
丹
波
の
地酒

産物・うまいもん

歴史上の偉人

達身寺
MAP E-4

丹波の正倉院と呼ば
れている古刹。宝仏
殿には国の重要文化
財の仏像12躯をはじ
め数々の仏像が安置
されています。

■丹波市氷上町清住
259

☎（0795）
　82-2762

パラグライダー（青垣・市島）
MAP D-3（青垣町/岩屋山）
MAP H-3（市島町/高谷山）

浮くことを体験出来るパラグライダー拠
点練習場が、丹波市には青垣地域と市
島地域の2箇所にあります。 鳥になって
悠々と空の散歩を楽しんでください。
☎あおがき観光案内所／かすが観光案内所 

丹波年輪の里 　　  MAP F-6
木と親しみながら木の良さが発見できる
木工クラフトの創造・創作活動を行う施設
です。グランド、わんぱく広場、芝生広場、
レストランが完備され一日中楽しめます。
■丹波市柏原町田路102-3
☎かいばら観光案内所

 丹波市 観光100選

かたくり（氷上町清住） MAP E-4

3月下旬から4月中旬に清住地区の
クヌギ林の一角に薄紫の可憐な花が
咲きます。毎年『かたくりまつり』も
開催されます。
■丹波市氷上町清住  
☎あおがき観光案内所

流鏑馬 MAP G-5  MAP 拡大B
■丹波市氷上町石生532（いそ部神社）／

柏原町柏原3625（柏原八幡宮）　
☎あおがき観光案内所／かいばら観光案内所

自然・風景

明治のトンネル               MAP H-6
鐘ヶ坂峠にある明治のトンネルは、日本最古のレン
ガ造りの道路トンネルです。
■丹波市柏原町上小倉  ☎かいばら観光案内所

加古川堤防（氷上地域） 
MAP F-5（丹波市役所）

『ふるさと桜づつみ回廊』の一環である山
南町～氷上町～青垣町の桜並木は壮大な
情景です。
☎あおがき観光案内所

独鈷の滝                MAP F-4

弘法大師が独鈷を滝に投げ入れ、大蛇を成
仏させたという伝説のある滝。全長18m。
■丹波市氷上町香良613-4
☎あおがき観光案内所

雲海（岩屋山・黒井城跡）             🅐 MAP 拡大A 　🅑 MAP D-3 　
丹波の秋冬必見の名景色。秋から初冬にかけて朝霧が多く見られる丹波市で
は、朝晩の冷え込みが厳しく、日中晴れることが雲海出現の条件です。
■丹波市青垣町・春日町  ☎あおがき観光案内所・かすが観光案内所 

木の根橋                   MAP 拡大B

樹齢千年とも推定される大ケヤキの根が、幅6m
の奥村川をまたいで自然の橋をかたちづくってい
ます。 県天然記念物。
■丹波市柏原町柏原  ☎かいばら観光案内所

ヒメボタル・ゲンジボタル

自然環境保全のシンボル的なヒメボタ
ル。 1秒間に2回発光し、山や林の中で神
秘的に光ります。 丹波市には全国的にも
有数の棲息地が数か所あります。
■丹波市各地域
☎かいばら観光案内所・あおがき観光案内所   

鬼の架け橋                     MAP H-6
『鬼の架け橋』は、古来天下の奇観として安藤広重の
『六十余州名所図録』にも描かれ、『鐘ヶ坂峠』の山
頂近くに鬼が架けたという大岩が架かっています。
■丹波市柏原町上小倉  ☎かいばら観光案内所

セツブンソウ（青垣地域）

春の訪れとともに咲く可憐なセツブン
ソウは、青垣地域3集落で楽しめます。
セツブンソウまつりも開催されます。
■丹波市青垣町
☎あおがき観光案内所

ひまわり（春日町油津）     MAP H-5

ひまわり油遊農園では約30万本のひまわ
りが一面に咲き、ひまわり迷路や切り花も
楽しめます。毎年『ひまわり祭り』も開催。
■丹波市春日町油津  ☎かすが観光案内所 あじさい（円通寺・香良） 

MAP E-4  MAP F-4
円通寺と、岩瀧寺の麓の香良のあじさ
いは、6月半ば～7月上旬が見頃です。
■丹波市氷上町（円通寺・香良）
☎あおがき観光案内所

コスモス（氷上町清住） MAP E-4

約7ヘクタールの広大な休耕田を利用したコス
モス畑は爽快な眺めです。開花時期は10月初
め～10月下旬の1か月間です。
■丹波市氷上町清住  ☎あおがき観光案内所

九尺ふじ（白毫寺） 
MAP G-4

山 里 の 古 刹に1 2 0 mに
渡って九尺ふじが優雅に
咲き誇り人々の心を癒しま
す。見頃は5月上旬～中旬
です。
■丹波市市島町白毫寺709  
☎（0795）85-0259　

大銀杏（青垣・常瀧寺のちちの木さん）           MAP C-3  
常瀧寺の古寺跡にある目通り10m、高さ30mの大公孫樹は、

『乳の木さん』という愛称で地元で保存され親しまれています。 
■丹波市青垣町大名草481  ☎あおがき観光案内所

大ケヤキ
（柏原・木の根橋） 
※『自然・風景』部門参照

竹細工
春日町大路地域では、すべて手作業で仕上
げる竹細工が、現在も大変人気があります。
■丹波市春日町大路　☎かすが観光案内所

愛宕祭造り物 ※『イベント・祭』部門参照

柏原八幡宮の青山祭壇の儀 
※『イベント・祭』部門参照

川代渓谷 ※『桜の名所』部門参照

本州一低い谷中中央分水界 
※『公園・史跡・施設』部門参照

黒井川桜堤（春日地域） MAP 拡大A

丹波市市役所春日庁舎横を流れる黒井川
沿いでは、4月初旬には満開の桜並木とラ
イトアップされた夜桜が名物です。
■丹波市春日町黒井
☎かすが観光案内所 

大杉ダム自然公園
MAP G-2

ダムの堤防から見渡す桜が
有名な『大杉ダム』では、毎
年4月初旬に『桜まつり』が
開催されます。
■丹波市市島町徳尾118-1
☎かすが観光案内所 

柏原川堤 MAP 拡大B
丹波市柏原町を流れる柏原川沿いは、春
は見事な桜並木になり、四季咲きのバラと
共に楽しめるスポットです。
■丹波市柏原町柏原1079-10　
☎かいばら観光案内所

円通寺糸桜             MAP E-4            
※『もみじの名所』部門参照

氷上さくら公園 MAP F-5

近畿豊岡自動車道 氷上ICを降りてすぐの
『氷上さくら公園』。

■丹波市氷上町犬岡467
☎あおがき観光案内所

川代公園（山南地域）
MAP 拡大C

上流の篠山川から東西4kmにわ
たる『川代渓谷』は、篠山盆地よ
り溢れ出た奔流は妙奇岩怪石を
生み、川岸の桜の素晴らしさと相
まって天下の名勝となりました。  
■丹波市山南町上滝　
☎かいばら観光案内所

倉町野　　　　　　　  　 　　　　　  　   MAP E-3

『倉町野』と呼ばれるこの地域は、春は桜の名所として知られており、
『丹波少年自然の家』周辺です。
■丹波市青垣町西芦田2032-2 ☎あおがき観光案内所

鐘ヶ坂公園（柏原地域）  MAP H-6

丹波市と篠山市の境にある鐘ヶ坂峠は、3
本目のトンネルも開通し便利になる一方、
昔ながらの桜の名所と有名な『鐘ヶ坂公
園』もあります。  
■丹波市柏原町上小倉
☎かいばら観光案内所

水分れ公園                                MAP G-5

中央分水界に沿って流れる高谷川は、桜トンネルとして有
名で、氷上町の桜の名所スポットとして花見客で賑わいま
す。 毎年桜まつりも開催されます。
■丹波市氷上町石生1156　☎あおがき観光案内所

丹波布                    MAP E-3

『丹波布』は江戸期～明治初期にかけて青
垣地域佐治郷で『縞貫』 と呼ばれ、農閑期に
日常的に織られていた布です。（国指定無形
文化財）。丹波布のすべてがわかり、伝承者
を養成する施設が『丹波布伝承館』です。
■丹波市青垣町西芦田541-1
☎（0795）80-5100（丹波布伝承館）

今出はだか祭り　   MAP D-1

青垣地域の今出熊野神社は命の神様で、
毎年11月3日が例祭。 例祭のはだか祭り
は元気になった証として裸になりぶつかり
合うという珍しい祭り。
■丹波市青垣町遠阪1645（今出熊野神社）
☎あおがき観光案内所

常勝寺追儺式・
鬼こそ  

MAP F-8

法道仙人の開祖とい
われる名刹の常勝寺
では、毎年2月11日に
追儺式『鬼こそ』があ
り、無病息災・五穀豊穣
が祈られます。
■丹波市山南町谷川

2630（常勝寺）  
☎かいばら観光案内所

日ヶ奥渓谷                     MAP I-4
多紀連山県立自然公園の一角で、深い森林の中、
巨岩・奇岩の間を清流が流れる渓谷。キャンプやハ
イキングを楽しめる。
■丹波市春日町多利字滝ヶ鳴  ☎かすが観光案内所

イベント・祭

檜皮葺 ■丹波市山南町篠場447
（高座神社）

☎かいばら観光案内所

桜の名所 見頃4月上旬～
中旬（例年）

丹波布伝承館         MAP E-3
※『伝統行事・工芸品』部門参照

青垣翁三番叟         MAP E-2

室町時代末期から続く伝統芸能。 青垣翁
三番叟保存会で継承されています。 例年
10月第一土・日開催。

■丹波市青垣町沢野（寺内小和田八幡神社）
☎あおがき観光案内所

伝統行事・工芸品

丹波竹田祭            MAP H-3

別名を『六社祭り』といい、六社の神輿が
『御旗』をして一宮神社に集結し次々と
宮入する姿は実に勇壮です。
■丹波市市島町中竹田1203（一宮神社）
☎かすが観光案内所

花と名木

公園・史跡・施設

もみじの名所

🅐黒井城跡 🅑青垣 岩屋山

中野奴行列            MAP D-5

文治元年（1185）に源頼朝が神域を献じ
祈願所となり、俊乗上人が現在地に建立し
たと伝えられている内尾神社では、秋の例
祭『中野奴行列』が行われる。初夏にはヒ
メボタルも楽しめる。
■丹波市氷上町三原308（内尾神社）
☎あおがき観光案内所

稲畑人形     MAP F-6
伏見人形の流れをくむ稲畑人形の形は
郷土の粘り強い良質の粘土を使用し、
1846年赤井若太郎忠常によって創られ
ました。
■丹波市氷上町稲畑876-2（香陽館）
☎あおがき観光案内所

小新屋観音                 MAP D-7

和田日向守が悪夢により建立し、参拝祈願は絶え
間なく、足の病にご利益があるとされています。
■丹波市山南町小新屋  ☎（0795）73-0303

円通寺        　　　　　              MAP E-4

将軍足利義満が創建した曹洞宗の名刹。広い境内はもみじの名勝地です。
■丹波市氷上町御油983   ☎あおがき観光案内所

高山寺        　　     MAP F-4
　　　　　　　　

先道仙人により開基され、鎌倉時代に源頼朝
の命により東大寺住職俊乗坊重源が再建した
古刹で、昭和33年常楽の地に移築しました。
■丹波市氷上町常楽50-1
☎（0795）82-1261　

岩瀧寺                   MAP F-4

弘仁年間（809～823）嵯峨天皇、住吉明神の
霊夢により、弘法大師をこの世に巡鍚せしめ、勅
して坊舎を建立し、七堂伽藍を整備せられた。 
■丹波市香良613-4
☎（0795）82-7675

白毫寺                   MAP G-4

天台宗五大山。法道仙人により開基。新丹
波七福神霊場としても信仰を集めていま
す。
■丹波市市島町白豪寺709  
☎（0795）85-0259

高源寺              MAP D-2

中国杭州で修業した僧、遠谿が後醍
醐天皇より号を得て開山。秋には数百
本の天目楓の紅葉が鮮やか。住職手
作りの精進料理が好評です。
■丹波市青垣町桧倉514
☎（0795）87-5081

石龕寺       MAP E-7

聖徳太子の開基と伝えられ、
太平記には足利尊氏とその
子義詮がこの地に身を寄せ
たと記されています。山門の
金剛力士像は国指定重要文
化財です。
■丹波市山南町岩屋2  
☎（0795）77-0235

慧日寺    MAP G-8

臨済宗妙心派慧日寺は、丹
波禅寺の中心として栄え
て来ました。最近は、7月初
旬に境内付近で光る、森の
妖精「姫ボタル」も有名に
なりました。
■丹波市山南町太田127-1 
☎（0795）77-0354

寺院・神社

石像寺                   MAP H-3

境内には重森三玲氏作の有名な石庭、青
龍・白虎・玄武・朱雀の『四神相応の庭』や、
高浜虚子ゆかりの句碑の庭があります。
■丹波市市島町中竹田1003-1
☎かすが観光案内所

ブルーベリー  平成18年に発足
した『丹波ブルーベリー研究会』を中心
に、本格的な栽培が始まりました。
■丹波市氷上町  ☎あおがき観光案内所

あざみ菜 MAP E-3  特色のある
ピリッとした舌触りに鮮やかな緑と独特
の香りと辛さが人気の『あざみ菜』は、青
垣町の特産品です。
■丹波市青垣町西芦田541-1
☎あおがき観光案内所

山名酒造  MAP H-4

創業享保元年、丹波地方最
高の蔵元。純米酒『奥丹波』
と名物杜氏で有名な酒蔵。

■丹波市市島町上田211
☎かすが観光案内所

あまご MAP C-3  佐治川水系の源流
部にはサケ科の『あまご』が生息し、青垣地域に
はあまご料理を味わえる『あまご村』があり、5
月～9月はアマゴのつかみ取りも楽しめます。
■丹波市青垣町大名草898
☎あおがき観光案内所

西山酒造場 MAP H-2

俳人高浜虚子命名による
清酒小鼓で有名な当酒蔵
の建築群3つが、国の登録
有形文化財に指定。
■丹波市市島町中竹田1171
☎かすが観光案内所

ぼたん鍋  猪の肉を用いた日
本の鍋料理で、『猪鍋（ししなべ）』と
も呼ばれ、丹波市内には季節になる
と郷土料理である『ぼたん鍋』を味
わえるお店がいくつもあります。

鹿肉  丹波鹿は、食材の宝
庫である丹波の幸を食べ、豊
かな自然の中で育った鹿（ホン
シュウジカ）です。

丹波大納言小豆 MAP H-6  
丹波地方の小豆の総称で、大
粒で煮崩れせず高級菓子の原
材料として有名です。春日地域
はその発祥の地です。

丹波栗  丹波霧を生む特有の気
候が育む、全国的にも評価の高い栗
が丹波栗です。栗拾い体験が出来る
農園もあります。

黒枝豆・黒大豆  『黒枝豆』は
黒大豆が黒色になる前の青いもので、
丹波市の秋の特産物。お正月の一品と
して欠かせない『丹波黒豆』は、お菓子
やパン、創作料理などでも味わえます。

霧芋（山の芋） 丹波市は寒暖差が
大きい盆地特有の気候で、深い朝霧
が発生します。その霧で育った山芋を

『霧芋』と呼び、昔から地元の名産物
として親しまれています。

興禅寺  MAP 拡大A

徳川家光の乳母・春日局が
生まれ育った黒井城の下館
跡。七間濠や高石垣、白い
ぬり塀が当時の風情を今に
よく残す国指定史跡。
■丹波市黒井2263
☎かすが観光案内所

柏原八幡宮        MAP 拡大B

柏原八幡宮は京都石清水八幡宮の別宮と
して創建された神社で、国の重要文化財に
指定されています。毎年2月17日、18日に
は北近畿随一の厄除大祭が開催されます。
■丹波市柏原町柏原560  ☎かいばら観光案内所

兵主神社            MAP 拡大A       
由緒ある延喜式内神社。全国に19社ある
兵主神社の丹波國の一社。病気平癒、交通
安全、商売繁盛、福徳開運の神。
■丹波市春日町黒井2956  
☎かすが観光案内所

■（共通）／各観光案内所（かいばら・あおがき・かすが観光案内所まで）

水分れ公園・水分れ資料館
本州一低い谷中分水界（標高94.5m）が
あり、雨水が一方は瀬戸内海へ一方は日
本海へとそそぎます。 園内には人口の滝
や資料館があります。
■丹波市氷上町石生1156
☎0795-82-5911 （水分れ資料館）

丹波竜発掘現場  MAP 拡大C

平成18年8月に思いがけず発見された
恐竜の化石。世紀の発見は、『丹波竜』と
名付けられ、また学名は『タンバティタニ
ス・アミキティアエ』といいます。
■丹波市山南町上滝
☎かいばら観光案内所

丹波竜化石工房 ちーたんの館
恐竜の原寸大骨格図の化石などの展示、ク
リーニング作業の見学もできます。
■丹波市山南町谷川1110
☎0795-77-1887 

柏原陣屋跡・長屋門 MAP 拡大B

織田信休が正徳4年（1714）に陣屋を造
営。 文政元年（1818）に焼失し、その後
再建されたものが現在の建物です。 書国
指定史跡。 
■丹波市柏原町柏原672
☎0795-73-0177 （柏原民俗資料館）

黒井城跡            MAP 拡大A

戦国時代の遺構がそのまま現存する典型
的な山城跡。標高356mの山頂からの眺
めが素晴らしい国指定史跡。毎年『黒井城
まつり』が開催される。
■丹波市春日町黒井  ☎かすが観光案内所

植野記念美術館 　  MAP F-5

市立植野記念美術館は、外装内装とも総
花崗岩積みの石造建築物。 様々な企画展
が開催されています。
■丹波市氷上町西中615-4
☎あおがき観光案内所

丹波の森公苑         MAP G-6
豊かな緑の中で文化・スポーツ・レクリエー
ション活動が楽しめる、県立施設。
■丹波市柏原町柏原560 
☎（0795） 72-2127 （丹波の森公苑）

薬草薬樹公園         MAP D-7
公園内には約300種類の薬樹草を植栽
し、薬草風呂や薬膳料理が頂けるお食事
処もあります。
■丹波市山南町和田338-1
☎かいばら観光案内所

愛宕祭 納涼花火大会                           MAP F-5

毎年8月24日に氷上町成松区で開催され、江戸中期より350年余り続く
伝統ある祭り。鎮火と五穀豊穣・家内安全を祈願し、23日は伝統の造り物
が奉納され、24日は花火大会があります。
■丹波市氷上町成松   ☎あおがき観光案内所

織田まつり・うまいもんフェスタ MAP 拡大B

織田家柏原藩の城下町、柏原では毎年10月中旬
に『柏原藩 織田まつりとうまいもんフェスタ』が
開催され、総勢100名あまりの武者行列に丹波
黒大豆・枝豆、丹波栗の販売など丹波ならではの
味覚が揃う。
■丹波市柏原町柏原  ☎かいばら観光案内所

兵庫丹波もみじの里ハーフマラソン大会 MAP E-3
■丹波市青垣町田井縄782 （グリーンベル青垣）
☎あおがき観光案内所

丹波八宿 青垣の秋       MAP E-2
■丹波市青垣町佐治619-2 （佐治來楽館）
☎あおがき観光案内所

アートクラフトフェスティバルin丹波 MAP F-6
■丹波市柏原町柏原102-3 （県立丹波年輪の里）
☎かいばら観光案内所

◎丹波のホタルまつり ※『自然・風景』部門参照
◎石龕寺もみじまつり ※『もみじの名所』部門参照
◎かたくりまつり ※『花と名木』部門参照

厄除大祭（柏原八幡宮）     MAP 拡大B

『丹波柏原の厄神さん』として親しまれる厄除大
祭は、毎年2月17日・18日に開催され、全国各地
より多くの参拝者で賑わう。 17日深夜に執り行
われる『青山祭壇の儀』は、日本最古の厄除神事。
■丹波市柏原町柏原3625
☎かいばら観光案内所

黒井城
まつり  

MAP 拡大A

※『公園・史跡・施
設』部門参照

●丹波市観光協会 かいばら観光案内所
　TEL（0795）73-0303　

●丹波市観光協会 あおがき観光案内所 
　TEL（0795）87-2222　

●丹波市観光協会 かすが観光案内所 
　TEL（0795）70-3501

高源寺  ※『もみじの名所』部門参照

円通寺  ※『もみじの名所』部門参照

石龕寺  ※『もみじの名所』部門参照

慧日寺  ※『もみじの名所』部門参照

達身寺  
※『もみじの名所』部門参照

白毫寺  
※『もみじの名所』部門参照

高山寺  
※『もみじの名所』部門参照

春日局・斎藤利三 MAP 拡大A  
徳川幕府3代将軍家光の乳母となり、権勢を
誇った春日局（幼名 お福）は春日町の興禅寺
で生まれ育ちました。お福の父である斎藤利
三は、織田信長の丹波攻め以降に丹波に封
地され善政を敷いたといわれています。 
☎かすが観光案内所

荻野 直正（赤井悪右衛門） MAP 拡大A
戦国時代の黒井城主であった荻野直正

（赤井悪右衛門）はその勢威を丹波一円
に広げ、『丹波の赤鬼』と恐れられ、その名
は甲斐武田氏の軍学書『甲陽軍艦』内で名
高き大将衆13人の筆頭に記されました。  
☎かすが観光案内所

田 ステ女 MAP 拡大B  江戸時代
の俳人で、ステ女が6歳の時に詠んだとい
う、『雪の朝 二の字二の字の 下駄の跡』
という有名な俳句が残され、柏原町には
田ステ女記念館もあります。
■丹波市柏原町柏原672（田ステ女記念館）  
☎かいばら観光案内所

細見 綾子 MAP F-3  明治40年青
垣町東芦田に生まれた細見綾子は、俳人松
瀬清々に師事し、俳句会で頭角を現してい
きました。望郷の思いを込めた作品を多く残
し、昭和54年に『蛇笏賞』を受賞しました。
■丹波市青垣町東芦田1385（細見綾子生家）    
☎あおがき観光案内所

織田 信包 MAP 拡大B  織田信長
の実弟である信包は、1598年に伊勢国
安濃津から柏原三万六千石に移封され、
初代柏原藩主となりました。  
■丹波市柏原町柏原672      
☎（0795）73-0177 （柏原民俗資料館）

田 艇吉・田 健治郎　
田兄弟は、江戸末期に柏原藩下小倉村に
生まれ、兄の艇吉は衆議院議員として多大
な功績を残し、弟の健治郎も議員や大臣を
歴任し、政治家としての功により男爵とな
りました。田ステ女の子孫にあたります。 
☎かいばら観光案内所

西山 泊雲・西山 小鼓子  
※『産物・うまいもん』部門参照

深尾 須磨子 MAP I-5  春日町下三
井庄に生まれた深尾須磨子は、与謝野晶子に師事し第
二期『明星』に参加し、抒情と知性の統一を目指し機知
に富む社会批判を加えた数々の詩集を出版しました。  
☎かすが観光案内所

丹波 佐吉  江戸時代、但馬の国竹
田に生まれた丹波佐吉は、丹波国新井村
の石工、難波金兵衛の養子となり腕を磨
いた佐吉は、孝明天皇から『日本一』と賞
賛される程の石工となり、人はみな『丹波
佐吉』と称する様になりました。

中井 権次  丹波の名彫り物師として
その名をはせる『中井権次一統』は、江戸
中期から昭和初期にかけて、丹波、但馬、丹
後、播磨地域で宮大工として活躍した。龍や
霊獣など数々の名作を各地に残している。
■（共通）／各観光案内所（かいばら・あおが

き・かすが観光案内所まで）
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