
平成29年3月

東京　　　金沢　　　　福井　　　　｠大野　　約4時間40分

登山ガイド

【勝原（かどはら）コース】（登り3時間30分　下り2時間30分）
旧カドハラスキー場　駐車場あり、トイレあり
北陸自動車道福井ICから車で約1時間10分、東海北陸自動車道白鳥ICから車で約50分
JR越美北線勝原駅から徒歩10分
まずはかつてのゲレンデだった急斜面を登る。その後、尾根伝いに進むにつれて見
事なブナの原生林につつまれる。連続する木組みの階段を登り、やがて視界が開け
るとシャクナゲ平に出る。その先にある「もちがかべ」と呼ばれる滑りやすい急な
登りでは、クサリやハシゴが連続するので注意が必要。この登りを越えるとダケカ
ンバが見られるほか、斜面はゆるやかになり、笹原に出ると見晴らしもよくなり、
やがて広い山頂にたどり着く。

登 り 口
交 通

コースガイド

【中出（なかんで）コース】（登り3時間40分　下り2時間40分）
中出集落（大野市蕨生）　駐車場あり、トイレあり
北陸自動車道福井ICから車で約1時間、東海北陸自動車道白鳥ICから車で約1時間
なだらかなコースが続きとても歩きやすいコースである。途中標高1,186ｍの小荒
島岳の山頂に行くことができる。小荒島岳との分岐を過ぎるとほどなくしてシャク
ナゲ平で勝原コースと合流する。
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【佐開（さびらき）コース】（登り3時間30分　下り2時間30分）
荒島養魚場（大野市佐開）　駐車場なし、トイレなし
北陸自動車道福井ICから車で約1時間、東海北陸自動車道白鳥ICから車で約1時間10分
登り口までの作業用林道はかなり道が険しく、4WD車でないと走行が困難。パン
クする可能性も充分あり、作業用林道を歩くことになるが、駐車場等も整備されて
いないためここからの登山は勧められない。
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【新しもやまコース】（健脚向け、登り4時間40分　下り3時間10分）
下山池ヶ嶋地区（大野市下山）駐車場あり（下山地区集会施設）、トイレなし
東海北陸自動車道白鳥ICから車で約40分
急なのぼりが続く健脚向けのコース。途中ロープ等が取り付けられているが滑りや
すいため注意が必要である。和泉地区側から登る唯一のコースでもある。
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　大野盆地の南東にそびえる荒
島岳。その山容から大野富士と
も呼ばれ、福井県内で唯一、日
本百名山に選ばれた名峰です。
荒島岳は白山を開山した泰澄大
師によって開かれたともいわ
れ、古くから信仰の山として崇
められてきました。山頂には、

今もなお荒島大権現奥の院が祀られています。
　一等三角点のある山頂からの眺めは見事の一言に尽きます。周囲をさ
えぎるものはなく、独立峰ならではの360度の大パノラマが広がりま
す。経ヶ岳や能郷白山、銀杏峰といった周辺の山々だけでなく、白山、
さらには遠く北アルプスまで望むことができます。広い山頂には、方位
盤が設置されているので、眼前に広がる山々を確認することもできます。
　標高700mを超えるあたりから続くブナの原生林も魅力のひとつで
す。新緑や紅葉はもちろんのこと、巨木のうろなどが登山客を楽しませ
てくれます。北麓の勝原付近では、深い峡谷の花崗岩や閃緑岩の奇石奇
岩によって出来た河床を、九頭竜川の激流が洗う、九頭竜峡谷があります。
新緑と紅葉の頃は特に美しく、すばらしい自然景観を見せてくれます。
　登山コースは全部で4つ。中でも最もポピュラーなのが国道158号の
すぐ脇に登山口のある勝原コースです。登山道は地元の荒島愛山会によ
り、よく整備されており、大変登りやすくなっています。中出コースは、
かつて深田久弥が歩いた登山道です。シャクナゲ平で勝原コースと合流
します。登山道はほかにも佐開コー
スと新しもやまコースがあります
が、佐開コースは登山口までの道路
状況が悪いため、勧められません。
また、新しもやまコースは急な登り
が続く健脚向けの登山道です。

荒島岳荒島岳あらしまだけ

標高 1,523.5ｍ
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【勝原（かどはら）コース】（登り3時間30分　下り2時間30分）
旧カドハラスキー場　駐車場あり、トイレあり
北陸自動車道福井ICから車で約1時間10分、東海北陸自動車道白鳥ICから車で約50分
JR越美北線勝原駅から徒歩10分
まずはかつてのゲレンデだった急斜面を登る。その後、尾根伝いに進むにつれて見
事なブナの原生林につつまれる。連続する木組みの階段を登り、やがて視界が開け
るとシャクナゲ平に出る。その先にある「もちがかべ」と呼ばれる滑りやすい急な
登りでは、クサリやハシゴが連続するので注意が必要。この登りを越えるとダケカ
ンバが見られるほか、斜面はゆるやかになり、笹原に出ると見晴らしもよくなり、
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【中出（なかんで）コース】（登り3時間40分　下り2時間40分）
中出集落（大野市蕨生）　駐車場あり、トイレあり
北陸自動車道福井ICから車で約1時間、東海北陸自動車道白鳥ICから車で約1時間
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島岳の山頂に行くことができる。小荒島岳との分岐を過ぎるとほどなくしてシャク
ナゲ平で勝原コースと合流する。

登 り 口
交 通
コースガイド
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荒島養魚場（大野市佐開）　駐車場なし、トイレなし
北陸自動車道福井ICから車で約1時間、東海北陸自動車道白鳥ICから車で約1時間10分
登り口までの作業用林道はかなり道が険しく、4WD車でないと走行が困難。パン
クする可能性も充分あり、作業用林道を歩くことになるが、駐車場等も整備されて
いないためここからの登山は勧められない。
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下山池ヶ嶋地区（大野市下山）駐車場あり（下山地区集会施設）、トイレなし
東海北陸自動車道白鳥ICから車で約40分
急なのぼりが続く健脚向けのコース。途中ロープ等が取り付けられているが滑りや
すいため注意が必要である。和泉地区側から登る唯一のコースでもある。

登 り 口
交 通
コースガイド

　大野盆地の南東にそびえる荒
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今もなお荒島大権現奥の院が祀られています。
　一等三角点のある山頂からの眺めは見事の一言に尽きます。周囲をさ
えぎるものはなく、独立峰ならではの360度の大パノラマが広がりま
す。経ヶ岳や能郷白山、銀杏峰といった周辺の山々だけでなく、白山、
さらには遠く北アルプスまで望むことができます。広い山頂には、方位
盤が設置されているので、眼前に広がる山々を確認することもできます。
　標高700mを超えるあたりから続くブナの原生林も魅力のひとつで
す。新緑や紅葉はもちろんのこと、巨木のうろなどが登山客を楽しませ
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岩によって出来た河床を、九頭竜川の激流が洗う、九頭竜峡谷があります。
新緑と紅葉の頃は特に美しく、すばらしい自然景観を見せてくれます。
　登山コースは全部で4つ。中でも最もポピュラーなのが国道158号線
のすぐ脇に登山口のある勝原コースです。登山道は地元の荒島愛山会に
より、よく整備されており、大変登りやすくなっています。中出コースは、
かつて深田久弥が歩いた登山道です。シャクナゲ平で勝原コースと合流
します。登山道はほかにも佐開コー
スと新しもやまコースがあります
が、佐開コースは登山口までの道路
状況が悪いため、勧められません。
また、新しもやまコースは急な登り
が続く健脚向けの登山道です。

イラスト提供：福井山歩会
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【温見峠（ぬくみとうげ）コース】（登り2時間　下り1時間30分）
国道157号線温見峠付近（福井県岐阜県県境）　駐車場なし、トイレなし
北陸自動車道福井ICから車で約2時間10分
東海北陸自動車道白鳥ICから車で約2時間
最初の登りから急斜面が続く。途中はロープや木の根を頼りに登ることも。標高約
1,490ｍ付近からは登山道はゆるやかになるとともに視界も開けてくる。ゆるやか
な傾斜はそのまま最後まで続く。正面に山頂を示す標識が見えればほどなく頂上へ
たどり着く。
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　越前と美濃を分ける山脈の盟主。九頭竜川の支流である真名川の上
流、福井県と岐阜県の県境に位置します。かつて白山を開山した泰澄
大師が白山の山頂からこの山を眺め、分祠を祀るため開山したと伝え
られ、現在も山頂には、白山神社の祠があり信仰の山として多くの登
山客が登っています。別名「能郷山」「権現山」とも呼ばれていますが、
明治時代に作られた地図には「白山」とだけ書かれたものもありました。
　能郷白山は、深田クラブにより日本二百名山に選定されていますが、
深田久弥が日本百名山を選ぶ際に、能郷白山と荒島岳の2つのうちから
荒島岳を選んだというエピソードが残っています。
　県境周囲の山々からなる越美山地のなかでもひときわ高く、山頂か
らは360度の眺望を楽しむことができます。また、山頂付近の斜面や
尾根では、5月頃にカタクリが、また7月頃にニッコウキスゲが咲き誇
るお花畑を見ることができます。
　登山コースは、福井県側からは温見峠から登るコースが１つありま
す。登山口には駐車場がないので、駐車の際には通行の妨げにならな
いよう注意が必要です。また、5月頃まで残雪があるので注意して登っ
てください。この温見峠から登るルートのほかにも岐阜県側から登る
コース（登り約4時間30分）があります。なお、国道157号線は落石
等により通行止めになることもしばしばあるので、事前に交通情報を
確認してください。

【麻那姫湖青少年旅行村】
　麻那姫湖青少年旅行村は温見峠へ向かう途中（真名川ダムの上流付近）にあります。広大
な敷地にバンガローやテントサイト、芝生広場などが整備されていますのでぜひお立ち寄り
ください。
　○入村料（1台1日）
　　普通車（定員８名まで）　　 500円
　　中型車（定員25名まで）　1,000円
　　大型車（定員26名以上）　1,500円
　○問合せ先　0779-64-1240（利用期間：4月～11月）

その他

イラスト提供：福井山歩会
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北陸自動車道福井ICから車で約2時間10分
東海北陸自動車道白鳥ICから車で約2時間
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【麻那姫湖青少年旅行村】
　麻那姫湖青少年旅行村は温見峠へ向かう途中（真名川ダムの上流付近）にあります。広大
な敷地にバンガローやテントサイト、芝生広場などが整備されていますのでぜひお立ち寄り
ください。
　○入村料（1台1日）
　　普通車（定員８名まで）　　 500円
　　中型車（定員25名まで）　1,000円
　　大型車（定員26名以上）　1,500円
　○問合せ先　0779-64-1240（利用期間：4月～11月）

その他

※携帯電話から
　提出できます

登山の前に
check! 登山の心得

その1しっかりと計画を立てよう
気温や雨、日差しなど、自然は時期や日によってその表情を変
えます。天候の急変などにも対応したしっかりした計画を立て
ましょう。

その2登山計画書を提出しよう
登山計画書はあなたの命を守る命綱。安心して登
山していただくために、登山計画書の提出をお願
いします。

その3自分のペースで登ろう
無理なく呼吸を続けられるペースで登ることが大切。また、こ
まめに休憩や水分補給をとってコンディションを整えるように
しましょう。

その4自然保護
自然を守る為、決められた登山道以外に踏み込まないようにし
ましょう。

その5自然を壊さない
草木を折ったり、持ち帰ったりしないようにしましょう。（自然
公園内では、植物・岩石等の採取は禁じられています。）

その6ゴミは必ず持ち帰ろう
（空カン類を含む）

この山ガイドはあくまでも観光向けに作成した簡易ガイドです。
登山される場合はあらかじめ、地図や専門的な山岳ガイドブッ
ク等をご購入いただき、ご自身の体力にあった計画をたてて登
山をして下さい。

その他

あっ宝んど
和風と洋風の浴室があり、日替りで男女が入れ替わります。
それぞれに露天風呂、サウナ、うずまき湯、寝湯、ジャグジー
などが揃っています。また、替わり湯では、お湯に工夫を
凝らしていますのでぜひ入浴してみてください。

0779-66-7900　　大人600円　小学生以下300円　4歳未満無料
10：00～23：00　　毎月第2火曜日（祝日の場合翌日）

九頭竜温泉平成の湯
勇壮な山々を眺めながら開放感のある露天風呂で、ゆっく
りと疲れを癒すことができます。また、泉質はアルカリ性
単純泉（アルカリ性低張性低温泉）で全国でも数少ない健
康にいい温泉のため、全国各地から利用者が訪れます。

0779-78-2536　　大人600円　小学生以下300円　4歳未満無料
10：00～21：00　　毎週火曜日（祝日の場合翌日）、1月1日

鳩ヶ湯温泉
山鳩が傷を癒すために水浴にきたのが名前の由来の奥越の
秘湯。温度変化で湯面に浮く湯の花は、様々な効能や美肌
の効果もあります。

0779-65-6808　　大人600円　65歳以上500円　小学生以下300円
10：00～18：00　　不定休　※冬季は休業（11月下旬から4月下旬）

六呂師高原トロン温浴施設うらら館
保湿や美肌の効果があるトロンのお風呂や低温の健康サウ
ナ、横になって浸かれる寝風呂などが充実。晴天の夜には
満天の星空が楽しめます。

0779-67-7007　　大人600円　小学生以下300円　4歳未満無料
10：00～21：00　　毎週月曜日（祝日の場合翌日）
0779-67-7007 大人600円 小学生以下300円 4歳未満無料
10：00～21：00　 毎週月曜日（祝日の場合翌日）

～ 心もほっこり♪銭湯へ ～

キューピー湯
ゆ

■TEL：0779-66-3613
■大野市陽明町1丁目1302
■営業時間：15:00～22:00
■定休日：毎週水・日曜日

DATA
■TEL：0779-66-2488
■大野市高砂町14-4
■営業時間：15:00～22:00
■定休日：毎週火・金曜日

DATA

東 湯
あずまゆ

亀山湯
かめやまゆ

■TEL：0779-66-4959
■大野市城町7-18
■営業時間：15:00～23:00
■定休日：毎週月・木曜日

DATA

大野市内銭湯共通入浴料
■大人(中学生以上)…430円　　■小学生…150円　　■未就学…60円

どど
和風と洋風の浴室があり、日替りで男女が入れ替わりま
それぞれに露天風呂、サウナ、うずまき湯、寝湯、ジャグジ
などが揃っています また 替わり湯では お湯に工夫




