを偲ばせるものとして重要であ

り、勝山市に現存する唯一の茅葺屋根です。北郷地区は昔も今も交通の要所であり、その中でも小舟

渡は、福井と勝山をつなぐ九頭竜川の重要な渡し場でした。小舟渡の河原では、昭和30年代中頃まで、

運動会や花火大会が開催されていました。

北郷地区の要点（キーワード）

岩屋、畑時能、木下家住宅、小舟渡、鉱山、岩屋万才

整備の方向性

鷲ヶ岳の合戦は太平記に記載されており、畑時能の畑ヶ塚などは住民の手で毎年追悼の例祭が行われ

ています。また、その近くには木下家住宅があり、周辺と一体化した整備が望まれます。また、岩屋

については森林公園として整備され、キャンプなどの自然に接した体験や、岩屋に伝わる岩屋万才な

どを伝承していくことも重要です。

石灰窯跡 53

畑が塚 54
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（9）鹿谷地区
鹿谷地区の概要

一向一揆ゆかりの保田（西光寺）城は、現在も城跡を残しており、一向一揆

の歴史を考える上で重要です。鹿谷には縄文時代の本郷遺跡をはじめ、発坂で

は弥生時代や平安時代の遺跡が発掘されています。1地区から各時代の遺物が出

土していることは珍しく、勝山の歴史を知るにはとても重要なところです。鹿

谷は、昔から大野との交通の要所であり、多くの道があります。とくに峠の道

は多く、大野市との市境には薄墨桜が群生しています。鹿谷には中部縦貫自動

車道の勝山ICができ、今後も交通の要所となっていきます。鹿谷は入り口が狭

く奥に深い袋状の地形です。また、柿の木なども多く、昔の日本の風景を思い

出させてくれます。現在も自然がたくさん残っており、夏にはホタルが飛び交

います。この地はまた、串柿やござ帽子の産地として知られています。

鹿谷地区の要点（キーワード）

保田（西光寺）城、縄文・弥生・古墳遺跡、峠道、日本の原風景、ござ帽子、串柿

整備の方向性

保田（西光寺）城は一向一揆の歴史を考える上では大変貴重で、重要な拠点としての整備が望まれ

ます。また、鹿谷は昔から交通の要所であったため、多くの道や峠が現存しています。群生する薄墨

桜と関連づけて、この道や峠を活用していくことも大切です。

（10）遅羽地区
遅羽地区の概要

この地区にある三室山は、太古の昔、遅羽の人たちに神が宿る山として、

山そのものを神体として崇められていました。これは、大和における「三

室の神奈備」と同様の山であります。また、このような遅羽地区にとって

シンボル的な三室山は、縄文時代の三室遺跡、古代祭祀遺跡、一向一揆時

代の三室山城という複数の顔を持ちます。この三室山の予備調査は終わり、

本格的な調査、整備が待たれます。これに加えて、筥の渡しや鵜島の渡し、

比島の渡し、それに替わってできた橋、淡月道や赤岩トンネル、勝山駅な

ど、交通に関する遺産が多数あり、歴史、産業の両面からの探求が大事に

なります。

遅羽地区の要点（キーワード）

三室遺跡、三室山、渡し（九頭竜川）、電車、交通の要所、比島観音、勝山駅、観音さまのおすすめ

整備の方向性

三室山は、単に原始・古代から中世にかけての史跡というだけでなく、この地区の精神的・根源的

な象徴でもあると考えられます。史跡整備などのハード面のほかに、ソフト面での活用を考えること

が重要です。さらに、勝山市の玄関口という性格を持つ土地であり、それを象徴する数々の遺産を活

用しての整備が望まれます。

西光寺の大杉 55

三室山遠望 56
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第4章

推進体制

勝山市エコミュージアムは、今後、勝山市エコミュージアム協議会（仮称）が中

心になって推進していくことになります。さまざまな形態での市民参加や、交流活

動が展開されていく中で、NPO（非営利組織）をつくるという課題もでてきます。

エコミュージアムづくりに欠かすことのできない、市民の参画、市内各種団体の積

極的関与、行政の推進組織による支援などの関係も明らかにする必要があります。

1. 勝山市エコミュージアム協議会（仮称）

エコミュージアムづくりの主体となる組織です。エコミュージアムの特色である

「みんなが力をあわせてつくる」ことを実現するためには、まちづくりを目的とす

るいくつもの団体や個人さらには行政機関が連携しあうことができるような組織と

する必要があります。

協議会を構成するメンバーは、各地区のまちづくり団体、産業や教育にたずさわ

る各種団体、博物館やリゾートなど各種施設、NPOなどを代表する人々から選ばれま

す。

協議会の目的は、何よりも勝山市全域におけるエコミュージアムの方向性や運動

の検討および具体的な取組みにあたることです。さらに、エコミュージアム構想を

推進するための評価作業を行い、地域相互の連携と協力を支援し、各地区や各種団

体の情報交換の場ともしていきます。これによって、エコミュージアムの実現を目

指します。

2. 市民参加の具体的展開

エコミュージアムは「勝山市エコミュージアム協議会」の力だけでつくれるもの

ではありません。いろいろなかたちで、勝山市民の参加を得て、行政の支援のもと

展開される必要があります。

（1）各地区のまちづくり団体の組織化

各地区にあるまちづくり団体が、エコミュージアムのさまざまな活動の中心にな

る必要があります。まちづくり団体の中にはすでに「勝山市わがまちげんき発掘事

業」をはじめとしたさまざまな事業に着手しているところもあります。勝山市の全
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地区においてまちづくり団体の活動を支援していくことが必要です。

（2）まちづくり団体の各種事業

まちづくり団体に参加することだけが、市民参加の唯一のあり方ではありません。

まちづくり団体は、それぞれの地区や遺産の特色を活かしながら、さまざまな事業

を展開していきます。その中で、市民の参加を促して、エコミュージアムを推進し

ていくのです。まちづくり団体の実施する事業は、地区などの垣根を越えて市民が

参加できるような運営が必要となります。

［遺産の発掘］

各地区の遺産探し

遺産めぐりウォーキング（ツアー）

伝統行事の復活

各地区遺産マップの作成

［遺産の保存、伝承］

遺産の整備（草刈や清掃等）

達人の技の伝承

伝承料理の研究

［学究活動］

エコミュージアム講座の開催

遺産の調査、研究

3. 交流活動の推進

遺産発掘と並んで重要な課題として、さまざまな交流活動の推進が挙げられます。

世代間の交流や、勝山市内と市外との交流を通じて、生き生きとしたエコミュージ

アムづくりが可能となります。

（1）子どもたちによる活動

すでに、小中学校の社会科（郷土史）や総合的な学習の時間を利用した、子ども

たちによるエコミュージアムづくりの活動が始まっています。子どもたちは、自ら

の目で遺産を発掘することで、地域に対する愛着と誇りをもてるようになります。

エコミュージアムづくりにおいて、子どもたちの参加も不可欠なものです。
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（2）高齢者との世代間交流

勝山市に伝承されてきたさまざまな遺産を、未来に向けて継承している高齢者と

の交流が不可欠です。特に、各地にいる伝統工芸や伝承料理の達人たちの技術を継

承し、子どもたちなど若い世代に伝えていくことが大切です。

（3）ふれあい市民

ふれあい市民は、勝山市出身者、勝山市にゆかりのある人、勝山市に関心を持つ

人たちなどのことです。ふれあい市民に対しても、一般の勝山市民と同じように、

まちづくり団体をはじめとしたエコミュージアムのさまざまな事業への参加を促す

必要があります。

ふれあい市民は、勝山市の現状などを外からの視点で客観的に判断することがで

きますので、ふれあい市民との交流によってエコミュージアムの方向性や現状を分

析したり、評価したりすることが可能になります。

（4）農山村文化とのふれあいの推進

世界的に農山村を訪れて、伝統的な生活を体験するタイプの旅行すなわち、グリ

ーンツーリズムが流行を見せています。日本においても、農林水産省の支援のもと、

多くの農山村において、農業や林業の体験、郷土料理の賞味などを中心に、旅行者

を迎え入れる活動が盛んになってきています。

勝山市では、次のような事業をまちづくり団体等と協議検討し、民間において進

める活動を、積極的に推進します。これらの活動は、エコミュージアムを活性化す

ることに結びついたものとなります。

農林業体験型……観光農園などにおける里芋掘り、いちご狩り、ふれあい農園な

どにおける野菜・果樹づくり、田植え・草取り・稲刈り・臼すりなど農業

体験、草刈・木起し・炭焼きなど林業体験、畜産業体験

文化体験型……木工・藁細工、陶芸、染織、民芸品製作など伝統技術体験、ふる

さと伝統料理の体験、果実や畜産等の加工食文化体験、化石発掘体験、雪

かき体験、お祭り体験（左義長囃子など）

観察収集型……野原・里山などにおける植物採集や昆虫採集、ホタル観察、天体

観測

活動型……登山、クロスカントリースキー・マウンテンバイク、キャンプ場、オ

ートキャンプ場などの有効活用
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4. エコミュージアム推進NPO（非営利組織）

エコミュージアムを展開していくには、ボランティアによって支えられることが不

可欠です。たとえば、地元の力だけでは継承が困難になりつつある伝統行事（谷の

はやし込み）については、ボランティアが必要となります。

ボランティア活動を推進していくために、近年、日本においてもNPOすなわち民間

非営利団体という制度が法制化されています。これは「市民活動団体」「ボランテ

ィア団体」などとも呼ばれている、「営利を目的としない」「民間」かつ「公益的」

立場から、これまで行政や企業では提供できなかった新しい社会サービスを提供す

る事業体です。具体的には福祉、環境、国際協力、まちづくりなどの分野が想定さ

れています。エコミュージアムづくりを支えるさまざまなボランティア活動を支援

するためには、「エコミュージアム推進NPO」を設立することが期待されています。

この組織の支援によって、エコミュージアムを自発的な課題とし、目的意識をもっ

た意欲的な個人やグループで構成される活動組織とすることが可能になると思われ

ます。
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5. 推進組織と展開イメージ
市民と行政の関係やエコミュージアムの展開イメージを図示すると、次のように

なります。

勝山市には、多種多様な歴史遺産、自然遺産、産業遺産が存在します。今後、市

民によって発掘される新たな遺産を含めて、それらの遺産を保存し、活用を図り、

エコミュージアムを推進していきます。
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資料編

勝山市10地区の遺産
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1. 勝山地区の遺産
歴史遺産

①勝山城跡

天正8年（1580）、一向一揆を平定した柴田勝安は、村岡山の城から北袋（九頭竜川を境にして、ほぼ勝山盆地側

一帯）の中心の袋田に本拠を移し、ここに勝山城を築城した。天守の位置は、現在の市民会館。しかし、天正11年

（1583）、賤ヶ岳合戦で勝安が討ち死にした。その後、結城秀康の子・松平直基、直良が城主となり、福井藩郡奉

行、幕府代官の支配を受けた。元禄4年（1691）、小笠原氏が入部した。当時、勝山には城がなかったので小笠原氏

は幕府に陳情をつづけ、城の再建を許された。さっそく築城工事が始まったが、財政難などのためいくども中断、

城は完成には至らなかった。

明治になり、旧城の敷地に三の丸製糸場や成器女子小学校ができた。こうして二の丸、三の丸は大きく姿をかえ

たが、天守台跡は石垣、堀の一部とともに残った。しかし、昭和33年（1958）本丸跡に市役所、42年（1967）には

天守台跡に市民会館が建ち、城跡の名残はほとんどなくなってしまった。

●城下町の形成

勝山城下は、柴田勝安によって城下町の基礎がつくられ、以後小笠原氏が入部するまでの100年の間に、およその

骨格ができており、その後、旧勝山町が形成されていった。現在では勝山城は跡形もなくなくなってしまったが、

城下町としての面影は所々に残っている。

②武家屋敷 元禄4年（1691）、小笠原氏は家臣567人を連れて入部した。城下の町並みは、段丘の下に広がっ

ていたが、段丘の上は旧幕府代官の陣屋があるほか、農民達の田畑が広がっているばかりであった。小笠原氏はま

ず田畑を買い上げ武家屋敷を区画し、家老格で380坪を筆頭に、小身の者でも80坪と、家格や身分に応じて屋敷を与

えた。明治以降、武家屋敷の所在地は上元禄・下元禄と呼称され、下町とは一線を画していた。

③白山神社光明院 賤ヶ岳合戦で柴田勝家軍に従って滅びた柴田勝安の後、天正11年（1583）、勝山城には豊

臣秀吉の武将丹波長秀の重臣成田重政が入った。このとき、城の鬼門（北東の方向）に白山妙理権現を勧請して寺

院を建立した。同院の如意輪観音菩薩座像は、勝山市指定文化財。

④町屋（勝山三町） 小笠原氏が勝山に入部した頃、城下では袋田町・郡町・後町のいわゆる勝山三町が、か

なりのにぎわいを見せていた。人口は合わせて2,500人ほどであった。袋田町とは、本町通り追手坂より北をいい、

郡町はその南であった。後町は、現在の後町通りの全部である。袋田町・郡町には商人、後町には職人がより多く

集まった。小笠原氏入部後、勝山三町は発展し、勝山地方の産業経済文化の中心として繁栄することとなった。
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⑤寺町 柴田勝安の統治から、小笠原氏が入部するまでの100年の間に、後町の町屋の背後に寺院がぎっしりと

集まり、寺町を形成していった。村岡山の麓から移った尊光寺をはじめ、同じく慶長年間には浄願寺が、寛永年間

には西方寺、法栄寺、正等寺、明覚寺、大蓮寺が建立された。また、万治年間には正覚寺、寛文年間には照源寺が、

元禄年間には西宮寺、国泰寺、開善寺（市指定文化財の小笠原家の廟所がある）、伯立院、了西寺、延勝寺、延享

年間には浄円寺が建立された。また、少し離れるが、義宣寺は柴田勝安が養父義宣の菩提寺として建立した寺院で

ある。顕如上人ゆかりの尊光寺では顕如講が、毎年8月23、24日に開かれ多くのお参り客でにぎわっている。

●坂 本町通りからお城に行くには七里壁の段丘があるため、坂を上っていかなければならず、6つの坂がある。

南から昔藩主が年老いた乳母のために改修したといわれる小姥母坂。神明神社の前を通り、藩会所に至るお倉（神

明）坂。勝山城の大手門に至る⑥大手（追手）坂。成器堂の北側を通り三の丸に至る石坂。この坂の登り口（現エ

ビヤ書店角）を札の辻と呼び、勝山藩の高札が立てられていた。天守台下の堀ばたに出るおたね坂には、おたねと

いう女性の伝説が残されている。本町見付（多田新保屋前）から沢町へ至る坂を下の坂と呼んでいる。

⑦神明神社

戦国時代には、すでに存在したことが確認されている。当時は天台宗南教坊が別当を務めた。天正2年（1574）、

平泉寺とともに一揆衆に焼かれた。その後、豊臣秀吉が社地を寄進し、やがて慶長14年（1609）、今の国泰寺の地

から現在の位置へ移った。元和9年（1623）福井藩主より37石余の社領地の寄進を受けた。当時は比叡山末寺の袋谷

山本行院興福寺という寺を境内に置き、これが神明神社の別当であったと寄進状にある。明治4年（1871）8月、旧

藩主小笠原家の八幡神社、沢にあった白山神社を合祀し、のち県社となった。毎年9月17・18・19日の3日間に祭礼

が行われ、御前相撲（現町民体育大会相撲競技）などで賑わう。神明神社の社務所は、旧成器堂の講堂であり、市

指定文化財となっている。

⑧金燈籠（市指定文化財）

本町通りの十字路の真ん中に、明治中頃まで大きな金燈籠が建っていた。町の有力者によって万延元年（1860）

に建てられたもので、越中高岡で鋳造された。夕方になると灯がともされ，常夜灯として親しまれた。現在は、毘

沙門堂の境内に移されている。

⑨藩会所跡

産業の発展を図ったり、政務をとるために開設された集会場。現在の元町1丁目伊藤誠三郎宅の場所にあった。

⑩旧成器堂講堂（市指定文化財）

勝山城外追手筋に建てられた藩校である。天保12年（1841）、まず読書堂として開設、同14年に新校舎ができて

成器堂と改称された。明治になり、成器堂の校舎及び敷地は成器小学校となった。しかし、明治13年（1880）に旧

校舎を売却して、新校舎を建てた。成器堂の建物として現存しているのは、神明神社社務所として残っている講堂、

郡町の今井三右衛門家にある長屋門と土蔵、布市の道場に姿を変えている演武寮がある。いずれも市指定文化財で

ある。

⑪長山講武台

宝暦8年（1758）、二の丸にあった御鉄砲場

が、城内での火薬の取扱いは危険であり不便で

あるという理由から長山に移された。嘉永元年

（1848）、家老林毛川の指導により、講武台の

築造が始められた。この工事には8年の歳月と

多くの人足が投入された。その後は、長山から

三谷の山一帯で演習が行われた。特に幕末の異

国船来航問題が起こると、大掛かりな演習が行

われ、明治になり、講武台の跡には多くの桜が

植えられ、長山公園として整備された。園内に

は勝山城址にあった招魂社をはじめ、愛染堂、

稲荷堂、太子堂の他に、一心講碑、石塚きい・

伊藤りえ両名の碑、句碑、顕彰碑、記念碑など

多数が建立されている。

⑫林毛川碑

林毛川（芥蔵）は天保11年（1840）4月、39

歳のとき勝山藩の家老に就任し、幼主小笠原長

守を補佐した。あたかも天保の大飢饉直後であ

り、藩体制は極度の危機的状態であった。毛川

は成器堂の開設、講武台の築造、領民による民

兵の編制、産業強化の奨励などを行った。しか

し、安政2年（1855）財政上の責任により閉門

蟄居を命じられた。その後、蟄居を解かれるこ
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となく安政5年（1858）57歳の生涯を閉じた。毛川の顕彰碑は成器堂の旧敷地にあったが、その後、市民会館前に移

された。

⑬秦魯斎の墓

秦魯斎は、文化7年（1810）、藩医の家に生まれた。福井藩医浅野嵩山に学び、文政11年（1828）京都に遊学、医

学を吉益北州、産科を緒方順節に学んだ。天保9年（1838）勝山に帰り、翌年藩校設立を藩主に進言したが、折り悪

く7代藩主長貴の死にあい、実現しなかった。しかし、あきらめず天保12年（1841）再び藩校設立を進言、同時に金

100両、多くの書籍を献じた。家老の林毛川はこれをいれ、成器堂が開設され、秦魯斉は学頭に任じられた。現在、

義宣寺に墓と碑文がある。

⑭勝山左義長（市指定文化財）

古くから五穀豊穣と鎮火を祈願する神事として藩政時代から350年以上の歴史を持つ勝山の一大行事である。明治

以後、区の行事として盛んになり、各区に左義長櫓が建つようになった。昭和44年（1969）勝山市の民俗文化財に

指定されている。太鼓や三味線での賑やかな左義長囃子が祭を彩り、奇祭と呼ばれている。また、家庭道具を利用

した作り物や川柳を書いた行灯なども飾られる。近年は観光面にも力をそそぎ、全国に知られる祭りとなった。二

日目の夜、九頭竜河原でのどんど焼きは壮絶で祭りのフィナーレを飾る。

⑮走りやんこ（市指定文化財）

江戸時代弘化2年（1845）林毛川によって、色別火消5組が組織され「勢揃い」と称する行事が下河原で行われた

のが起源。現在は、明治29年（1896）に起こった勝山大火を契機に始められた春季の消防演習において、分団対抗

の競技としてその姿を残している。町の中心部から纏をバトン代わりにリレーし、長山公園のゴールをめざす。長

山の坂での纏投げは見ものである。

自然遺産

①弁天桜

勝山橋の上・下九頭竜川の右岸堤防上約1.5kmの桜並木。春は見事な桜のトンネルをつくる県下でも有名な花の名

所である。大正12年頃、当時の町長が100本ほど植えたのが始まりであるが、今日のようになったのは市橋定吉の功

による。名古屋から自費で苗を取り寄せたり、自分の畑で苗木を育てるなどし、約1,000本を植えた。昭和8年頃か

らは青年会長の川井淵が監督し、花見時の準備やその他の面倒をみた甲斐があって、立派な並木に育っている。

②アラレガコ生息地（国指定天然記念物）

標準和名をカマキリといい、カサゴ目カジカ科の淡水魚である。通常、川底に石のようにじっとしているが、産

卵のため11月末から12月頃、川を下る習性がある。えらぶたに鎌のような鋭いトゲがあり、鮎をひっかけて食べる

ともいわれているので、アユカケとも呼ばれている。九頭竜川の流域は、アラレガコが多く生息する地域として知

られているが、近年生息数の減少が心配されている。

③大清水

町の南北に七里壁の段丘が走っている。この段丘下の町のあちこちに清水が湧き出し、人々の生活に大きな恵み

と潤いを与えてきた。このうち、最も有名なのは後町の大清水で、毎年7月の終わりに祭を行う。

④法恩寺のねまり杉（市指定天然記念物）

海抜900mの地点で風雪に耐えて300年以上、いまなお樹勢衰えず、登山者の目標にもなって親しまれてきた大杉で

ある。根元はひとつであるが、1.2mのところで、回り4.6mと4.7mの双幹となってそそり立つ。

産業遺産

①年の市

年の暮れ26日には本町通りの定められた場所に「近郷山家の素人商人」が店をはり、神仏の棚飾り、年頭の縁起

物、台所用具、下駄など農家の副業製品を売り出す年1度の珍しい市。以前は「勝山のみの市にないものは馬の角だ

け」と言われたほどの市であった。現在は1月の第4日曜日に行われている。

②木造の機業場

雪国である勝山市では、木造二階建ての工場が、絹から人絹、そして合成繊維織物になるまで広く見られた。図

書館近くに残る、明治38年（1905）創業の木下機業場は典型的な例である。

③ケイテー資料館のいざり機・バッタン機（市指定文化財）

「いざり機」は、体をエビのように曲げ、足首を紐でくくり付けて糸の開口操作をする。経糸張りを腰バンドに

取付け、横糸通しは50cmくらいの杼を両手で左右に通して織る方法で、人体そのものが機械の一部といったような

織機であった。「バッタン機」は、横糸を打ち込むのに紐を引っ張って飛杼し、脚踏台で経糸を開口する革新的な

織機であった。この原理により、いく種類もの開口法が考案され、応用されていろいろな織物がつくられ、生産力

は大幅に上がった。なお、ケイテー資料館には、他にも多数の貴重な資料が保存されている。

【施設】

④法恩寺山リゾート
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西日本最大級のスキー場として全国的に有名である。また、冬だけではなく通年型のリゾート施設として、野外

スポーツやパラグライダーなども楽しめる。

2. 猪野瀬地区の遺産
歴史遺産

①北市遺跡：北市

平成6年（1994）春、猪野瀬公民館東側で平安初期の大規模な集落跡が見つかった。調査区内から掘立柱建物跡や

竪穴住居など当時の建物跡が24棟も見つかり、調査区外にも住居跡が広がると推定された。古代の集落としては勝

山市内最大と考えられ、平安時代の「和名類聚抄」に記された毛屋郷に関連した遺跡の可能性が高まった。

②猪野毛屋遺跡：猪野毛屋

勝山南部中学校グラウンド西側から、中世の集落跡が発掘された。漆器の椀、銅銭、はし、天目茶碗などの出土

物は、9世紀から16世紀にわたるもので、北市遺跡から続く中世の集落が存在した場所といえる。

③泰澄の母（伊野姫）の墓所：毛屋（市指定史跡）

平安時代中頃から鎌倉時代にかけて、泰澄大師の生涯についての伝記が確立した。その伝記によると泰澄の母は

伊野氏で、出生地は猪野村であるという。現在、南北朝時代までさかのぼると考えられる五輪塔などの石造物が残

る。

●城屋敷：岡横江

七里壁の上に小さな丘があり、その丘の上に丸山家がある。昔この地には平泉寺の出城として見張所が設置され

ていたと言われ、小字名に「城」を伝え、その周囲に「堀」「甚内」の字名がある。見張所は丸い山の四隅をえぐ

ってつくったらしく、現在は、東南隅にその面影を残している。

④郡上藩陣屋跡：若猪野

若猪野は元禄5年（1692）以降、郡上藩に属していた。井上氏、金森氏、青山氏の歴代の藩主の居城が郡上八幡に

あり、美濃と越前に散在する所領を支配した。郡上藩は若猪野に陣屋をおいて代官を派遣し、明治4年（1871）の廃

藩置県まで越前国内の領地2万4000石を支配した。今も当時の陣屋井戸が現存している。
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⑤大師山仏母寺：片瀬

宝永年間（1704～10）に、宝慶寺28世雲波和尚によって開基された曹洞宗の寺。宝慶寺代々の住職が隠居したの

ちに、ここに来たという。明治39年（1906）に寺号を公称し、三玄海音氏が住職となった。

⑥享保11年大洪水供養碑：猪野口

享保11年（1726）2月29日、突如起こった女神川の雪どけ水の氾濫で猪野口村が全滅するという大惨事が起こった。

当時の表現をかりれば「泥けむりをあげ、岩石は空中を飛んで」というような状況だった。女神川はこの氾濫で新

しい流れをつくり、村や田畑の真中に大岩が転がった。猪野口村での被害は、48戸（53戸のうち）が流出または埋

没し、死者82人、牛馬14頭も流れて死んだ。また、流出した田畑は勝山藩全体の4分の1にあたる5300石の被害とな

った。この供養碑は百年忌にあたって建てられたものである。また、猪野口には御招霊の行事や、若衆報恩講、娘

報恩講、お茶の仏事が昭和初期まで伝えられていた。

⑦猪野瀬村役場跡：若猪野

明治17年（1884）の官選戸長制度実施にともない、猪野口、猪野、猪野毛屋、下毛屋、片瀬、畔川、若猪野、上

高島、下高島、北市を含めた若猪野10ヶ村戸長役場が若猪野村におかれた。明治22年（1889）の町村制実施に際し

10ヶ村はそのまま猪野瀬村になり、昭和6年（1931）に勝山町に編入するまで役場がおかれていた。

【伝承】

⑧釣鐘田：下毛屋 藤原秀衡が平泉寺に寄進したという鐘にまつわる伝説。勝山の商人が買い、毛屋畷の田の

中で打ち砕いて黄金を取り出そうとしたが、取り出せずそのまま埋めてしまったという話や、大師山の大なだれに

よって山頂にあった鐘が毛屋畷の田の中に埋もれてしまったという話が伝わっている。どちらの伝承にも共通する

のが、この地にはさび色の水が出て耕作には適さない土地であったということである。

⑨大岩：片瀬 勝山の方から片瀬の方に山づたいに歩いていくと、右手に大きな岩が見える。この岩には、岩

の周りで小人が遊んでいる話や、大男が山から転がしてきた話、大水が出たときに大蛇が運んできた話などが伝わ

っている。また、この大岩は天文8年（1539）の「平泉寺賢聖院々領所々目録」の中に「鼻岩」としても出てくる。

⑩雌岩・雄岩：若猪野 享保11年（1726）の大洪水のとき流れてきたという大岩が2つ、旧道沿いに残っている。

女神橋北詰にある大岩を雄岩といい、雄蛇がこれに乗って流れてきたといわれている。また、約50m下った西北の大

岩は、雌蛇が乗って水を噴いて流れて来たというところから雌岩と呼ばれている。

自然遺産

①大師山：片瀬

昔から勝山八景、平泉寺十二景のひとつに数えられている山。標高550m。山頂からは大野はもとより三国港まで

見渡せる。また、泰澄の伝説が残っており、中腹には大師堂がある。その中には泰澄自作といわれる木像が安置さ

れている。また山頂は白山伏拝で泰澄が護摩祈祷を行った跡であるという。地区の行事として毎年8月13日にたいま

つ登山が行われている。

②七里壁

九頭竜川の形成した河岸段丘で、大渡から永平寺町鳴鹿までの延長七里にわたる段丘崖。

③片瀬の大杉：片瀬（市指定天然記念物）

片瀬区の鎮守、白山神社の境内にある大杉。境内には杉の大木が多く茂っているが、拝殿前に立つこの大杉はひ

ときわ人目を引く。また、しめ縄がはられており、昔から区民がこの木にいだいた気持ちがうかがえる。

産業遺産

①勝山大用水（立合大用水）：若猪野

江戸時代以来の用水。郡上藩領大渡村で取水し、同領若猪野、上高島、北市、下高島村、および勝山藩領下毛屋、

畔川村、勝山町の一町六か村が井組を結んで利用した用水であった。勝山町では、この用水を城の堀水、田畑、飲

料、水車、防火など多岐にわたり利用した。この水の利用法について争論が止まなかった。また、新大用水もつく

られ、農業などに活用されている。

②勝山水菜：北市

明治時代の頃より栽培されている勝山市の特産品。晩秋に種をまき、越冬させて残雪のある早春に収穫するので、

無農薬で栽培される。早春の野菜として珍重され、みずみずしく柔らかく、新鮮でほろ苦い味がおいしい。

③若猪野メロン：若猪野

昭和54年（1979）から、ガラスハウスとビニールハウスで栽培されている。昼夜の温度差が大きく、土壌にも恵

まれており、糖度の高いメロンが栽培されている。市場からも高い評価をえており、贈答用としても喜ばれている。

【施設】

④越前大仏：片瀬
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昭和62年（1987）に建立された大仏。本尊は中国河南省洛陽市郊外の龍門石窟の中にある龍門奉先寺盧舎那仏座

像をモデルに造られた。身の丈は17m。大仏殿の壁には1,281体の石仏、金銅仏が安置されている。また、大仏のあ

る大師山清大寺は、五重塔や大門、中門、回廊、宝物殿、大講堂、庫裡、九竜壁などを持ち、威容を誇る伽藍配置

となっている。

⑤勝山城博物館：猪野

五層六階からなり、鯱ほこまでが57.8m。最上階からは勝山盆地をとりまく山々、越前大仏、市街地が一望できる。

展示室には、鎌倉時代の刀剣をはじめ、日本全国から蒐集された美術品等が展示されている。この他、茶室や図書

室もある。

3. 平泉寺地区の遺産
歴史遺産

①白山平泉寺旧境内（国指定史跡）：平泉寺

平成元年（1989）に初めて発掘調査が行なわれた、古代から中世にかけての平泉寺に関係する六千坊の遺跡。発

掘調査の結果、最盛期の絵図に書かれた景観と大きく変わっていないことも判明した。この史跡は白洲正子、高橋

治、司馬遼太郎などの文筆家によっても紹介され注目されてきた。

●境内中心部 現在の白山神社境内は、かつての平泉寺の中心部にあたり主要な堂塔伽藍が建ち並んだ空間。

平清水（御手洗池） 本社 拝殿 別山社 大汝社 大講堂 大塔 常行堂

法華堂 南大門 三宮 楠木正成墓塔 精進坂など

●南谷坊院跡 白山神社境内の南側に広がる地域で、範囲が東西約1.2km、南北約0.5kmの南谷には、「三千六

百」の坊院があったという。東側の山林部には、石垣に囲まれた坊院区画が多数保存されている。

石畳道 石垣 排水路 構口門（大門） 観音堂 池之尾社など

●北谷坊院跡 白山神社境内の北側に広がる地域で、範囲が東西約1.3km、南北約0.5kmの北谷には、「二千四

百」の坊院があったという。北谷の平地部は土地改良事業によって、かなり地下遺構が破壊されたが、山麓部の遺

構は現在も良好に保存されている。

大屋敷 明王院 地蔵院 円智坊など

②平泉寺墓地（市指定文化財）：平泉寺

平泉寺墓地は中世の白山平泉寺境内に生活していた僧侶たちの墓地。約5.3haの広い墓域に、石仏・五輪塔など中

世の石造遺物が散在している。現在は、平泉寺地区の墓地にもなっている。

●砦跡

●平泉寺四至（荒神岩、虚空蔵、禅師王子、比島観音）

●中世の市（徳市、鬼ヶ市、安ヶ市）

③白山禅定道：平泉寺～石川県白峰村

全長が約55kmにもおよぶ、古代から近世にかけての白山参拝道。

（三宮→剱宮→三頭山→稚児堂跡→法音教寺跡→白山伏拝→……白山）

●白山修験道沿いに点在する修験関係の遺跡

弁ヶ滝 御堂の滝 燕黒岩窟

④旧玄成院庭園（国指定名勝）：平泉寺

江戸時代玄成院は白山平泉寺の本坊で、院主は山を統轄した。その建物は安永7年（1778）に建立、現在社務所と

して存続。この庭園は、室町末期細川高国の作庭で、枯山水様式が取り入れられて、今は見事な蘚苔に覆われ、そ

の古さがうかがえる。

●金銅造 阿弥陀如来坐像 金銅造 地蔵菩薩像（いずれも県指定文化財）：平泉寺、顕海寺

顕海寺の記録には、阿弥陀如来坐像は一向一揆の兵火の際、顕海が平泉寺境内の池の中に沈めて逃げ、兵乱が収

まったあと引き上げて安置したと記されている。

●聖観音菩薩立像（市指定文化財）：平泉寺

平安末期の木像。

⑤石畳の参道：平泉寺

菩提林を貫く参道は、千年前の舗装道路で、途中に牛岩、馬岩がある。

⑥備荒倉（市指定文化財）：平泉寺

江戸時代万延元年（1860）に倉は設置された。石高一石につき一升の籾を備蓄させ、村人は「お救い倉」と呼ん

でいた。勝山藩領である平泉寺、滝波、萩ヶ野（大野市）の3ヶ村にあった。扁額も市指定文化財。

●勝山市最古の遺跡：⑦赤尾、⑧壁倉、⑨大渡

昭和63年（1988）に赤尾大堤の岸辺から偶然発見された縄文時代草創期（約1万2000年前）の尖頭器。縄文時代早

期の壁倉の幕根遺跡、縄文時代後・晩期の大渡の西布遺跡などがある。また、大渡城山古墳は、勝山市には数少な
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い古墳のひとつである。

●平泉寺白山神社（絵馬は市指定文化財）：平泉寺

最盛期には六千坊を誇った平泉寺は、一向一揆との村岡山合戦の折に滅亡し、のちに顕海によって再興されたが、

往年の規模にはおよばなかった。さらに、明治初期の神仏分離政策により白山神社とされて、現在に至っている。

その中で、社務所や本社・拝殿などは貴重な歴史遺産である。

⑩正光山普門寺妙覚院、同空心房：赤尾

昔から赤尾は平泉寺の一部で、多くの寺跡がある。平泉寺史要には、玄成院第9世大僧都慈観が赤尾の妙覚院へ隠

居し景寿院と号すとある。今も大きな自然石に正光山空心房と彫った石碑があり、庫裏や本殿跡、門石、礎石など

が多く残っている。

⑪頂峰山円通寺：笹尾

頂峰山円通寺は、現在の笹尾白山神社のところにあった。昔、笹尾に疫病が流行り、それを救うため東海大和尚

が人柱となって、穴を掘りその中にこもって疫病払いの念仏を飲食を断って唱え続け死んでいった。現在、近くに

東海大和尚の墓がある。

⑫弁財天堂：岩ヶ野

泰澄大師によって開基されたといわれる平泉寺六千坊のひとつである。弁財天は人の穢れをはらい、天災地変の

災厄を排除し、常に清き水を豊かに恵み人に福徳財宝を与える神。現在、弁財天川のほとりに、弁財天堂跡の石碑
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がある。

⑬岩窟の中の白山神社：大矢谷

巨大な岩石の下にあり、通称一の宮といわれる神社で、泰澄大師が泊まったとも伝わる。昔、堂林というところ

にあったものを神のお告げにより、村民総出で社を橇に乗せて大縄で引っ張ってこの地に移動した、といわれてい

る。この他にも、泰澄大師ゆかりの「筥の渡し」がある。

自然遺産

①自然遺産としての平泉寺：平泉寺

白山国立公園にも指定されている白山平泉寺は、樹齢数百年の杉木立や蘚苔などに包まれ、近年では「かおり風

景100選」にも指定されるなど、自然遺産としての側面もあわせ持っている。史跡白山平泉寺旧境内は、標高176mの

菩提林入口から標高777mの三頭山まで広がっている。アシュウスギからコナラ、ブナ、ケヤキ、ナツツバキの混生

など多種多様な植生に彩

られた森林が鎮守の森と

して守られている。

産業遺産

①平泉寺金山：平泉寺

古代から昭和初期にか

けて、三頭山の北又谷に金

山があった。明治から大正

時代にかけて、年に1貫700

匁の金を生産したことも

あった。大正時代には一時

閉山していたが、昭和に入

ってから採掘を再開した。

しかし、現在は閉山してい

る。

②養蚕：平泉寺地区一帯

平泉寺地区では、かつて

養蚕が盛んであったが、昭

和30年代に少なくなり、40

年代にはまったくなくな

ってしまった。

③水車：平泉寺

平泉寺には、現在も農家

が利用している水車があ

る。

●平泉寺町の各集落と水

の確保

平泉寺村は古来、灌漑用

水の確保に並々ならぬ苦

労を重ねてきた。水の確保

の方法は、溜池、小河川、用水路、雨水、湧水とさまざまで、水利に関する古文書が多くある。

【達人】

◆乾藤一郎氏：わら細工

わら細工なら、何でもこなす腕前をもつ。勝山左義長まつりで使用する縄も、毎年依頼を受けてなっている。

◆片岸繁子氏：報恩講料理

報恩講の料理を20種類以上つくることができる。その他にも、平泉寺の食文化と食に関わる知恵を伝承している。
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4. 村岡地区の遺産
歴史遺産

①勝山市内最大の縄文遺跡群：黒原、五本寺、滝波町

勝山市は、草創期から晩期まで各時代の縄文遺跡が見られ、県内でも縄文遺跡の多い地域である。滝波川と暮見

川とに挟まれた黒原、五本寺集落から滝波町二丁目にかけては早期（6000年前）から中期（4000年前）にかけての

遺跡が多く分布する。大きな河川に近く、日当たりの良い丘陵や河岸段丘に恵まれたこの地区を、縄文人は好んで

生活の場としたと考えられる。今後も数多くの遺跡の発見が期待できる地区である。

②黒原古墳群：黒原

勝山市内の古墳は、5地区22基確認されているが、すべて直径10m前後の小規模なものである。黒原集落に張り出

した尾根上には、4基の古墳が存在する。

③平泉寺全盛時代：五本寺等

村岡地区には、平泉寺に関連した地名が残されている。その第一が「五本寺」であり、これはかつてこの地にあ

った平泉寺ゆかりの「護法寺」がなまったものと考えられる。また、浄土寺には平泉寺三千坊跡、屋敷跡と伝えら

れる地があり、古井戸、大門、宮本、宮下などの地名も散見される。なお、平泉寺に関係する遺産として寺尾の経

塚、栃神谷の太子堂がある。

●村岡山合戦：村岡山周辺

村岡山の合戦は、一向一揆と平泉寺の戦いである。天正元年（1573）、朝倉氏が織田信長に敗れ、さらに一族の

内紛もあって滅亡した。これを受けて、翌天正2年（1574）、本願寺の顕如は一揆をおこし、平泉寺と戦争状態にな

った。一揆の中心となったのは本覚寺などで、松浦法橋を大将とし、2月28日袋田口で平泉寺勢と戦ったが、敗れて

退いた。その後、超勝寺と北谷など七山家で、春の雪解けを待って活動を始め、4月14日夜、七山家の一揆、村岡山

に登り、堀を掘り、逆茂木をめぐらし立てこもった。平泉寺勢力8000人あまりが出陣し城を包囲していると、一揆

方より屈強の700人が別動隊となって、三頭山から下って寺の背後から攻撃し、老僧や稚児しかいない伽藍を襲い焼

き払ったと伝えられている。北袋の農民たちは、このたびの勝ち戦を祝福して村岡山を勝山と呼ぶことにしたとい

う。

④村岡山城：郡町、寺尾

村岡山城の本丸は山頂にあり、本丸を囲むように空堀がめぐらされている。これは平泉寺滅亡後、勝山の地に入

った柴田勝安の築城と見られる。北東斜面には敵の侵入を防ぐ畝状阻塞群がみられるが、これはそれ以前の朝倉系

の築城法と考えられる。このように、村岡山城は、加賀一向一揆に対抗するために使われた形跡があり、そのこと
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を考慮した城郭の復元が期待される。村岡山は地元住民にも愛されており、毎年8月16日にかち山ちょうちん登山が

行われている。

⑤お面さん祭り（市指定文化財）：滝波町

滝波のお面さん祭りは、谷のお面さん祭りとならんで、中世平泉寺が繁栄した頃の田楽を伝える民俗行事である。

お面そのものの由来についても、中世平泉寺の能面師三光坊（近世出目家の祖）による能面づくりとの関係が示唆

される。その上、市内各地における蓮如伝承との関係も考えられるなど、意義ある行事である。烏帽子帳、由緒書

などの古文書も残されており、映像による記録など、活用の方法について考える必要がある。

⑥旧成器堂門（市指定文化財）：郡町

成器堂の長屋門として天保14年（1843）に建てられたが、廃藩後、取り壊されていたものを郡町今井三右衛門家

が買いとって移築した。近世の武家屋敷に多くつくられた形式で、出入り口の扉の両側に部屋があるので、長屋門

という。大きな欅材が力強く感じられる。

⑥旧成器堂土蔵（市指定文化財）：郡町

弘化年間（1844～1847年）に建てられ、門とともに今井家に買い取られ、門と並べて移築された。間口五間、奥

行三間の二階建て、屋根はのどつり形式である。土蔵の入口、二階の窓には壁覆いの板が取り付けられているが、

この板は三階菱を切り抜き飾り窓としている。

【伝承】

⑦蓮如関連史跡：暮見、郡

一向一揆に関連した歴史遺産として、暮見には蓮如さん岩があり、これにちなむ伝説が今に伝えられている。そ

の他、各地の道場や尊光寺跡（村岡山山麓）など活用したい歴史遺産は多数ある。

⑧七人塚：郡

法恩寺山西斜面から麓に至る一帯の山地を奥山と呼び、奥山は勝山町の高持百姓の持山であった。奥山のうちで

も暮見谷への立ち入りをめぐって、勝山町と郡、寺尾、五本寺、滝波の4ヶ村との江戸許訟が貞享元年（1684）に起

きた。幕府は、その調停を福井藩にゆだねた。福井藩の判決は、町が正しいとするものとなったが、村人の6人のう

ち5人は判決を受け入れなかったため、福井藩はその5人を処刑した。郡村の人々は、犠牲となった5人と村のために

奔走した2人を含めた7人を追悼するため碑を建てた。

自然遺産

①浄土寺川のホタル

村岡町を流れる浄土寺川にホタルを復活させようと、勝山中部中学校の生徒や地域住

民は河川の保全や清掃作業を行っており、近年ホタルが毎年飛び交う川となった。

②タラタラ山：浄土寺

名の由来はわからないが、渓流・巨石・岩窟・湧水・叢林が織り成す霊場である。神

聖なおきてや禁忌が生まれるにふさわしい雰囲気も備わっている。

【施設】

③長尾山総合公園

緑豊かな環境の中でスポーツ、レクリエーション、文化交流ができることを目指して140haの

エリアを整備している。公園内には福井県立恐竜博物館をはじめ、チャマゴンランドや子供た

ちが遊ぶ遊具が多くある。また、恐竜関係のモニュメントなどもたくさんあり、平日は遠足で、

休日は家族連れで大変賑わっている。その他にも、池のほとり菖蒲園などがあり、自然を大切

にした公園である。

④福井県立恐竜博物館：寺尾

勝山市は、日本最大の恐竜化石の発掘地である。その勝山で発掘された恐竜化石を中心とし

た、国際的な水準の恐竜博物館が長尾山総合公園内にある。恐竜は、子供が興味をもつジャン

ルであるため、地域の子供と恐竜博物館との関係をどう考えていくかが課題である。

⑤温泉センター「水芭蕉」：浄土寺

市民の健康増進や休養の場、また交流とふれあいの場所になっている。全身浴、泡沫浴、サ

ウナなどがあり、また外にはナイター設備のあるテニスコートがある。隣接したふれあい会館

には大広間1つを含む7つの貸部屋があり、予約すれば利用することができる。

⑥雁が原スキー場

斜面はなだらかでファミリーゲレンデや小学生のスキー教室などに人気がある。また、市街

地に近く、交通の便にすぐれ、連日ナイターも行っており、市民の冬のスポーツ場所となって

いる。夏はモータースポーツのジムカーナを楽しむために全国から若者が集まってくる。
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5. 北谷地区の遺産
歴史遺産

①谷城跡：谷

谷城は一向一揆の最後の拠点のひとつで、西脇惣左衛門らが立てこもったといわれる。

平泉寺焼き討ちから、柴田義宣の谷城攻撃とその討ち死に、最後まで抵抗を続けた野津又城と

ともに一向一揆の滅亡まで、この周辺にエピソードが数多く伝えられている。

②七山家

北六呂師と中尾は河合村の出村で、この3か村を合わせて組村とし、木根橋・小原・谷・中野俣・

杉山・横倉とともに「七山家」と称した。七山家という言葉は、すでに16世紀の平泉寺文書に見られる。

それらは、一向一揆の際に重要な役割を果たしたことで知られる。江戸時代の元禄年間以後には、幕府領、郡上藩、

勝山藩に分割して支配された。このように、北谷地区は古くからの歴史を持った集落の集まりである。

③石造不動明王坐像（市指定文化財）：谷

高さ39.5cm、幅26cm。右手に宝剣、左手に羂索を持ち忿怒の形相、磐石座に座している。「天文二十年辛亥七月

吉日 慈明権僧都」とあり、白山の修験者か平泉寺の僧が、不動滝のかたわらに守り祀ったのであろう。大正14年

（1925）8月11日谷区で大火があり、その後この不動明王を鎮火の神として8月11日に祭りを実施している。

④柴田義宣監物墓（市指定文化財）：河合
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付近に残る地名の鳶は、「ちごのまい」とも呼ばれ、柴田義宣が谷城偵察のため、稚児を舞わせたところで、殿

切原は柴田義宣が西脇惣左衛門と戦って自害したところとも切られたところともいわれる。一石五輪塔で、中世後

期の様式である。地輪正面に｢柴田監物 ｣、側面に「…天正初五 此地出陣 忽中鉄砲…」と戦死の時の模様が刻

まれている。

⑤谷の石畳道（旧牛首道 市指定文化財）：谷

旧牛首道（谷～五所ヶ原～谷峠～牛首）が使われていた江戸～大正期には、勝山と牛首（白峰村）との交通が頻

繁で、その当時をしのぶ史跡として貴重である。

舗装道路として地形に合わせて大小の石を縦・横に使い、坂道の土砂の流出には水切りや石畳、平地のぬかるみに

は細長い石を埋めるなどの苦心がうかがえる。

●歩荷 荷運びの人足のことで牛首道を往来していた。昭和24年（1949）に旧谷隧道が開通して車道が完成す

るまで歩荷が活躍し、谷では荷受所・茶店・木賃宿が並んでいたという。

●白山禅定道と小原峠：小原

平泉寺からの白山禅定道が小原峠を通り、一ノ

瀬、白山へと続いている。

●和佐盛の銀山 和佐盛にはかつて銀山が

あったところで、白山禅定道の中継ポイントにも

なっている。

●雉神 泰澄伝説があり、白山禅定道のポ

イントとなっている。

●温川 白山登山道の水場、白山禅定道の

ポイントとなっている。

⑥谷のお面さん祭り（市指定文化財）：谷

天正2年（1574）平泉寺焼き討ちの際、小原村

の者が能面7面を持ち帰ったが、不吉なことがあ

ったので川へ投げ捨てた。4面は谷村の百姓が拾

って祀り、残り3面は滝波の人が拾ったと伝えら

れる。谷区では毎年2月16日、谷集会場で金屏風

に4面を掛けてしめ縄を張り、鏡餅、酒、するめ

などを供え、祭壇をつくる。区民はお面を礼拝し、

一年の豊作と幸運を祈る。

⑥谷のはやし込み：谷

かつて、谷のお面さん祭りの午後、「はやし込

み」という行事が行われていた。その後中断して

いたが、近年復活した。はやし込みとは、はやし

ながらある場所に繰り込むということである。仮

装行列を行って、伊良神社で三番叟と獅子舞を舞

う。木根橋集落では同様の行事を「えんねん」と

呼んでおり、旧正月の2月18日に行われていた。

⑦小原の集落

平家と泰澄の伝説がある小原は平地がほとん

どなく、家は傾斜地に築かれた高い石垣の上に建

てられている。屋根は木をへぎ割った「くれ」で

葺かれ、石で押さえている。この建築は小原では

大正時代以降に普及したが、県内では数少ない例

である。壁は土蔵のようにつくられている。近年、

山間地のむらとして注目され、郷土史家の研究テ

ーマにもなっている。

●木地山峠：中野俣

木地山峠は、木地師に因縁のある峠。北六呂師の地名からも峠づたいに移動する木地師の姿が浮かび上がる。

【伝承】伝承されてきた事柄を、歴史遺産の一部として記載

■中村大凾願寺、西尾道明院・不動院、上岡ノ上安養寺跡：河合 これらは、中世の区の四寺であったといわ

れる。中村大凾願寺には薬師如来を祀っていた。現在は白山神社のご神体となっている。

■法信屋敷・谷教会：谷 教如上人の親筆教書・法名判などがある。

■小豆峠：中野俣 小豆峠は、杉山に拠った源氏が南俣に城を構えた平家を追って、赤谷に迫ったという伝承
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に関係する。

■大神宮屋敷跡・尼の寺屋敷跡：杉山 昔、土井の殿様が往来したという。今も、代官畑、鍛冶屋敷、馬乗地

の名が残っている。

■天下橋：中尾 天正年間（1573～1591）、柴田義宣が滝波川を挟んで谷城を攻略しようとしたとき、橋を架

ける約束と引き換えに、谷城攻略の方法を老婆から聞いた。それ以来、江戸時代に幕府領になっても直ちに橋の架

け替えが行われたため、村人は天下様（将軍家）が架け替えてくれる橋というので、｢天下橋｣と呼んだ。この橋か

ら北に延びる稜線にかけて、谷城を攻略した時の昔の道が残り、途中のぞき穴といわれている石垣なども残されて

いる。

■善阿弥館跡：谷 開村の祖といわれる善阿弥の館跡が三枚田にあった。

■護摩堂峠：谷 谷の五所ケ原から加越国境を目指して東に行くと、護摩堂峠へ行き着く。白山を望むことが

でき、ここで泰澄が護摩を焚いて祈祷をしたという。

自然遺産

①杉山恐竜化石壁（市指定文化財）：杉山

杉山地籍の手取層群で、昭和57年（1982）にいくつかの恐竜の化石が発見されて以来、大量の恐竜化石の発見が

相次ぎ、日本で有数の恐竜化石の産出地となっている。

②ミチノクフクジュソウ自生地（市指定文化財）：木根橋

国道157号沿いの木根橋地係に自生する。北方系植物の南限地、福井県内唯一の自生地で、近年の自然破壊・環境

変化により、その種は滅びる恐れのある危惧種に指定されている。

③伊良神社のケヤキの群生地（市指定文化財）：谷

伊良神社（谷城跡）境内には長く区民に守られてきた目通り4m前後の巨木をはじめ、12本のケヤキが群生してい

る。

④中尾の大杉（市指定文化財）：中尾

中尾地区の鎮守、山守神社の境内にある。目通り5.7m、地上から6本に分かれている。

⑤谷のブナ林：谷

集落のすぐ上に広がるブナ林は、直径40～50cmを中心に、さらに大きいブナもあり、保安林として保護されてい

る。また、そのブナ林の中には小さい池（池平）もある。

●夫婦滝：杉山、大滝：東山

⑥取立山のミズバショウ群生地

ミズバショウの群生地は、こつぶり山と原高山の鞍部にあり、5月中旬ともなると多くの登山客で賑わう。取立

山自体は原高山から尾根伝いに西の方に行ったピークで、群生地とはかなり離れている。

●豪雪

北谷町は市内で最も雪の多い所で、平年で数回の屋根雪下ろしが必要となる。

産業遺産

①旧中尾発電所第1号発電機（市指定文化財）：杉山

京都電灯福井支社の発電所で、明治39年（1906）9月掘削工事に着手、同41年（1908）9月落成、同年8月9日に竣

工。出力800ワット。完成後は、約80年間勝山の産業発展に大きく貢献した。特に、織物の力織機化や北陸初の電気

鉄道運行の重要な動力源となった。水車はドイツ製、発電機はアメリカ製で、いずれも明治41年製造。この1号発電

機は旧北谷小学校杉山分校で保存され、2号発電機は福井県立博物館に保存されている。

②出作り

勝山市から石川県の白峰村にかけての加越山地では出作りが行なわれていた。北谷での出作りは永久出作りと呼

ばれるものであり、杉山、中野俣、奥ノ河内、上ケ原、五所ヶ原、東山などの出作り集落が見られた。この出作り

地帯は、海抜500mから1000mにかけて分布し、焼畑が行なわれていた。

③猪垣：小原

山の田畑では穀類の収穫期になると、野生動物により大きな被害を受けた。小原の上原と須野じゃらには、作物

を猪から守るための大規模な猪垣がある。

【達人】

◆西山三喜造氏：こね鉢、臼作り（小原） 小原集落では、戦前まで男の仕事として臼、こね鉢、マナイタ、

下駄などの木工品を作り、勝山年の市に出していた。西山三喜造氏は、現在唯一この技術を受け継いでいる木工の

達人。

◆山本トメヲ氏：鯖のなれずし（河合） 奥越、特に北谷地区に伝わる冬の保存食が鯖のなれずしで、このな

れずし作りの達人が山本トメヲ氏である。
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6. 野向地区の遺産
歴史遺産

①比良野帰雲坊と②竜谷公園（紅梅塚、桜塚、竜谷公園 市指定文化財）：竜谷

竜谷には代々，勝山藩の大庄屋を務めていた比良野家があり、その当時の座敷などが現存する。その八代目の八

郎右ヱ門正照は俳諧に親しみ、帰雲坊と名乗った。その蔵書や遺品が今に残されている。竜谷公園は明治20年（1887）

頃に神明神社の広い境内を整備してつくった公園で、標高204mのところにある拝殿からは勝山市の眺望が素晴らし

い。石段は約200段あり、牛ヶ谷の粟石を加工して運んだ。当時、村部にはまれな公園であったという。また、この

竜谷公園には、安政6年（1859）に比良野帰雲坊が建てた芭蕉の句碑、紅梅塚がある。その後、明治20年に帰雲坊の

句を刻んだ桜塚が、弟子によって紅梅塚の隣に建立された。
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③野津又城跡（高尾山）：野津又

天正2年（1574）の動乱が終わっても、一向宗徒たちは、野津又城に島田将監と共にこもって抵抗した。大坂の石

山本願寺の顕如も野津又城の一向宗徒を励ます書状を送っている。

④鍋倉神社：牛ヶ谷

牛を飼っていた仙人は牛神様と呼ばれ、かつては鍋倉神社というお堂が建てられていた。この神様は富を与える

神様として信仰されたといわれる。江戸時代末には西浦神社の近くに遷座された。

⑤薬師神社：薬師神谷

「堂ノ内」には、猿倉村百姓が土中より掘り起こした薬師像を祀ったと伝えられる薬師堂があった。かつて300石

の社領があり、七堂伽藍を備えるほどに栄えたが、織田信長の家臣に焼き払われたと伝えられる。その後は、薬師

神社として現在に至っている。

●殿様料理：竜谷

大庄屋比良野家には、殿様が大勢のお供を連れて訪れたことがあった。本町の板甚旅館の「殿様料理」はここで

の料理を再現したものである。

●越戸峠の地蔵：北野津又

北野津又の旧国道沿いに石造（笏谷石）の祠がある。祠には永禄4年（1561）閏三月吉日の銘が見られる。また、

正面下部には狛犬が1対浮き彫りになっている。県内でも古い祠の1つである。

⑥狭間神社：聖丸

義経弓流しなどの絵馬が有名な神社で貞享元年（1684）の棟札がある。祭神は、いざなぎの命で、例祭は9月21日

に行われる。

⑦無尽さん（市指定文化財）：北野津又

無尽さんといわれる石碑は旧街道の峠の頂上にあり、当時の村人は町への行き帰りにこれを拝んで尊崇していた。

石碑は2メートルを越える玄武岩で、30センチ四方の文字が一行六字ずつ二行に刻まれているが、読むことは困難で

ある。そのため、この石碑の持つ意味はわからないが村人が尊崇していたことは確かである。しかし、現在は旧街

道廃止となり、このあたり一帯は雑木林となっている。

●団子祭り：深谷

団子祭りは高尾山の頭上に祭ってある史跡をお参りする祭りで、毎年4月30日に行っている。昔、史跡を下に持っ

て下りたら、雪崩が起きたので、元の頂上にもって上がったら雪崩が起きなくなったといわれている。

【伝承】

■牛ヶ谷の伝説：牛ヶ谷 牛ヶ谷区字鍋倉の岩と岩の間には、かつて仙人が牛を飼っていたと伝えられる「牛

小屋」という洞穴があり、付近の岩には牛の足跡がある。30年ほど前までは、この洞穴の奥深くまで入ることがで

きたと伝えられる。その横に三段滝があり、そこに仙人がいたという。また、下方には炭酸水が湧き出る「化石の

崖」があり、崖の上には、牛神様の御堂があった。

⑧蓮如屋敷：北野津又 白山神社境内には2mくらいの岩があり、蓮如岩と呼ばれている。ここは大野の長勝寺

創建の地跡とされているが、文明年間、蓮如上人が三年間にわたりここに滞在していたという言い伝えがある。そ

の他、上人にゆかりの深い灯明石や御丈競べ石がある。かつては、蓮如上人お手植えの松もあったが、現在はその

切り株だけが残されている。

■蓮如清水：北野津又 蓮如上人がこの村を通った時に水を所望され、村人が村一番の清水を汲んで差し上げ

たという。その清水は今も、大雨が降っても濁らず、日照が続いても涸れないという。

■蓮如御掛錫：竜谷 竜谷の国道416号線の路傍には、蓮如上人が休息したとされる御掛錫が残されている。

■箸杉 ■五三の松 ■御膳水 ■不乾池

■佐々木長勝墓 ■灯明石 ■お霊屋（以上、北野津又）

自然遺産

①大日山

加越国境にそびえる大日山は、加賀大日、越前大日（兜山）など、いくつかの峰よりなる山であり、いずれも海

抜1300m余で亜高山性のブナ、ミズナラ林が茂り、深山の趣が深い。急峻で、8、9合目あたりは断崖に囲まれ、その

山容は、すこぶる個性的で、男性的な荒々しさを持っている。勝山市より仰ぐ山容は、この地方の山を代表する山

岳景観のひとつである。この大日山の東に稜線を連ねる山々は、海抜1100m内外の山で、かつて木地屋が活動した地

と伝えられている。この地区の山々には、小豆峠、苅安峠、木地山峠、新又越、大日峠など、加賀の山村に通じる

峠がいくつもあるが、中野俣、横倉等、山村の離村が相次いでいることから、峠の利用が激減し、道もわからない

ようになってしまった。

②化石の発掘地：牛ヶ谷

牛ヶ谷からは、魚や葉の化石が出る。化石の出る地層は600万年前とされる。
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③八反滝：横倉

横倉集落より北へ800mほどのところにあり、高さ20m、幅2mで盛夏でも水量が減らない。

④三段滝：牛ヶ谷

仙人の住んでいたとされる洞穴のすぐ近くにある滝。

●大清水：牛ヶ谷

牛ヶ谷の水源地で、現在も水が湧き出ている。すぐ近くの経ヶ谷には、昔、九郎右衛門が住んでいたという屋敷

跡がある。

⑤薬師の大いちょう（市指定文化財）：薬師神谷

薬師神社境内に市指定文化財「大いちょう」がある。また、鳥居付近のイチョウは枝の根元あたりに乳こぶが垂

れ下がっている。そのこぶを削り取って煎じて飲むと母乳が出るといわれ、遠近を問わず貰いに来る人が多かった。

⑥雑木林：竜谷

竜谷の集落のはずれには、ツツジ、ヤマザクラ、フジ、コブシなどが咲く自然豊かな雑木林の繁った小高い尾根

がある。サル、リス、ウサギ、ムササビなども出没する。

●松と桜の巨木：聖丸

大久保家前には松と桜の巨木があった。松は先年、風で倒れ、現在、残された樹齢およそ300年の桜が区のシンボ

ルとなっている。その他にも、大久保家前庭には、勝山の殿様が訪問したときに使用した乗馬のための台石や、鑑

賞した庭園が現存している。

産業遺産

①竜谷古窯：竜谷

上ノ山のふもとからは、縄文時代から平安時代にかけての土器が出土する。平成7年（1995）に、竜谷集落北側の

土取場から平安時代に須恵器を生産していた窯が発見された。それは、須恵器を焼いた古代の「登り窯」であった。

この窯は天井が落ちた状態で発見されたが、全長10mあり、床面には焼成途中の皿や碗が残っていた。竜谷には土器

をつくるための良質な粘土が大量に存在しており、古くから焼き物の生産地であったといえる。また、北市遺跡か

らも竜谷古窯で生産されていた須恵器の皿や碗が出土している。

②瓦焼窯跡：竜谷

寛政12年（1800）に、竜谷では瓦を焼く窯が初めてつくられ、国泰寺再建のために使われたという。その後、尊

光寺や善立寺、成器堂の瓦もここで焼かれた。

③石灰山：竜谷

竜谷の「大岩谷」は通称石灰山といわれ、江戸末期から昭和30年頃まで石灰石を採掘し、窯を設けて石灰を焼い

ていた。石灰は、田植え前に実灰といって20刈ごとに2俵、田の草を取る前に中灰といって1俵ほど水田に入れたと

いう。

④石山：牛ヶ谷

かつて砥石となる粟石を切り出したところで、勝山の石屋が砥石づくりに来て、石をきざんで運びだし、武生な

どに送った。村人は賃金をもらってかついだという。

●清水、発電所

野向地区には、湧き清水がたくさんあった。また、北野津又は、勝山における水力発電の発祥地のひとつである。

⑤薬師発電所：薬師神谷

大正8年（1919）に京都電灯会社薬師神谷に出力800KWの発電所を設けた。しかし、老朽化し取り壊され、それに

代わって、平成7年（1995）に、日本海発電株式会社によって新薬師発電所として新設された。

⑥水車：横倉

野向地区の集落は水に恵まれ、かつてはたくさんの水車小屋があった。そして横倉には、今も水車が現存してい

る。

●盤持ち石場と青田祭り：聖丸 薬師神谷

聖丸や薬師神谷には、盤持ち石場があり、かつての村の男たちが力競べをした習俗を思い起こさせてくれる。聖

丸区で行なわれる青田祭りなどの年中行事や、聖丸、薬師神谷に伝わる藁工芸などの伝統工芸を活用することも重

要。

【達人】

◆土井武博氏：桶作り、竹細工（龍谷） 50年のキャリアをもつ。どんな大きさの桶でもつくることができる。

最近では、修理を依頼されることが多い。竹細工、芋洗い水車などいろいろなものをつくることができる。
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7. 荒土地区の遺産
歴史遺産

①壇ヶ城跡：堀名中清水

日吉神社の背後の堀名と中清水の中間の尾根筋にある城跡。北袋の一揆の大将島田将監と細野の道観兵衛により

築城されたといわれている。天正2年（1574）本覚寺などを中心とする越前一向一揆と平泉寺との合戦で、一向一揆

側の軍事上の拠点となった。

②市姫神社：布市

布市にある市姫神社は、平泉寺繁栄の頃、ここに布の市が立ったことと関係があるという。また、大日峠を越え

て、加賀の野々市と交易し、特に、種油の行商の行き来が盛んだったという。このため布市は町のような賑わいと

なった。村人は市の神様として市姫を祀る神社を建て、市の繁盛を祈ってきた。神社の祭りは9月7日に行われてい

る。

③報恩講：松田

松田などでは、12月になると各家で報恩講を開いて坊さんに説教をしてもらい、隣近所や親類が夕食をご馳走に

なった。

●橘曙覧の和歌：堀名

堀名銀山に高山郡代から田中大秀門下の富田藤太（礼彦）が派遣されたときに、学友の福井の国学者で歌人の橘

曙覧は堀名に富田を訪ね、銀山の様子を和歌に詠んだ。その和歌を正岡子規が褒めたたえて、堀名銀山は有名とな

った。

④成器堂演武寮（市指定文化財）：布市

弘化年間（1844～48）に、成器堂演武寮として建てられた。木造入母屋造りで、破風を正面にして玄関があり、狐

格子と懸魚の飾りが付く。反りのない屋根が演武寮らしく簡潔明快である。三階菱の入った鬼瓦も立派である。明

治12年（1879）、布市が買い取り移築して、集会場・道場となった。

⑤伊波遺跡：伊波

荒土小学校北側に広がる縄文中期の集落遺跡である。

⑥別所古墳群：別所

別所と細野の間の尾根上に、11基の古墳が存在する。

【伝承】

■平泉寺関係史跡：松ヶ崎、伊波、北新在家他 荒土地区には平泉寺に関係すると思われる数多くの地名があ

る。松ヶ崎の大屋敷は、平泉寺全盛時代に僧兵たちが大きな家を建てて住んでいたところといわれている。伊波の

大門は、平泉寺六千坊への第一の門のあったところといわれており、佐羅堂があったと伝えられている。北新在家

の古堂には、平泉寺の末寺があったという。

⑦大門（佐羅堂、平泉寺第一の門）：伊波

■西下村の聖坊（平泉寺関連）：松田

⑧本坊田・大屋敷・胡麻田（平泉寺関連）：松ヶ崎

■法円坊（平泉寺関連）：新保

■石橋（平泉寺関連）：新保

⑨古堂・上屋敷（平泉寺関連）：北新在家

■細野長兵衛・道観兵衛（一向一揆関係）：細野

■丹後家関連：田名部 丹後国舞鶴近くの田名部の城主を千葉丹後守といった。千葉丹後守は関が原の戦いに

敗れ、横倉新道を通ってこの村に逃れた。丹後守はここに定住して百姓となった。一族の子孫は繁栄し、村中に丹

後姓が多い。

■村上・雲舞城・少々・宅地・古堂：清水島

■黒田九門関連：布市

■絵馬の金網：布市

■平家落人伝説の地名、仁助屋敷・屋敷割・上屋敷：細野

■木地師関連の地名、六呂島・後所ヶ谷・鬼神上：細野 昔、加賀の木地師が細野の奥で盛んに木地を営んで

いた。彼らは勝山町に出かけてこれを売り、米と交換して加賀に帰っていった。このため米が高くなると細野の村

人は怒って、木地師を加賀に追い返した。この騒動のため、加賀との交流は途絶えてしまった。

■証如上人の伝承：別所 本願寺十世証如は北国に下向してこの地にも布教しようとしたが、一向宗を妬むも

のが意外に多かった。このとき村の丹坊家（横山信二家祖先）は七ヶ村（戸倉、西ヶ原、境、細野口、別所、宮地、

伊波）をひきいて大日山にこもり、証如を護ったという。

■十三日講：別所 幕末の頃、証如上人の布教した七ヶ村が申し合わせ、御満座法要をむすんだ。顕如の命日

をとって十三日講と名付け、以後毎年七ヶ村輪番で宿を務め、賑やかに御証様を唱和した。

■夜泣き地蔵：堀名中清水 1歳未満の赤ん坊が夜泣きをして母親が困っているときに、この地蔵に花を持って
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参ると夜泣きが止まると言

い伝えられ、現在も多くの人

が参りにくる。

■伝説の土地 天使の

坂は細野の大日山の麓にあ

り、岩に軍馬の跡がはっきり

残っているといわれる。源氏

か平氏のどちらかが通った

跡であるといわれる。別所に

あるほすべ岩には、弁慶にま

つわる伝説が残る。北新在家

のてんぐ松には、お婆さんが

天狗にさらわれたという伝

説がある。

自然遺産

①白山遠望：田名部、松田、

伊波

白山が美しく見える場所

で、晴れた日には加越国境の

山々の間から雄大な白山が

遠望できる。左には大日山、

前方には法恩寺山と経ヶ岳、

右には荒島岳、後方には鹿谷

の経ヶ岳を望む絶景の場所

である。また、日の入りのと

きには山々の間を流れる九

頭竜川に夕日が沈んでいく

すばらしい風景を、そして夜

は満天の星を楽しむことも

できる。

②小池：北宮地

この村には清水が湧いて

おり、村の人は苗代用の種籾

をここへ浸けると早く芽が

吹くので、昔から利用してい

るという。石灰水が発芽を早

めるという話である。

③七里壁：松田

七里壁は河岸段丘で大渡

から始まって、鳴鹿まで続い

ている。松田は扇状地末端で

あり、そこから流れ出る水を

集めて温川が流れている。温

川筋には特有の植物が多い。

産業遺産

①堀名銀山と②細野口鉱

山：堀名、細野口

堀名銀山は幕末に開かれ、

多量の銀を産出した。当時、

堀名村で灰吹精錬を行うな

ど、鉱山は大いに賑わったが、

やがて品度のよい銀鉱石が

減少し、慶応3年（1867）に
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休鉱となった。当時のようすを描いた絵図や、銀山会所が発行した手形が現存している。

細野口鉱山は細野口村から細野村にかかる水無山東斜面を中心とし、銀・銅などが採掘された。すでに江戸初期

には銀山として稼動していたと伝えられる。勝山藩が銅山奉行を置いたこともあるが、幕末期には不振に陥り、明

治前期に休鉱した。

細野口鉱山で働いていた鉱夫たちが寝泊りしていた場所に、屋敷跡や井戸の跡などが残っている。その場所は新

町と呼ばれている。

③石灰山：細野口、堀名

堀名と細野口では、石灰焼きが行なわれ、昭和30年頃まで栄えた。細野口の石灰山では明治末年には年産10万貫

を、堀名では年産100万貫を産出した。石灰焼きを行うにあたり、同村の村役人へ宛てて昼夜とも窯番を置くことな

ど、六ヶ条を誓約した幕末の文書が残されている。
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④煙草：荒土一帯

葉煙草の栽培は江戸時代の初めから盛んに行われていたが、幕末になり林毛川の適切な保護奨励により一躍、勝

山藩最大の産業に発展した。勝山藩の刻み煙草は人気があり、大野産などが混じらないように品質検査も行った。

葉煙草は荒土を中心に多くの農家が栽培をし、乾燥場で煙草の葉を乾燥した。現在も葉煙草栽培をしている農家が

数軒あり、また、乾燥場もいくつか見ることができる。

【達人】

◆山内司郎：雪囲いの簀、木工（細野） 「雪囲いの簀」をはじめ、山村の技術を伝承しながら、地域づくり

を実践している。木工は農家の屋根、へぎ、机、椅子、花台など多彩なものをつくる。また、集落の人たちと間伐

材を利用した村の掲示板の共同手作りも行っている。

◆横山みつ子：伝承料理（鮭のこうじずし）（別所） 正月料理に欠かせない一品で、塩鮭の他には具を入れ

ないシンプルななれずしである。

◆原田はな子：山菜加工（細野） 山菜の採取、保存、調理、すべてに優れた技術を持つ。

◆川村明：窯づくり（西ヶ原） ◆橋爪静：炭焼き（新道） ◆日谷新一：炭焼き（戸倉）

8. 北郷地区の遺産
歴史遺産

①伊知地城跡と古戦場（市指定史跡）：伊知地

南朝の新田義貞の武将である畑時能と、北朝の斯波高経が争った古戦場です。興国2年（1341年）、

畑時能は鷲ヶ岳で再起をはかり、激しく戦ったが、ついに敗れた。鷲ヶ岳山頂には畑将軍戦死の石

碑が、麓には②畑ヶ塚がある。

③岩屋観音：岩屋

上野から渓流岩屋川をさかのぼったところにある岩屋は、昭和38年（1963）の豪雪の後、無住の

地となった。ここは、かつて白山と豊原寺を結ぶ禅定道の途中にあったと考えられている。観音堂

の大きな社殿の本尊は泰澄の自作と伝わる木像で、如意輪観音、聖観音と十一面観音の3体があっ

た。ただし、鎌倉末期から、南北朝の頃の作とされる如意輪観音と聖観音は盗難にあい、地元奉賛

会によって新しい仏像がつくられた。

④木下家住宅（県指定文化財）：上野

木下家は、天保の初めに建てられた富農の家である。木造平屋建て、一部中二階、茅葺き、入母屋造りである。

木下家には｢家普請付立帳｣が残されており、建築時の材料、建具、手間などの経費が書き込まれている。

⑤御物石器：上野

上野遺跡から出土した縄文時代の特殊な石器である御物石器は、何に使われたものかはっきりしていない。おそ

らく原始信仰に関係する呪術石器であろう。

⑥岩屋万才：岩屋

元岩屋在住の不動堂繁冶氏の祖父が、主家の人と万才をした。繁治氏が祖父と山仕事などを一緒にしながら習い

覚えた。主家には、昔、直垂、太鼓、烏帽子があった。

【伝承】

■蓮如の腰掛石等：東野、伊知地 東野にある蓮照寺には腰掛石や御膳水など、蓮如上人ゆかりの史跡が残る。

また、伊知地の仲谷道場にも、藤懸名号旧跡碑や御膳水がある。

■伊地知氏の研究 鎌倉時代、越前の守護になった島津忠久は、伊知地を自らの所領とした。忠久は畠山重忠

の孫を伊知地にかくまい、その後、薩摩に送った。薩摩の名族伊地知氏はその孫であるといわれている。伊地知氏

について研究し、書籍を出版している人もいる。

自然遺産

①鷲ヶ岳：伊知地、坂東島

海抜769.1m、勝山市と永平寺町の境に位置する。福井平野から見ると、北東の方に丈競山、浄法寺山、冠岳がま

ず目につくが、一連に見えるこれらの山々の右端に、少し低いが山並みにしまりをつけるかのように巍然として立

っているのが鷲ヶ岳である。鷲ヶ岳は九頭竜川を眺めるのに最もよい位置にある。この鷲ヶ岳は、太平記に登場し

ている。

②岩屋の大杉（市指定天然記念物）：岩屋

幹回り15m、高さ40mもあり、樹齢500年と推測される大杉である。子安杉（子持ち杉とも呼ばれる）の信仰もあり、

この杉の皮を煎じて飲めば乳の出がよくなるといわれている。
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③岩屋川：岩屋

鈴厳寺山の麓、渓流がめぐる景勝地の地である。山腹にはいたるところに奇岩が露出し、岩窟がある。また巨大

な杉が数々の史話を秘めて生い繁っている。岩窟の中でも、風穴といわれるものは、入り口から30mほど入ったとこ

ろに十畳敷くらいの広さの場所があり、湧き水が音をたてて流れているという。この岩窟の1つに道元がこもったと

伝えられる道元窟がある。渓流の水はわさびも採れるほど清く、普段の生活を忘れさせてくれる。その他にも大鷲

の滝も絶景である。近年、岩屋観音周辺は森林公園として整備され、自然の教場、キャンプ場、憩いの場となって

いる。

④アラレガコ生息地（国指定天然記念物）：九頭竜川

アラレガコが生息する九頭竜川は、勝山市管内も生息地として国指定天然記念物に指定されている。

産業遺産

①坂東島鉱山：坂東島、伊知地

江戸時代末期から採掘が行なわれ、金・銀・銅・鉛などを産出した。明治39年（1906）には三菱合資会社が大々

的な採掘を開始し、明治43年（1910）には150人あまりの鉱夫を擁する鉱山であったという。

②機業工場：坂東島、伊知地、東野

明治30年（1897）頃より機業が起こり始め、大正元年頃より木炭のガスエンジンによる力織機40台を備え、坂東

島織物会社を組織してモスリンを生産した。機業は順調に発展し、大正3年（1914）には工場の数は20に上った。そ

の後、モスリンから絹へ、絹から人絹へと変わっていった。昭和5年（1930）には坂東島だけではなく、伊知地、東

野にも広がっていった。

③新町銀山：檜曽谷、新町

北袋銀山とも呼ばれ、16世紀頃には鉱山として知られていた。新町は鉱夫が住んだ村であった。しかし、江戸時

代に入ると鉱山跡から銀汁が流れて、川下の村人を長年苦しめた。現在も1キロ間隔に鉱山の入り口の穴があいてお

り、その付近には鉱滓がごろごろ転がっている。

④小舟渡（市指定史跡）：森川

福井と勝山をつなぐ九頭竜川の重要な渡し場で、森川と対岸を結んだ。勝山街道の要所でもあった。明治15年

（1882）、船20隻を並べて全長100m余り、幅2.7mの舟橋ができた。また、昭和30年中頃まで小舟渡遊園地があり、

家族連れで賑いを見せた。小舟渡付近はアユの産地としても知られており、シ－ズンになると、たくさんの釣り人

が集まってくる。アユのほか九頭竜川の幸で忘れてならないものに、特産アラレガコがある。冬期に「エバ」と称

する大篭を激流に流してこれを獲るが、近年その数も少なくなり、珍しい魚法もなかなか見られなくなってきた。

【達人】

◆橋爪宜則：炭焼き（岩屋） 炭窯づくりからすべてを手がけている。18歳で父から習い、40歳くらいまでは

炭焼きで生計を立てていた。今は生き甲斐活動として手がけている。

9. 鹿谷地区の遺産
歴史遺産

①鹿谷本郷遺跡：本郷

鹿谷川左岸の鹿谷小学校の裏手に広がる、縄文後期から晩期にかけての遺跡。多量の土器の他に打製石斧、おも

り石などの石器が出土している。

②発坂山ノ端遺跡：発坂

勝山市内では少ない弥生時代から平安時代にかけての遺跡。発坂集落の南に広がる。他に平安時代や江戸時代の

遺物も出土している。出土品は、盆状の木製品、高杯、煮炊き用の土器、木の実などである。

③蓮乗寺：北西俣

15世紀の中頃、本願寺5世綽如の努力によって北陸地方に浄土真宗の布教が活発になったが、平泉寺の勢力は強く、

布教はなかなか容易ではなかった。しかし、越前藤島に超勝寺、和田に本覚寺が建つと一向宗はにわかに活気づき、

勝山では綽如の子頓円の努力によって北西俣に道場が建った。その道場が今の蓮乗寺である。

④保田（西光寺）城跡：保田、西光寺

保田（西光寺）城は、朝倉経景が城主となり、景鏡に残したと伝えられる山城跡である。西光寺は、かつて西光

寺という名の寺があったことに由来する。西光寺の大杉は弘法大師の使ったはしが根付いたものという伝説がある。

保田城は西光寺城とも呼ばれ、保田に生まれた一向一揆の大将、島田将監が築いた城ともいわれている。

【伝承】

■蓮如上人御旧跡 文明5年（1473）に蓮如上人が逗留し、硯水の池を使ったといわれている。
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自然遺産

①西光寺の大杉（市指定天然記念物）：西光寺

樹齢500年と推測される。幹回り8.5m、高さ30mの大杉。十何本もの大きな枝が思う存分四方に張っており、福井

県内でも10指に入る大杉。

②七反滝：（北西俣）

高低差は30mほどあり、水量が多い時期は雄大さを感じる。この滝は別名、滝の谷（たきんたに）とも呼ばれる。

③鶴峰の残雪：保田

加越国境にそびえる大日山は、春の雪解け時期には鶴が羽を広げたように残雪が残り、勝山に春を告げる風物詩

となっている。

④鹿谷川

鹿谷を貫流する川であるが、この谷が砂礫で埋められた埋積谷であるため、上流まで勾配がゆるやかである。こ

の川の石垣は場所によって積み方が違っている。また、周辺には柿の木が多く残っており、加工した串柿が大変有

名である。

⑤薄墨桜（江戸彼岸桜）：矢戸口

矢戸口の大野市境に薄墨桜の群生地（10本以上）がある。太いものでは3.2mあり、樹齢は数百年と考えられる。

⑥保田のゲンジボタル：保田

保田にある鹿谷川沿いにはホタルがたくさん生息する。その他にも多くの動植物が確認されており、九頭竜川の

野鳥も含めて、鹿谷には豊かな自然が残っているといえる。

産業遺産

●道（峠）

鹿谷の峠道は、中世平泉寺と

一乗谷を結ぶ近道であり、近世

には鹿谷と遅羽、大野、芦見を

結んだ。発坂は平泉寺参拝道と

しては最初の坂道である。その

発坂には道祖神を祀ったご斎

所があり、このことからも古く

から交通の要所であったこと

がうかがえる。以下のような坂

が多くある。

①（蓬生坂）鹿谷と遅羽とは

古くから蓬生坂で結ばれてい

た。そのことは、東西の遅羽口

の地名からわかる。現在は蓬生

坂トンネルがあるため、ほとん

ど使われることはなくなった。

②（矢戸坂）矢戸口と大野市

の大矢戸を結ぶ峠。

（芦見坂）北西俣と美山町皿谷

を結ぶ峠。

（猫坂）

③赤岩トンネルと淡月道：保

田

明治23年（1890）から3年を

費やす工事で、保田、比島間に

赤岩トンネルが開通した。保田

の住人であった山内淡月の尽

力によるものである。そのため

に、この道は淡月道と呼ばれた。

●市荒川発電用水路

上志比村にある関西電力市

荒川発電所で発電をするため

に、遅羽の下荒井より九頭竜川

の水を取水して遅羽、鹿谷の山

中を通る隧道が建設されてい
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る。

【達人】

◆廣瀬廣栄：しめ縄（杉俣） 神社に飾る大きいものから、自動車に飾る小さいものまで、さまざまな形のしめ

縄をつくる。転作田で青田刈りを行い、藁も自ら確保している。以前は福井市場にも出荷していた。現在は公民館

でしめ縄づくりの指導をしている。

◆石田とし子：ちまき（北西俣） 笹の葉を5枚使い、ゆでたときに中に水が入らないようにきっちりと巻き上

げ、10本を1束として扇形に美しく仕上げる。

◆中森よし：ござ帽子（北西俣） ござ帽子をつくって、勝山年の市などで販売している。ござ織りを始めて

80年、歴史と技を感じることができる。現在もござ帽子の材料であるいぐさを自宅で栽培している。

◆山内きくゑ、壷内じつ子：串柿づくり（杉俣） 「ほうまる」と呼ばれる小粒の品種を利用している。昔か

ら鹿谷地区でつくられ、正月飾りとして出荷している。2人で伝承活動を実施している。

10. 遅羽地区の遺産
歴史遺産

①三室遺跡：（県指定史跡）

三室山の麓にある縄文時代中期に属する遺跡で、古くから県内外の人に知られた史跡でもある。発掘調査では配

石遺構や多くの石器、土器が出土している。一部、早期の出土品もある。三室山はまた、古代の信仰の山、神奈備

であると考えられている。また、三室山は一向一揆の時に砦が築かれた場所でもある。現在、山麓一帯が史跡公園

になっており、地元の人々に管理されている。

②禅師王子：下荒井、③比島観音：比島

いずれも白山平泉寺の四至。白山平泉寺の四至を結ぶ一辺は、約4kmとなり、中世の広大な境内域が見えてくる。

禅師王子は、白山平泉寺の南西の四至でかつて道元が『正法眼蔵』の一部を書いたとされる場所である。比島観音

は白山平泉寺の北西の四至で、御堂の中に一尺五寸の千手観音立像が祀られている。また、この比島観音を護るよ

うにブナ林が群生している。

●渡し

遅羽地区は、九頭竜川と山に囲まれている。そのため、他の地域との交流には渡しが重要な役割を担った。

④筥の渡し：下荒井（市指定旧跡） 「太平記」に出てくる著名な渡し場で、古くから大野と勝山を結ぶ重要

な位置を占めていた。泰澄が百姓助清の箱（筥）に乗って川を渡ったという伝説からこの名がついたという。増水

のときは危険も多く、江戸時代にはむしろ下流の鵜島の渡しがよく利用された。下荒井側の船着場跡にあるおよそ

2mの岩には、線刻の大日如来像が彫られている。

⑤比島の渡し：比島（市指定旧跡） 比島の渡しは、対岸の新保とを結んだ。鹿谷と勝山の往来のために開

かれたものであり、頼めば危険な時でも船を出してくれるので評判がよかったという。

⑥鵜島の渡し：中島（市指定旧跡） 鵜島の渡しは、中島と対岸の勝山を往来した渡し場。

⑦専勝寺

蓮如上人の弟子正円が、もと天台宗であったものを真宗の道場に改め、現在に至っている。

⑧北山用水池

江戸時代中期に青山藩が若猪野代官所に命じて、材料や人夫を拠出させ完成させた用水池。

⑨観音さまのおすすめ：北山（市指定文化財）

400年の伝統があり、13戸の村人が守り伝える。毎年2月20日前後に行われる。もとは古い時代の信仰から来たも

のと思われる。小正月の夜、家々を訪れる神様（子供）の歌を聞きながら、腹いっぱい食べられるように1年の幸福

と五穀豊穣を祈る。

【伝承】

⑩曽我五郎ゆかりの墓：千代田 歌舞伎などで有名な曽我兄弟の弟、曽我五郎ゆかりの墓がある。五郎の子で

ある筥寿は、箱根の別当東福寺阿闍梨浄覚に養われたあと、伯父にあたる平泉寺の明覚坊覚秀をたより、この地に

移り住み伊藤姓を名のった。この墓は、五郎から数えて25代目にあたる伊藤孫右衛門が建てたものである。

自然遺産

①九頭竜川

古くから、住民の生活には欠かせない川で、川魚漁が盛んだった。豊富な動植物が確認できる。

②六呂谷山：大袋

六呂は轆轤のことであって、木地師に関係の深い土地であったと考えられる。
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産業遺産

①勝山駅：千代田

大正3年（1914）4月、福井－勝山－大野間に電気鉄道が開通した。これは北陸地方初の電気鉄道であった。千代

田は勝山の玄関口として賑わった。

②勝山電化：千代田

大正6年（1917）京都電燈株式会社の経営で勝山電化工業所としてスタート。大正3年（1914）越前電鉄が営業を

始めると、4つの発電所を建設した。その後も事業を拡大したが、昭和初期の不況で工場は一時閉鎖した。昭和8年

（1933）に大阪の渚房吉が営業を引き継ぎ、合資会社勝山電化工業所を設立、合金工業として再出発した。昭和32

年（1957）には社名を勝山電化工業株式会社と改め、昭和40年（1965）には電気炉を新設、本格的な珪素鉄の生産

を始めた。電気炉はいったん点火すると容易に消すことはできないので、年中無休、昼夜を問わず動かした。工場

からの煙は勝山駅前の風物詩であったが、公害問題ともなった。昭和46年（1971）に大阪特殊合金株式会社に吸収

合併された。
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③淡月道：千代田

下荒井から小舟渡に至る九頭竜川左岸の道路。小舟渡で勝山街道から分かれて鹿谷、遅羽に入り、再び下荒井で

勝山街道に合流する。

●橋

生活の変化により、従来の「渡し」では住民のニーズに対応できなくなってきた。そのため、遅羽地区と他地区

を結ぶ「橋」が求められた。

④勝山橋：千代田 勝山駅が九頭竜川の西岸に開設されたため、架橋が必要となった。大正4年につくられた最

初の橋は、左岸を鉄骨のつり橋、右岸を木橋として、見事な橋が完成した。その後、昭和12年（1937）、洪水で流

出した木製部分を幅員5.5Mの鉄筋コンクリート橋に改修した。昭和36年（1961）にはつり橋の部分もトラスト橋に

改められた。さらに、平成12年3月、勝山の山並みをイメージした、アーチ型でモスグリーンのモダンな橋が開通し

た。

⑤下荒井橋：下荒井 大正8年（1919）に簡単な鉄線懸木造釣橋が架けられたのが最初。しかし、傷みが早く同

14年（1925）には釣橋部分が流出、その後修復を繰り返した。昭和14年（1939）、日本発送電株式会社による発電

所建設の具体化にともない、その付帯工事として下荒井橋の改修が行われ、同15年（1940）から橋の架け替えが行

われた。

⑥勝山南大橋 平成5年（1993）4月、遅羽町大袋と下高島を結ぶ橋が完成した。勝山橋と下荒井橋のほぼ中間

に位置し、この橋の完成によって交通の便は格段によくなった。

⑦旧京福電鉄下荒井トンネル：下荒井

電車路線は開通当初難所が多かったが、順次改修されていった。特に大正14年（1925）には禅師王子山腹の迂回

を避けて、下荒井トンネル（521.43m）が開通した。これらにより、福井－大野間は、所要時間が大幅に短縮された。

昭和49年（1974）に、勝山－大野間が廃線になるまで使われた。

【施設】

⑧遅羽公民館：新道 2階の展示室には三室遺跡出土品をはじめ、市内の遺跡から出土した土器、町民から募集

した民具などが多数展示してある。
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勝山市エコミュージアム推進計画策定に至る経過

平成13年

3月30日 エコミュージアム講演会（勝山ニューホテル）

講師 澤近十九一氏 「勝山エコミュージアム構想」

7月17日 エコミュージアム講演会（勝山市教育福祉会館）

「勝山の宝物とエコミュージアム」

18日 エコミュージアムに関する打合せ

澤近十九一氏、今泉吉晴氏、高田公理氏と市長以下市関係者

9月12日 第1回庁内調整連絡会

21日 エコミュージアム検討会

（各地区まちづくり団体等の代表者、一般有識者、各種団体参加）

26日 公民館長会議でエコミュージアム推進計画の説明及び座談会の打合せ

10月 9日 エコミュージアムシンポジウム（JC・市が共催）

パネラー松田栄子氏、福井孝一氏、四戸友也氏、澤近十九一氏、山岸市長

コーディネーター 中西浩介氏

「地域が導くエコミュージアム」

9日 勝山地区区長会でエコミュージアムの説明

10日 第1回勝山市エコミュージアム推進計画策定委員会

委員の委嘱 委員長 中西浩介氏 副委員長 山内俊成氏

30、31日 各公民館とエコミュージアム座談会の打合せ

11月 7日 第2回庁内調整連絡会

10日 猪野瀬地区エコミュージアム座談会

12日 エコミュージアム座談会（商工会議所異業種交流会）

13日 荒土地区エコミュージアム座談会

17日 遅羽地区エコミュージアム座談会

18日 平泉寺地区エコミュージアム座談会

19日 村岡地区エコミュージアム座談会

20日 北郷地区エコミュージアム座談会

25日 エコミュージアム先進地視察研修（京都府美山町）

27日 野向地区エコミュージアム座談会

28日 北谷地区エコミュージアム座談会

12月 1日 鹿谷地区エコミュージアム座談会

13日 勝山地区エコミュージアム座談会

17日 第2回勝山市エコミュージアム推進計画策定委員会

19日 勝山青年会議所提言書市長に提出
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26日 第3回庁内調整連絡会

平成14年

1月13日 下長渕区エコミュージアム座談会

17日 第4回庁内調整連絡会

22日 勝山商工会議所議員研修会

22日 第3回勝山市エコミュージアム推進計画策定委員会

24日 勝山市女性ネットワーク懇談会

25日 第5回庁内調整連絡会

2月6日 第2回勝山地区エコミュージアム座談会

3月7日 勝山郵便局エコミュージアム説明会

9日 第4回勝山市エコミュージアム推進計画策定委員会

10日 上後区エコミュージアム座談会

12日 第2回村岡地区エコミュージアム座談会

15日 第2回野向地区エコミュージアム座談会

18日 第2回北谷地区エコミュージアム座談会

19日 第3回勝山地区エコミュージアム座談会

20日 第2回荒土地区エコミュージアム座談会

22日 第2回遅羽地区エコミュージアム座談会

23日 第2回平泉寺地区エコミュージアム座談会

25日 第2回北郷地区エコミュージアム座談会

26日 第2回猪野瀬地区エコミュージアム座談会

27日 第2回鹿谷地区エコミュージアム座談会

29日 元禄区エコミュージアム座談会

31日 沢町エコミュージアム座談会

4月8日 勝山市わがまちげんき発掘事業説明会

10日 公立保育園育友会エコミュージアム研修会

18日 第6回庁内調整連絡会

5月8日 昭和町3丁目エコミュージアム座談会

15日 第1回勝山市エコミュージアム推進計画策定小委員会

6月5日 第2回勝山市エコミュージアム推進計画策定小委員会

25日 第3回勝山市エコミュージアム推進計画策定小委員会

7月19日 第7回庁内調整連絡会

27日 第5回勝山市エコミュージアム推進計画策定委員会

8月26日 第6回勝山市エコミュージアム推進計画策定委員会

9月24日 市議会全員協議会
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勝山市エコミュージアム推進計画策定委員

任期：平成13年10月10日～平成14年9月30日

［氏 名］ ［備 考］

委員長 一般有識者 中西 浩介

副委員長 まちづくり団体 山内 俊成 野向町区長会長

委員 議会 小林 喜仁 勝山市議会

関係団体 羽生 英昭 勝山商工会議所専務理事

平林 孝男 JAテラル越前ふれあいセンター長

山口 紀子 勝山市女性ネットワーク

山内 徳人 勝山青年会議所

滝川 博則 勝山青年会議所

まちづくり団体 滝川 裕司 勝山地区区長会長

鳥山 六治 猪野瀬まちづくり推進委員会委員長

武内 盛直 平泉寺町区長会長

松井 拓夫 村岡町まちづくり協議会会長

斎藤 節治 北谷町まちづくり推進協議会会長

森石 輝一 荒土町ふるさとづくり推進協議会会長

笠川 弥生 北郷町まちづくり委員会委員長

（～平成13年11月）

松川 秀次 北郷町まちづくり委員会委員長

（平成13年11月～）

島田 弘 鹿谷町まちづくり協議会会長

清水 賢照 遅羽町住民協議会会長

大谷まさみ 勝山市まちづくり委員会委員

松山 信裕 勝山市まちづくり委員会委員

一般有識者 佐野 光臣

増田 公輔

丸屋 仁志

学識経験者 澤近十九一 科学ジャーナリスト

高田 公理 武庫川女子大学教授

行政 中村 重夫 勝山市助役

山 範男 勝山市教育長

小竹 正雄 勝山市市長公室長

事務局 勝山市市長公室未来創造課
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写真・図一覧

凡例 1. 写真・図を章ごとに番号順に並べた。写真は「写」、図は「図」と示した。
2. タイトルは便宜上、すこし表現をかえたものがある。
3. 所蔵者・所在地等は、必要の範囲で［ ］に示した。勝山市役所ならびに市史編さん室、編さん・執筆関係者に関わるものは、
原則として明記しなかった。写真は、公共機関が撮影されたものを利用させていただいたものが少なくないが、これも明記しな
かった。

4. 人名の敬称は、略させていただいた。

はじめに
1 写 勝山市の情景 3

第1章 まちづくりの手法としてのエコミュージアム
2 写 フランスのエコミュゼにある水車展示［『エコミュージアムへの旅』鹿島出版会刊］ 7
3 写 わらぶき屋根の並ぶ京都府美山町 8
4 写 川越市の伝統的な町並み 9
5 写 福井県立恐竜博物館 9
6 写 平泉寺白山神社 10
7 写 勝山左義長まつり 10
8 写 勝山左義長まつり「どんど焼き」 10
9 写 弁天桜 10
10 写 九頭竜川 10
11 写 大正9年頃の薬師発電所内部［比良野八郎右ヱ門蔵］ 11
12 写 戦前の坂東島鉱山［笠松平左衛門蔵］ 11

第3章 勝山市の遺産と具体的展開
13 写 杉山恐竜化石壁 23
14 写 恐竜の骨格模型 24
15 写 恐竜エキスポ開催時の勝山駅前 24
16 写 鵜島の渡し 24
17 写 淡月道とトンネル 24
18 写 縄文中期の土器（古宮遺跡出土） 25
19 写 三室山 25
20 図 全盛時代の平泉寺六千坊［島村正博作成］ 25
21 写 伊野姫の墓 26
22 写 蓮如木像［真宗大谷派 蓮照寺蔵］ 26
23 写 村岡山遠望 26
24 図 村岡山城縄張見取図［青木豊昭作成］ 27
25 写 堀名銀山跡 27
26 図 堀名銀山図［高山市・日下部家蔵・小葉田淳撮影］ 27
27 図 小水無（こみずなし）銅山の図［久保英一蔵］ 27
28 図 勝山城本丸 28
29 写 旧成器堂講堂 28
30 写 講武台跡 28
31 写 バッタン機 28
32 写 旧木下機業場の内部 29
33 写 旧木下機業場 29
34 写 九頭竜川と桜並木 29
35 写 鶴峰の残雪 29
36 写 カタクリの花 29
37 写 取立山のミズバショウ 30
38 写 岩屋の大杉 30
39 写 伊良神社境内（ブナ林とはやし込み） 30
40 写 九頭竜川のアユ釣り 30
41 写 白山禅定道から白山遠望 31
42 写 弁ヶ滝の紅葉 31
43 写 秋の加越国境付近 31
44 写 冬の九頭竜川 32
45 写 冬の平泉寺白山神社 32
46 写 里芋を洗う 32
47 写 年の市 33
48 写 越前大仏遠望 33
49 写 平泉寺白山神社の御手洗の池 34
50 写 滝波のお面さんまつり［滝波区蔵］ 34
51 写 谷の石畳道 35
52 写 竜谷公園［増田公輔蔵］ 35
53 写 石灰窯跡 36
54 写 畑ヶ塚 36
55 写 西光寺の大杉 36
56 写 三室山遠望 37

資料編 勝山市10地区の遺産
57 写 大清水沿いのしだれ桜 45

なお、表紙の背景図は、「白山天嶺絵図」（平泉寺白山神社蔵）を使わせていただいた。表紙の写真7点は、勝山市役所の所有するものである。


