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高校生の目線で独自に歩いて集めた情報をもとに、集落のかくれ
た魅力を発見し、高校生の視点で作成したガイドブックです。
このガイドブックを香美町のみなさん、香美町出身のみなさん、
全国のみなさん、世界中のみなさんが手に取り、訪れていただく
ことを楽しみにしております！
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ｶ ｲ゙ﾄ ﾌ゙ ｯ゙ｸを手にしたあなたへ ～香美町職員からのメッセージ～

①めざせコミュニティマスター 
～まちから都市への地域活性化反応～ 

③地域で育てる未来世代
～香美町で日本一の子育てを～

②街にないものあります～田園回帰～
④イイ感じを合言葉に

～Ｙouは香美町で何をする？～

このガイドブックは、香美町内の集落ごとの魅力・特色がたく
さん詰まっています。香美町のことを全く知らない方はもちろ
んのこと、香美町に縁のある方、香美町民の皆様にも読んでも
らいたい内容となっています。地域の魅力を再発見し、香美町
に対する理解を深めてみてください。このガイドブックを手に
したあなたはすでに香美町の「宣伝人」です。ガイドブックか
らあなたへ、あなたから友人へ。コミュニケーションの輪を広
げましょう。人と人のつながりを大切にするまち、人の温かさ
が感じられるまち「香美町」へぜひお越しください。

ガイドブックを手にとったあなたへ、このガイドブック「むら
の風景」を開くと高校生から見た香美町の集落のそれぞれの
すてきな風景、暮らしを覗くことができます。どこか懐かしい
田舎のおばあちゃんちのような集落の雰囲気、山菜取りや野
菜作りなど親子で楽しめる自然体験ができる緑豊かな集落の
様子をご覧ください。幼少時代の自然体験は一生の宝物。香
美町はじめましての方も香美町民の方も親子で、友人とちょっ
と足を運んでみませんか。緑に囲まれた集落と温かい集落の
ひとびとがあなたを待っています。

このガイドブックを手に取ってくれたあなたは少しでも香美町
に興味を持ってくださった方だと思います。香美町は120の集
落に分かれています。それぞれに歴史があり、魅力が存在し
ています。このガイドブックを持って香美町を訪れてみてくだ
さい。たくさんの「イイ感じ」を体験出来ると思います。また皆
さんでもガイドブックには書いてない「イイ感じ」を見つけて
みてくださいね。たくさんの「イイ感じ」が発見できる香美町
でお待ちしております。

兵庫県の北にある香美町は、人口の少ない小規模な町です。店
も少なく、決して便利な町とは言えません。しかし、だからこそ
香美町では人と人とのつながりが強く、住民同士がお互いに助
け合いながら生活しています。自然と共に、昔ながらの暮らし
をしている人がたくさんいます。このガイドブックには、そんな
香美町にある集落の魅力を存分に詰め込みました。人のぬくも
り溢れる地域で伸び伸びと生活したい方、緑に囲まれた田舎で
四季を感じながらのんびりと暮らしてみたい方、是非このガイ
ドブックを読んで香美町の隠れた魅力を知ってください。
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實山

まがりくねった道を登ると壮大な山々を背負った實山集落
がある。實山には、たくさんの歴史的なものと人々の温か
さがある。その中でも、山の中には平家の落ち武者が身を
ひそめた『内蔵洞』という洞窟がある。住民の皆さんはと
ても仲が良く、一緒にいると心が和む。また、4月下旬に行
われる『観音祭り登山』は、歴史と住民の温かさのコラボ
レーションを体験できる。そこでは、村はずれにある観音
堂へ登山をし、アドベンチャー的にお参りができる。村の
歴史を体感し、その上、絆を深められるこの登山が体験で
きるのは日本でこの「實山」だけかもしれない。

贅沢なコラボレーション登山 
香美町を離れたあなた！
實山で行われる観音祭り登山はただの登山ではない！登山×歴史・登山×祭りの
楽しめる贅沢な登山なのだ。祭りとのコラボレーションは年に１度しか体験でき
ない非常にレアな体験。あなたの身近に歴史好きな人、祭り好きな人はいません
か。みんな誘って参加してみよう！そこには、普通の登山では味わえない面白さ
がある。仲間と一緒に参加することでさらに絆が深まることは間違いなく、新た
な世代間交流の場として實山集落の発展へもつながるはずだ。このような素敵
な物語をあなたが実現してみよう。 

百万遍

内蔵洞

登山の様子

めざせコミュニティマスター 

實山
や まさ ね

～お祭りの日は
　　みんなで登山！？～

香美町小代区實山

人口
世帯数
高齢化率
主な行事

歴史

49人 
27世帯 
61.2％ 
観音祭り登山　　　　　　 
百万遍 
お日まち 
宮ノ前神社 
内蔵洞

集落データ（H28.4.1 ）

アクセス風景アクセス風景
坂道を上ると 緑のマントをまとった 
集落がひっそりたたずんでいる
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大糠

香美町村岡区で最も便利な集落。
スーパーや道の駅があり、集落の人
たちは不便に感じていない。道の駅
である「村岡ファームガーデン」に
は、しいたけや野菜・お餅・花などを
出荷している。そして大糠には蘇
武ヶ岳登山口がある。頂上に行くと
晴れの日は素晴らしい景色を一望で
きる。地域外からも人々が訪れ、登
山している。あなたも一度登ってみ
ては？？ 

頂上からのリアルな
マップをみてみよう！
香美町のあなた！ 
蘇武ヶ岳を登山してみてはどうか？
頂上からは、香美町を一望すること
ができる。頂上からの光景をみれ
ば、紙の地図でなく、リアルな地図
が目の前に広がり、普段登山しない
ひとでも、誰かに教えたくなるだろ
う。あなたがルートをマスターした
時には！地区の人や友達を誘って、
案内しながらコミュニケーションを
楽しもう！

めざせコミュニティマスター 

大糠
ぬ かお お

～登山！登山！登山！～
香美町村岡区大糠

人口
世帯数
高齢化率
主な行事
歴史

75人 
26世帯 
41.3％ 
お当の餅つき 
もともとは寺河内村
の支村であった

集落データ（H28.4.1 ）

アクセス風景アクセス風景
香美町の特産物が販売
されている「道の駅村岡
ファームガーデン」の裏
に大糠神社があり、登山
口の看板がある。
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新屋

新屋地区には月に一度開催される朝市があり、集落の
方が持ち寄った野菜や加工品をお手頃価格で販売して
いる。当日はいつも繁盛し、早朝にもかかわらず集落
の垣根を越えてたくさんの人が訪れる。どの商品もす
ぐに売り切れてしまう人気ぶりだ。朝市は集落の方の
楽しみでもある。お菓子を販売していたおばあちゃん
は、「これ昨日の夜から作ってたの！」と笑顔で話をし
てくれた。 
さらに、新屋にはミカタスノーパーク、とちのき村など
のレジャー施設が充実しており、自然豊かな場所でア
ウトドアスポーツを体験することができる。ぜひ一度、
新屋を訪れてみてはどうだろうか。

めざせコミュニティマスター 

人と人とのつながりを大事に！
香美町を離れたあなた！あなたの周りに他の世代の方との交流に興味を持っ
ている人はいないだろうか？そう思っている人がいたらぜひ新屋の朝市やコ
ミュニティのことを教えてあげよう！新屋地区では組織活動がとても活発で、
老人会、婦人会などはもちろんのこと、お団子おしゃべり同好会など他の地区
では見られないようなグループもあり、住民の方々の大切なコミュニティの場
になっている。また、新屋の方々は私たち高校生を温かく出迎えてくれた。そ
んな新屋の人たちなら、きっと観光客に対しても温かく接してくれるだろう。

139人
54世帯
50.4％
しゃくなげ公園祭り
芸能発表会
熱田神社
村芝居

集落データ（H28.4.1 ）

人 口
世 帯 数
高齢化率
主な行事

歴 史

新屋
やに い

～香美町の築地～
香美町小代区新屋

アクセス風景アクセス風景
国道 482 号線をくだり、
県道 87 号線に入れば、
新屋へのあじさいロー
ドが出迎えてくれます！

手作りのお餅
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大野

めざせコミュニティマスター 

国道９号線からはずれたのどかな
村、大野。メインロードを歩いてい
くと道脇に小さな橋が何本も架
かっている。これはメインロードと
家の間に小川を挟んでいるから
だ。また、大野公民館の向かい側
に小さなお堂がある。これは「東向
観音」と呼ばれている。ここには子
授けの神様が祀られており、お参
りをすると子宝に恵まれるそうだ。
多くの橋があり、珍しいことに集落
の方が自ら作った橋！そして子授け
の神様もまた、新しい命をつなぐ
架け橋の１つである

子宝が恵まれる
という観音様とは？
香美町を離れたあなた！ 
大野公民館の向かいにある、
東向観音には子授けの神様が
祀られており、あなたの幸せを
手助けしてくれるかもしれな
い。ここにお参りをして、あな
たの育ったこの地で、幸せな家
庭を築きましょう！また、あな
たの同級生に地元で暮らす暖
かみを感じてもらいませんか？
そしてこの町を明るくにぎやか
にしましょう！

大野
のお お

新たな命への
架け橋！

香美町村岡区大野

アクセス風景アクセス風景
旧国道９号線の道
なりを行くと、道
路と家をつなぐ多
くの橋が見うけら
れる。

55人 
23世帯 
49.1％ 
8月盆踊り 
あたごさん祭り　　　 
10月秋祭り

集落データ（H28.4.1 ）

人 口
世 帯 数
高齢化率
主な行事

歴 史 旧国道が通って
おり、宿場町と
して栄えた

五輪の塔 常磐の橋 佐古の橋 庄屋の橋
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佐坊

小代の山奥にある集落、佐坊。 
ここには八反滝という幻の滝がある。滝の名前の由
来は、この滝が八本の支流に分かれることらしい。 
しかし、この滝の支流を一度にすべて見ることは不
可能である。まるで龍安寺の枯山水のように、どの
角度から見ても必ず一本は支流が見られなくなって
いるのである。いろいろな角度から写真を撮り、八本
の支流をその目に納めてほしい。

街にないものあります
高地の寒暖差とおいしい湧水が作る、日
本一のお米。耕地面積は狭いが、味はど
の米にも劣らない。その湧水は、周りの
村から汲みに来るほどおいしい水であ
る。田舎ならではの近所付き合いの豊か
さ、人のぬくもりを実感してほしい。

田田びより
でんでん

佐坊
ぼ うさ

～八つの尾をもつ幻の滝～

香美町小代区佐坊

アクセス風景アクセス風景
小代の細い山道を登り、
見晴らしのいい丘の上に
佐坊はある

63人 
29世帯 
57.1％ 
盆踊り

集落データ（H28.4.1 ）

人 口
世 帯 数
高齢化率
主な行事
歴 史 1557年には集落

は存在していた

～こんな人おいで！～
この村の人はとても仲がいい。時にはみ
んなで旅行にいくほどだ。この村で暮ら
せば、人のぬくもり、人の優しさを身近
に感じることができる。 
田舎暮らしをしてみたい人。人の温かさ
を感じながら暮らしたい人。こんな村は
いかがですか。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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高坂

青いトンネルの向こうに棚田
が広がる。ここでは、日の出と
ともに働き、日暮れには家に帰
る。そんな昔ながらの生活だ。 
村から見える日の出は、棚田を
照らし季節ごとに色を変える。 
夏には実った稲穂が青く光り、
冬には雪に光が跳ね返り、黄
金色に輝くだろう。

高坂
さ かた か

～棚田、日の出とともに～
香美町村岡区高坂

アクセス風景アクセス風景
木々に囲まれた山道を通り抜けて
澄んだ碧い空気を感じながら進む
と、青いトンネルが現れる。トンネ
ルを抜けると広い空と棚田が目に
飛び込んでくる。

53人 
20世帯 
49.1％ 
盆踊り 
高坂神社祭り 
但馬七美郡の一つ 
山名藩の知行

集落データ（H28.4.1 ）

人 口
世 帯 数
高齢化率
主な行事

歴 史

街にないものあります
この村では、昔ながらの暮らしをしている。日の出とともに起き、田畑で仕事をし
て、そして日が暮れると家に帰る。 
ここで作られる米の味は、他の米を凌駕する。日本名水百選である「かつらの千
年水」、高地特有の寒暖差。これが米の本当のうまさを引き出すのだ。 

田田びより
でんでん

～こんな人おいで！～
この村では、畑をつくり、田んぼをつくり、のんびりとした田舎暮らしができる。
人と人とのつながりが温かく、気楽に暮らすことができる。田舎暮らしにあこが
れのある人、静かな暮らしがしたい人。この村でのんびり暮らしませんか。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

区内のヤブツバキの巨木2
本は、県郷土記念物に指
定された（県内2位と3位）
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貫田

農林水産省の「日本の棚田百選」に登録されている「うへ
山の棚田」がある貫田地区。うへ山の棚田にはリピーター
がいるほどの人気の棚田米、秋の時期は稲がたくさんに
実った棚田の景観がとても美しいです。 
ですが、地区の高齢化により、田んぼを作るのがきつく
なってしまい、景観が一部損なわれてしまった。このまま
ではいけないと思い、立ち上がったのが「武勇田」。 
棚田保全活動を中心に活動していて、今では景観も元通
り！地区の手助けには「ホリデー興業」などもあります。地
区内の中はとても良く、みんなで気を利かせあっていると
てもいい地区です。ぜひ、足を運んでもらいたい！ 

棚田で活動する村高生

貫田
だぬ き

日本が選んだ
棚田を守る

香美町小代区貫田 アクセス風景アクセス風景
大きく育った木々の中を通り、 急な
坂道をあがると、 開けた景色を眺め
ることのできる貫田集落に着く

127人 
39世帯 
39.4％ 
秋祭り、盆踊り、
餅まき 
但馬牛の発祥の牛
の田尻号、但馬国
七美郡の１つ 

集落データ（H28.4.1 ）

人 口
世 帯 数
高齢化率
主な行事

歴 史

街にないものあります
貫田には、「武勇田」というグループがある。そこでは、地域の困ったことの手伝い
や「うへ山の棚田」の保全活動を行っている。また、日本の黒毛和牛の99.9％が
「田尻号」の子孫であるということがわかり、貫田で育った牛が今の和牛を支えて
いることが明らかになりました。

田田びより
でんでん

～こんな人おいで！～
日本の黒毛和牛のルーツとなる但馬牛。だが、但馬牛の存在を知らない人たちも
いる。そこで、その牛をもっと多くの人に伝えたい、実際に飼育をしてみたい、ま
た、その但馬牛をよりおいしく提供をしたいと考えている方をお待ちしています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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和池

安養寺

和池地区の一気加勢会は地区の
祭りや手伝いだけでなく、村岡
ダブルフルウルトラランニング
の先頭ライダーもしている。ま
た和池の安養寺には四国八十八
か所霊場巡りを行うことができ
る石畳があったり、思わず息を
呑む程美しい滝もある。 心がと
ても休まる和池地区にあなたも
訪れてみてはいかが？

安養寺

一気加勢会

安養寺の滝

斑狐之岩（和池の発祥地）斑狐之岩（和池の発祥地）和池
ちわ

～村岡の元気屋！～
香美町村岡区和池

アクセス風景アクセス風景
兎和野高原口から木々に囲
まれた道路を抜けると和池

110人 
35世帯 
40.0％ 
盆踊り、花祭り 
数珠引き、除夜の鐘 
但馬国七美郡のひとつ

集落データ（H28.4.1 ）

人 口
世 帯 数
高齢化率
主な行事

歴 史

街にないものあります
一気加勢会とは和池集落にある地区団体だ。この一気加勢会は約20年前、和池集
落の村おこしを目的に組織される。名前の由来は物事を一気に成し遂げるという
四字熟語の一気呵成がもととなっている。

田田びより
でんでん

～こんな人おいで！～
一気加勢会は主に地区の行事や地域住民の手伝いをしている。また、村岡区では
ダブルフルウルトラランニングの先頭ライダーも担当しており、和池地区だけでな
く村岡区にも欠かせない存在となっており、村岡区に元気を与えている。「和池に
住めば生き生きとした生活まちがいなし！」明るく元気に過ごしたい方、人と人と
のつながりを感じたい方ぜひ来てほしい！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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三川

自然に囲まれた小さな集落。花の倉庫といわれる三川
山では珍しい植物が見られる。そして一年に一度、三
川権現大祭という祭りが開催される。祭りでは太鼓の
披露やとち餅の振る舞いなどがある。さらに毎年3000
人もの人が集まるそうだ。
春夏秋冬の季節の変化を楽しめることは昔から何一つ
変わらない。三川では、あるものを大切にして、集落で
手伝い・助け合いながらここだけの生活をしている。

人口
世帯数
高齢化率
主な行事
歴史

15人 
5世帯 
53.3％ 
三川権現大祭

ここでは、子どもと一緒に山登りができ
たり、三川集落で採れるとちの実でと
ち餅を一緒に作ることができる。昔から
の伝統のとち餅作りで子どもたちが三
川の文化に触れることができるのだ。
また、三川権現社から登山ルートに入
ることができ、親子で仲良く山登りがで
きるので絆が深まること間違いなし！

地域で育てる未来世代

分校があり、雪で
集落から出られな
いときに利用して
いた

集落データ（H28.4.1 ）

三川
か わみ

地域は家族
いつまでもこのまま

香美町香住区三川

アクセス風景アクセス風景
国町から離れ、まっすぐ
山へ続くながーい道を
進むと三川集落がある

旧奥佐津小学校三川分校旧奥佐津小学校三川分校
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用野

国道９号線の細い道を登っていくと、用野集落が
ある。村岡の中心から離れているため、静かで落
ち着いた暮らしができる。集落に住む子どもたち
はいつも集落の大人に守られているため、安心
して自然を感じながらのびのびと遊べる。 
住人の方は「用野のことはお互いが知り尽くして
いるから、いつもと違うことがあればすぐに気づ
ける。」と言っていた。こんな感覚はきっと小さ
な用野集落ならではの良さに違いない。

周りが家で囲まれており、広場が
見ることができるから、安心して
子どもを遊ばせられる環境の集
落である。また、日当たりがよく
きれいな水も流れているので田
んぼや畑で米や野菜を作れるこ
とも魅力である。おいしい米作り
や野菜作りが親子でできる生活
はいかがだろうか。

地域で育てる未来世代

42人 
15世帯 
54.8％ 
クリーン作戦

集落データ（H28.4.1 ）

人 口
世 帯 数
高齢化率
主な行事
歴 史 昔は祭りや盆踊りを

行っていたが、人口
が減りなくなってし
まった

～子どもが安心して遊べる村～

のよ う

用野
アクセス風景アクセス風景
国道から山へくねくね道
を行くと、集落からの眺め
が素敵な用野集落がある

香美町村岡区用野
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米地

米地
じめ

～米地みそ名人～

香美町内外で有名な『米地みそ』の発信地である
米地集落。このおいしいみそを作っているのは、
あふれる笑顔と元気あり余るご婦人方。 
笑い声が絶えないみそ工場には、その元気をもら
うため多くの人が直接みそを買いに訪れる。
「いらっしゃい！」「ありがとね！」
今日も元気いっぱい工場内を走り回っている。

地域で育てる未来世代
子どもと集落で大豆を作りその大豆を使って味噌づくり体験ができる。
原料から地区で採れたものを使用している米地みそを使った『味噌クッキー』を
作ってみては？砂糖の代わりに米地みそを使えば子供の体に良く、安心して食べ
れるおいしいクッキーのできあがり！他にもたくさんの使い方があり、健康的な生
活を送れます。

アクセス風景アクセス風景
30人 
13世帯 
56.7％ 
みそ作り

集落データ（H28.4.1 ）

人 口
世 帯 数
高齢化率
主な行事
歴 史 転作で大豆を作っ

ていたことがきっか
けで、ご婦人方の交
流の場としてみそ
作りが 始まった。

香美町香住区米地

６月に訪れると、道の左右
いっぱいに咲くアジサイ
が集落まで案内してくれ
る。こちらは米地の男性方
が世話をしている。

米地みそは香住区米地の人が共同で作っている味噌。添加物は一切使わず、米、大
豆、塩のみを使用した昔ながらの手法で作られている。愛情のこもった「おふくろの
味」としてテレビなどで紹介され、平成１０年度「ひょうごブランド商品」に認定。毎
年６月には感謝とPRを兼ねて"あじさい彩るみそ祭り"が開催されている。
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丸味

地域で育てる未来世代
元気な方が多い丸味集落。初対面でも家族のように接してくれ、話してい
ると自然と笑顔になれる。 
そんな丸味地区では『げんき村』という活動をしている。ゆきわり大根を
育てたり、「ミョウガ寿司」を作ったりと住民が協力している。また、集落
内だけではなく、神戸マルシェといった地方のイベントでも活躍をしてい
る。そして1年に2回、姫路から親子を招待し季節に合った丸味集落ならで
はの行事を開催している。

丸味げんき村の活動では、姫路などから親子を招
待して、そうめん流しや山菜採りをしている。
このようなイベントを通して、参加者の子どもと地
区の子どもが一緒になって活動することで、友達
の輪が広がっている。また、自然に触れ合うこと
で、子どもの感性が豊かになるのだ。

アクセス風景

42人 
12世帯 
40.5％ 
げんき村の活動 

集落データ（H28.4.1 ）

人 口
世 帯 数
高齢化率
主な行事
歴 史 村祭りなど昔は行

事もいくつかあっ
たが、今はほとん
ど な く な っ て し
まった　

みま る

元気の源は
よく食べ
よく笑い、
よく歩くこと

香美町村岡区丸味

丸味

長楽寺の道を左に
行き、どんどん山に
向かって上るとた
くさんの牛が出迎
えてくれる丸味集
落がある。
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中野

10分ほどで一周できる小さな集落。しかし、そんな
中野地区の小ささを感じさせないほどの大きなタモ
の木がある。その木は、見上げるのも大変で、幹は
大人２人でやっと抱え込めるぐらいの大きさ。実際
に行っても試すことができない。その理由は．．．
行って確かめてみよう！また、タモの木の前には石
碑があるのだが、木の根が覆いかぶさっている。大
迫力の光景をぜひ目にしてほしい！

 Autumn Festival 秋祭り

Nakano,the sacred placeNakano,the sacred place

57人 
22世帯 
47.4％ 
お日待ち、山神講、
伊勢講、地蔵盆、
秋祭り・お神楽、
観音講、大師講
ユマチ遺跡

集落データ（H28.4.1 ）

人 口
世 帯 数
高齢化率
主な行事

歴 史

中野
のな か

身近で感じる
パワースポット

香美町香住区中野

アクセス風景アクセス風景
県道４号線を香
住方面にむかっ
て進むと、右手に
タモの木がかま
えている

イイ感じを合言葉に
What will you do in Kami?

神輿や法被といった昔ながらのお祭りの風景を楽しめる。さらに祭り当番の家や祝い事の
ある家がご馳走を準備し、神輿の担ぎ手に振るまう慣習にも出会うことができるだろう。
You can enjoy Mikoshi (portable shirines) and Happi (costumes for the festival).  Mikoshi 
carriers can eat treats made by people in Nakano.  Some of them are in charge of it for 
that year and the others are families holding celebratory events.

異文化に触れあうことが出来る。楽しめること間違いなし！
You can come into contact with a different culture.  You are sure to have a good time!
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萩山

Arts Culture 芸踊り

芸踊りや盆踊りなどの芸能文化が盛ん
な萩山地区。
そんな萩山地区で毎年開催される文
化祭では、展示品のほかにも、年に
よっていろいろな企画が行われてい
る。ある年には、公民館の前に舞台が
設置され、そこで踊ったり歌ったり、ま
た萩山に住む外国人の奥さんたちが自
分の国の料理でおもてなしをしたり、
その時はキムチ鍋（韓国）、北京ダッ
ク（中国）や生春巻き（ベトナム）を食
べることができた。 
毎年違う雰囲気を楽しめる萩山の文化
祭、今年はどんなものになるのだろ
う。一緒に参加して、萩山の皆さんと
一緒にもりあげてみよう。 坂を上がっていくと、左手

にはハギヤマの文字

You can attend the festival.  You will 
see a lot of foreign citizens there, so 
you’ll be welcomed.

アクセス風景

Arts made by everyone
in Hagiyama

92人 
34世帯 
41.3％ 
文化祭、秋祭り、
一二峠祭り
郡主神社

集落データ（H28.4.1 ）

人 口
世 帯 数
高齢化率
主な行事

歴 史萩山
や まは ぎ

～みんなで創り上げる芸術～
香美町村岡区萩山

イイ感じを合言葉に
What will you do in Kami?

踊ることが大好きな萩山の住民。文
化祭では大きな舞台で踊ったり歌っ
たり、また大きなイベントで踊りを
披露したこともある。新しく移住し
た人には、みんなで踊りを教え、地
区の強いコミュニティを作る大事な
文化だ。
Citizens love dancing.  They dance 
and sing at the Hagiyama Festival.  
And they sometimes  dance at some 
big public performances.  They teach 
new people how to dance, which 
makes the community stronger.

祭りに参加して、区の人と一緒に盛
り上がりながら日本の文化を楽しめ
る。外国人移住者が多い地区だから
外国人観光客が訪れやすい雰囲気
があるだろう。

such as Gei-dance
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長須

公民館を使って行われる行事がたくさんあ
る。例えば、地域の男性が料理を作って女
性に振舞う「男の料理教室」。村カフェ。
昔、長須に住んでいた方々も集めて公民館
でのお泊り会など。区民の方が集まるイベ
ントがたくさんある。長須の方に「この地
区にいて一番楽しい時はどんな時です
か。」と聞くと皆さん「集まってしゃべる時
が一番楽しい」と答えてくれた。この公民
館は区民の方たちの憩いの場になっている
のだ。 

県道4号線を香住に向かって
進むと左手に橋がある。

イイ感じを合言葉に

一度は途絶えてしまったものの、長須区民の思いから復活したこの活動。紙漉
きに使う道具を手作りしたり、原料であるトロロアオイを長須でつくったりと
愛がいっぱい！

日本固有の和紙を実際に自分で作成することから、外国人観光客が日本をより
濃く感じることができる‼

Making Iso Japanese paper had broken away once, but it was restored by 
Nagasu inhabitants’ desire.  By making tools, growing abelmoschus manihot,and 
turning it into the material by themselves, we feel their love for Iso Japanese 
paper strongly.

You can try making Japanese traditional handmade paper.  I hope you’ll feel 
Japanese culture deeply.

The place where inhabitants smile

What will you do in Kami?

66人 
21世帯 
37.9％

集落データ（H28.4.1 ）

人 口
世 帯 数
高齢化率
主な行事

歴 史

一軒一鉢作り、ひまわり作り、
村カフェ、男の料理教室、
都会の子供田舎暮らし体験、
紙漉き、ふる里長須を語る会
紙漉き 

長須
すな が

みんなの笑顔が
集まるところ

香美町村岡区長須

アクセス風景

射添和紙の紙漉き事業
Iso Japanese Paper Making Project

冷たい水が手にかかって　　気持ちがいい！　　　夏におすすめ！You feel refreshed bythe cold water in summer.
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和佐父

イイ感じを合言葉に What will you do in Kami?

棚田百選の西ケ岡田んぼがあり、
棚田と長楽寺が一望できるス
ポットがある。昔ながらの風景に
愛着を覚え、あなたの心をきっと
和ませ癒してくれるはず。 
お昼には、お結びとお味噌汁を
持っていってはいかがだろう？和
佐父で頂いた、お米と豚汁のお
いしさは今でも忘れられない！！
口いっぱいに広がる、棚田米の甘
さと香りをご賞味あれ！

You can participate in planting and harvesting.  We recommend taking pictures of Tanada 
with the Choraku Temple.  Best times are in the morning and the early evening in June and 
August.  Imagine the tender green or ripe golden ears of the fields and the sunset or sunrise.  
Would you think it’s most beautiful?

アクセス風景

~Tanada ~rice fields like horse’ s roof

和佐父
ぶわ さ

～馬蹄のような棚田を見に行こう～
香美町村岡区和佐父

人口
世帯数
高齢化率
主な行事
歴史

37人 
14世帯 
48.7％ 
田植え体験 
豊臣秀吉の来訪あり 

集落データ（H28.4.1 ）

棚田とその風景 Tanada and the Landscape

おススメは
６月から８月の朝方と夕方‼

棚田での田植えや稲刈りの体験に参加したり、長楽寺と棚田が映る写真スポットで日本
文化を象徴するような写真を撮ることができるでしょう。

棚田百選に選ばれた西ヶ岡の棚田。美しい棚田はもちろん、棚田から見える景色も最高!!

This is selected as one of the 100 best rice terraces in Japan by the Ministry of Agriculture.  
The landscape is very wonderful!

ぐねぐねの坂を
上がっていくと、
きれいな棚田の
風景がある
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香美スポット

編集後記

はじめに、ガイドブックを作成するにあたって香美町の集落の方をはじめ、出版に携わっていただ
いた方々に厚くお礼申し上げます。
このガイドブックは、近年増加しつつある小規模集落の魅力を高校生ならではの視点で再発見
し、発信しています。小規模と耳にすると閑散としたイメージをお持ちになるかもしれません。し
かし、そこには小規模だからこそ生まれる魅力が多く潜んでいます。この魅力を、私たちはガイド
ブックの作成を通して強く実感しました。ぜひ、このガイドブックを手に取り、小規模集落の“いい
感じ”な一面を体験しに来てください。都会にはない魅力がそこで待っています。
今後、このガイドブックでより多くの方が香美町の新たな魅力を発見することが、移住者や観光
客の増加につながると共に、香美町のファンが増えていくことを願っています。 

はじめに、香美町集落ガイドブック『むらの風景』を作成するにあたって香美町の集落の方々を
はじめ、調査・出版に携わっていただいた方々に厚くお礼申し上げます。
このガイドブックは、近年増加しつつある小規模集落の魅力を高校生ならではの視点で再発見
し、発信しています。小規模と耳にするとマイナスのイメージをお持ちになるかもしれません。し
かし、そこには小規模だからこそ生まれる魅力が多く潜んでいます。この魅力を、私たちは集落調
査を通じて強く実感しました。そしてこの魅力を村高生だけではなく香美町役場の新人職員のみ
なさんをはじめ「大人のワカモノ」の力も借りながら、香美町の“若者力”を活かして発信をしよう
と試みたのがこのガイドブックです。ぜひ、このガイドブック
を手に取り、小規模集落の“いい感じ”な一面を体感しに来て
ください。街にはない魅力がそこで待っています。そしてこの
ような取り組みに関心がなかった町内外のワカモノのみなさ
ん、未来のワカモノである子どもたちへと取り組みが広がっ
ていくことで、将来にわたる香美町の総合的な“若者力”が伸
長していってくれるものと確信をしております。

「持続可能な社会」という言葉を聞きます。この言葉は、ある意味、厳しい現実を示しています。
「限界集落」とか「消滅可能性都市」などという言葉が使われるように、人口減少や産業の空洞化
が原因で、ほうっておくと集落や都市の機能が維持できなくなる可能性が背景にあるということ
です。しかしどうでしょう。自分たちの町や集落は、悪いところばかりでしょうか。むしろ、こんな
良いところがある。楽しい行事がある。愉快な仲間がいる。いっぱい魅力があるのです。その魅力
を引き出し活かすことができれば、消滅することはないでしょう。村高５５期地域創造系の提案
が、地域の隠れた魅力の発信の、そしてその活用の源となれば幸いです。 
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