
100 年以上の歴史を誇る
レトロな雰囲気を持った
日野町の鉄道観光の玄関
です。駅舎内の観光案内
交流施設の「なないろ」
では日替わりオーナーが
カフェ等を出店されてい
ます。  　C4

自転車は車道左側走行が基本です
路側帯（白線の外側）も左側通行です。
また、右記標識のある歩道では自転車
も通行できますが、歩行者優先です。
いつでも止まれる速度で徐行してくだ
さい。

交通ルールを順守しましょう
信号を守り、「止まれ」の標識では一時停止。2
人乗りはしない、並んで走らない、飲酒運転し
ないなど、全て「当たりまえのこと」です。

地域の方々へ配慮して走りましょう
集落内を走行するときは、特にスピードを控え、
すれ違う方がいれば挨拶しましょう。

ヘルメットを着用しましょう
スポーツタイプの自転車に乗るときや、お子さ
んが自転車に乗るときは、安全のため、必ず着
用しましょう。

近江鉄道では電車内への自転車の持ち
込みが可能なサイクルトレインを実施
しています。
サイクルトレインを利用して日野町で
サイクリングをしましょう！

詳しくは右記のQRコードのページをご覧ください。

「日野の町」は戦国時代に蒲生氏が町の礎を築き、
江戸時代には近江日野商人が全国で活躍することで町をさらに発展させていきました。
５月の湖東地方最大の春祭である「日野祭」では、心地よいリズムの祭囃子が響き渡ります。
また、日野町の最大の魅力は恵まれた自然と美しい景色です。
標高 1,110mの雄大にそびえる霊峰綿向山や、
四季折々に咲く花の景色は見る者の心を和ませてくれます。
さあ、あなたも日野町の魅力を体感しに行きましょう！

日野駅 〈ひのえき〉

滋賀県畜産技術振興センター
〈しがけんちくさんぎじゅつしんこうせんたー〉
（ふれあい広場）

近江日野商人ふるさと館 〈おうみひのしょうにんふるさとかん〉

レンタサイクル

日野町への行き方（周辺交通図） 近江鉄道サイクルトレイン
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日野町商工観光課
TEL 0748-52-6562　FAX 0748-52-2043
http://www.town.shiga-hino.lg.jp/

日野観光協会（日野まちかど感応館内）
TEL 0748-52-6577　FAX 0748-52-6017
https://www.hino-kanko.jp/
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お問い合わせ

日野町を満喫！　サイクリングマップ

近江牛の育成などを行っている場内の一部が「ふ
れあい広場」として、動物達とふれあえる場になっ
ています。羊やポニーなどのキュートな姿から目
が離せません。  　9:00 ～ 16:00　　無休　　無料
　 0748-52-1221　　C3

￥
￥ 風情ある外観と館内の庭園は美しいという言葉だけでは言い表せません。庭園を眺めながら日野の

伝統料理を召し上がれる贅沢なプランもあるので、予約してご堪能ください。    　9:00～ 16:00 
　月・火曜日（祝日の場合は翌日）　　大人300円／中学生まで120円　　0748-52-0008　　E4￥

旧鎌掛小学校 〈きゅうかいがけしょうがっこう〉
映画のロケ地やアニメの聖地としても有名な、2001
年に廃校になった小学校です。木造校舎を見た瞬間
には昭和時代初期にタイムスリップした感覚が味わ
えます。  　10:00～ 16:00　　平日　　施設維持協
力金300円（任意）　　0748-52-6577  　E5

休 ￥

蒲生氏郷は織田信長に才
能を見出され、豊臣秀吉
が恐れたと言われる日野
町を代表する稀代の名将
です。銅像は迫力満点で、
その姿はまさに圧巻です。
さぁ写真を撮ったら
「＃蒲生氏郷」  　D4

蒲生氏郷公像
〈がもううじさとこうぞう〉
（ひばりの公園）

日野まちかど感応館 〈ひのまちかどかんのうかん〉
かつては、近江日野商人が営んだ薬店であり、現
在は日野町の観光拠点となっています。隣接する
軽食コーナー「みかく」では、近江日野米を使っ
たおにぎりが絶品です。  　9:00 ～ 17:00　　月曜
日（祝日の場合は翌日）　　入館無料
　 0748-52-6577　　E4

￥

映画「るろうに剣心」のロケ地になったスポットで、
石垣に橋がかかっている風景は、映画の死闘シー
ンを思い出させます。あなたも武士になった気分
で散策しましょう。  　E4　　

中野（日野）城跡 〈なかのじょうあと〉
およそ 1,000 本のサツキが絶え間なく植えられて
おり、色とりどりに咲き乱れる景色は実に壮観です。
そのことから地元では「さつき寺」と親しまれる
人気スポットです。  　G4

雲迎寺 〈うんこうじ〉 （さつき寺）
音羽城は 1415 年に築城されたと伝えられ、かつ
てお城があった周りは現在、芝生の広場が広がっ
ています。サイクリングの合間に、広場での気分
転換はいかがでしょうか？  　G5

音羽城跡 〈おとわじょうあと〉
美しい木々に囲まれた神社からはエネルギーがも
らえます。境内に 12 星座をデザインした石碑の
ある珍しい神社です。パワースポット効果でエネ
ルギーを充電しましょう。  　C6

日枝神社 〈ひえじんじゃ〉

4 ～ 5 月は華やかなピンクや赤紫の牡丹、9～ 11
月は色とりどりのダリアを中心に、まぶしいくら
いに咲き誇ります。  　9:00 ～ 16:00（最終入園 
15:00)　　開園中は無休（休園中は土日祝）　春
の開園：4 月末～ 5 月中旬　秋の開園：9 月～ 11
月初旬　　大人 600円／小学生 300円
　 0748-52-6577  　E5

日野ダリア園 〈ひのだりあえん〉

休

￥

鬼室神社 〈きしつじんじゃ〉
663 年に百済から来日した渡来人の墓が祀られて
いる由緒ある神社です。韓国の伝統的な建築様式
にならって作られた休憩所は、交流のシンボルと
されています。  　G3

戦国武将小倉家とゆかりのあるお寺で、ドンと構
えたたたずまいは存在感抜群です。境内に入ると
整備された木々や水車など、きれいな庭が出迎え
てくれます。  　E2

仲明寺 〈ちゅうみょうじ〉
山のふもとから城跡までのルートは、秘密基地を
探検しているような気分になります。また、お城
に使われていた石垣も残っており、歴史あふれる
スポットの一つです。  　E2

佐久良城跡 〈さくらじょうあと〉
春は満開のさくら、夏は川のせせらぎと蝉の大合
唱が、見るものの心を癒してくれるスポットです。
自然に囲まれた小さな神社で、至福のひと時をお
過ごしください。  　C1

金刀毘羅神社 〈こんぴらじんじゃ〉
誰にも邪魔されないその空間は、昼寝をしたくな
るほど心を落ち着かせてくれます。周りの木々の
葉が擦れる音は、心に安らぎを与えてくれ、旅の
疲れも癒してくれます。  　C1

白鬚神社 〈しらひげじんじゃ〉

日野祭日野祭 日野菜綿向山綿向山綿向山

営業時間
定休日
入場料
電話番号
地図座標

コース❶沿いの
スポット
コース❷沿いの
スポット
※裏面参照

大阪
京都

名古屋滋賀県

日野町

松喜園 　0748-52-0012　　C4

西塚商店 　0748-52-0340　　C4

日野観光協会（日野まちかど感応館内）
 　0748-52-6577　　E4

日野町

※滋賀県で自転車に乗る際には、自転車保険
への加入が義務付けられています。
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自転車のルールを守りましょう


