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ごあいさつ

兵庫県は、北は日本海から南は淡路島に至る もの広大な県土を有し、中国8,392km ２

山地に連なる標高 級の山々から瀬戸内海に面する広大な平野にいたる多様な地1,000m
形・気候は、多様な自然を育んでいます。また、摂津、播磨、但馬、丹波、淡路という

旧国に由来する各地域では、独特の風土と文化が培われてきました。このような多様な

自然や文化によって生まれた自然景観や営みは、人々によって守り育てられることによ

って、地域独自の風景として現在に受け継がれています。

こうした豊かな自然や多様な文化に対する理解と共感を深め、これらの貴重な財産を

将来にわたって守り育てていこうという意識を醸成するという趣旨から、この度「私の

好きな兵庫の風景 選」を選定しました。100
「 選」ということですが、委員会では の風景を選び、残る一つは県民の皆さん100 99
「 」 。 「 」各々に 私の好きな風景 を選んでいただくこととしました それを加えての 選100

となります。

選定にあたっては、地域における環境の保全と創造に関する取り組みを促進するとい

う観点から、単なる観光名所よりも、地域の人々の努力によってその風景が守られてい

る風景を優先するという方針に基づき選定を行いました。

選定した風景は、自然、動植物、伝統的文化等多岐にわたることから、以下のような

区分ごとに分類・整理しています。なお、都市景観等に係る風景は、本年秋に選定予定

の「兵庫のまちなみ 選（仮称 」において対象とすることとしておりますので、今100 ）

回の風景からは除いております。

１ 自 然 の あ る 風 景

２ 動 植 物 の あ る 風 景

３ 自然と共にある建物等の風景

４ 美 し い 農 山 村 の 風 景

５ 地域文化や営みのある風景

平成１５年５月

「私の好きな兵庫の風景 選」選定委員会100

朝 日 稔委員長

選定委員会委員

委員長 朝日 稔 （兵庫医科大学名誉教授）

委 員 金尾 恵子 （動物画家）

齊木 崇人 （神戸芸術工科大学教授）

（ ）中瀬 勲 県立人と自然の博物館副館長

森本 章夫 （神戸新聞論説委員長）

前川 往亮 （県農林水産部農林水産局長）

野村 正路 （県健康生活部環境局長）

※ 選定した風景のうち、一部については写真を展示しておりません。ご了承下さい。
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１ 自然のある風景

名称と所在地 風景の説明

１ 明石海峡 古くから万葉集などにも歌われた明石海峡、この辺りは海

明石市 神戸市 淡路町 上交通の要所であるとともに、明石鯛やタコに代表される優（ 、 、 、

北淡町） れた好漁場でもある。

写真は林崎漁港付近から播磨灘に沈みゆく夕陽を切り取っ

たもので古より親しまれた風景を今に残している。

２ 明石海峡大橋 本州と淡路島を結ぶこの海峡に橋を架けることは長い間叶

明石市 神戸市 淡路町 わぬ夢であったが、 年余にも及ぶ工事の末、平成 年４（ 、 、 、 10 10
北淡町） 月、全長 、中央支間長（塔と塔の距離） の世3,911m 1,991m

界一の吊り橋として完成した。

橋の塗装に周辺の自然景観に配慮したグリーングレーを採

用するなど、地域の風景として周囲に溶け込んでいる。

（参考）

http://www.hsba.go.jp/本州四国連絡橋公団

３ 鳴門海峡の渦潮 淡路島と四国を結ぶ鳴門海峡では、瀬戸内海と紀伊水道の

（南淡町、西淡町） 潮の干満時の落差により大小無数の渦が発生し地域の名所と

なっている。淡路・四国どちらからも観光船が運航されてい

、 。るほか 鳴門海峡大橋の観光遊歩道からも見ることができる

４ 家島港と家島の島なみ 四十余の島からなる家島諸島は、漁業と砕石業を中心とす

、 、（家島町） る人口９千人ほどの島であり 瀬戸内海国立公園の中にあり

海と島が一体となった美しい風景を誇っている。

また、無土器時代以降、縄文・弥生期の遺跡も発見されて

おり、遙か昔からこの島々で人々が生活していたことをうか

がわせる。

５ 生島の樹林 江戸時代に廻船業により栄えた港町、坂越。往事を思い起
いきしま

（赤穂市） こさせるその古い町並みを抜けた先にぽっかりと浮かぶひょ

うたん形の島が生島である。

島は大避神社の神域として立ち入りが禁止されていたた
おおさけ

め、原生状態の樹林が今も保存されており、植物学上も貴重

な樹林となっている。

６ 成ヶ島 由良地区の対岸に位置する南北約２ の細長い島で、そkm
（洲本市） の美しい景観から「淡路橋立」とも呼ばれています。ハマボ

ウやハママツナなど貴重な植物群落が残っている。

（参考）

http://www.osakawan.or.jp/sub4.htm由良・生石研究村

７ 須磨海岸・須磨浦公園 万葉集、源氏物語など古くから日本文学に登場している須

（神戸市） 磨は、海と山とが一体となった神戸らしい景勝の地で、今で

は、関西有数の海水浴場として賑わっている。

、 「 」 、８ 竹野浜 竹野浜は 古くは安藤広重の 諸国名所百景 にも描かれ

（竹野町） 現代では「日本の渚百選」や「日本の水浴場 選」にも選88
ばれた但馬地域を代表する白砂青松の砂浜である。

なお、近くには、竹野スノーケルセンターがあり、実際に

海に潜って自然観察ができる環境学習拠点となっている。

（参考）



- 2 -

http://www.takeno-scvc.jp/top.html竹野スノーケルセンター

９ 山陰海岸 京都の奥丹後半島から鳥取砂丘までの に及ぶ山陰海75km
（香住町、浜坂町） 岸国立公園。中でも、香住町から浜坂町に至る海岸線は、御

、 、 、火浦や鎧の袖等 断崖絶壁がえぐられてできた海食崖 洞門

洞窟が続いて独特の景観を形成している。遊覧船が運行され

ており、海からこれらを眺めることができる。

（参考）

http://www.sizenken.biodic.go.jp/park/np/国立公園案内

慶野松原 「日本の白砂青松 選」や「日本の渚百選」にも選ばれ10 100
（西淡町） た慶野松原は、海岸沿いに１万本以上ものクロマツが枝を広

げており、瀬戸内海に沈む夕陽が美しい。

室津港 天平時代に開かれた室津の港は三方を山に囲まれた天然の11
（御津町） 良港として大いに栄えた。今は、一漁港として懐かしい雰囲

気を醸している。

港の近くには、国の重要文化財に指定されている賀茂神社

があり、室津港の往時を偲ばせている。

神戸港 神戸港は日本を代表する港であるとともに、市民のレクリ12
（神戸市） エーションの場としても親しまれている。

武庫川渓谷 武田尾駅あたりでの武庫川は、中流域でありながら、13 JR
（宝塚市） 六甲山の隆起によって形成された渓谷となっており、阪神間

から身近な渓谷として親しまれている。

千種川（鮎釣り） 千種川は、兵庫、岡山、鳥取の 県境である江浪峠を源流14 3
（南光町） とし 「日本の名水百選」にも選ばれた清流である。、

鮎釣りでも有名で、中流域では、毎年 月の解禁日に多く6
の太公望たちで賑わう。

畳提のある風景 たびたび氾濫を起こす暴れ川として知られる揖保川で、か15
（龍野市） つて堤防の建設の話が持ち上がった際、揖保川の自然が見ら

れるような堤防にしたいとの願いから作られた畳堤。一見す

ると欄干のようだが、増水時には地域住民が畳を持ち寄り堤

防として機能させる。住民参画による治水と環境の共生の好

例である。

（参考）

龍野市消防団

http://members18.cool.ne.jp/~hyogoshoubou/12-tatsu/
闘竜灘 その流域面積の大きさと流れの穏やかさにより古くから舟16
（滝野町） 運が発達した加古川において、最大の難所であったのが闘竜

灘。幅 ほどの川床一面に起伏する奇岩怪石が、飛沫を150m
飛び散らせる様子は闘竜の名のとおり豪快な風景である。

（参考）

加古川水の新百景

http://www.himeji.kkr.mlit.go.jp/river/database/kako_scene/index.h
tml

加古川の河口 総延長 、流域市町９市 町の県下最大の河川であ17 96km 13
（加古川市） る加古川が播磨灘に注ぐ河口付近は加古川の雄大さをあらわ

すとともに、ハクセンシオマネキ（県レッドデータブックＡ
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ランク）等の希少な生物が生息する貴重な自然空間である。

また、西岸には「日本の白砂青松 選」にも選ばれた高100
砂海浜公園が位置している。

円山川 生野町の円山に源を発し、但馬盆地を経て日本海に至る円18
（豊岡市、日高町） 山川は、河川勾配が極端に緩く、まるで止まっているかよう

な印象を受ける。

、 、また 日高町上郷付近の河畔林は近畿有数の河畔林であり

春の新緑や秋の紅葉、冬の白い河畔林が川面に映る姿もすば

らしい。

大谿川 城崎温泉街を流れる大谿川。橋と柳のある風景は温泉街の19
（城崎町） 雰囲気に情緒を与えている。

屏風岩（揖保川） 揖保川左岸に連なる鶴嘴山の頂から、直接揖保川の流れに20
つるはし

（新宮町） 入り込む白っぽい岩は、切り立った岩層が大きな屏風を立て

たように見える。割れ目に沿って入り込んだマグマがそのま

ま冷え固まり岩脈となり、その岩脈が風化・侵食から取り残

され、屏風を立てたように地表に突き出ているのである。国

の天然記念物に指定されている。

（ ） 、21 44,000いなみの台地のため池群 全国一のため池数 約 を有する兵庫県においても

（稲美町） 東播磨地域はため池王国と言われている。中でも、明石川か

ら加古川に至るいなみの台地のため池群は日本有数のため池

密度を誇り、文化財としても価値がある。

、 、現在 このため池とその周辺環境をまるごと博物館と考え

地域づくりを進めていこうという「いなみ野ため池ミュージ

アム構想」が地域において推進されている。

加古大池 満水面積 、県下最大のため池である加古大池では、22 49ha
（稲美町） 広大な水面と自然を活かした利活用により、ウィンドサーフ

ィン、カヌー、自然観察、ジョギングなどみんなが憩える場

になっている 。。

天滝 「日本の滝 選」にも選ばれた落差 の県下随一の23 100 98m
（大屋町） 滝。その感動的なスケールに加え、ハイキングコースも整備

され、身近な渓谷美を楽しめる。

24 100 60m猿尾滝 天滝と同じく 日本の滝 選 にも選ばれた滝 落差、「 」 。

（村岡町） を上下二段に分かれ流れ落ちる。その姿が猿の尾に似ている

ことから猿尾滝の名が付いたと言われる。

扁妙の滝 笠形山にある滝。落差 で二段の滝からなる。大寒の25 65m
（神崎町） 頃になると滝が凍って、見事なまでの氷の芸術を見ることが

できる。

音水渓谷 音水渓谷は、赤西渓谷と並んで波賀町を代表する渓谷であ26
（波賀町） り、氷ノ山後山那岐山国定公園にある 「水源の森百選」に。

も選ばれ、近くには「日本の滝 選」にも選ばれた原不動100
滝がある。

福知渓谷 砥峰高原に源を有する福知川が揖保川に合流するあたりま27
（一宮町） でが福知渓谷。雪彦峰山県立公園内に位置し、キャンプ場な

ども整備され、夏休みには子どもたちの遊び場になる。

ここは、日本最初のナショナルトラスト運動として、地元
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住民が土地を買い取り、乱開発にストップをかけたところで

ある。

六甲山 明治 年に神戸港に寄港した牧野富太郎博士が「雪がつ28 14
（神戸市） もっているのかと思った」と言ったほどの禿げ山だった六甲

山が、明治 年から始まった植林事業によって、今日の美35
しい六甲山の姿となっている。

掬星台からの夜景 摩耶山上にあり、手で星が掬えるほどの美しい夜景が見え29
（神戸市） ることがその名の由来と言われる。昼は市街地や港を一望で

き、夜には地上に星を撒き散らしたような夜景が広がる。

千ヶ峰 加美町と神崎町の間にそびえる播磨最高峰 の千ヶ30 1005m
（加美町） 峰。山頂には立木がなく、 度の展望が広がり、天気が良360

ければ瀬戸内海まで見渡せる。

、 、31 1510m氷ノ山の四季 県下最高峰 の氷ノ山は ブナ原生林や古生沼など

紅葉、古千本樹氷、棚田 貴重な自然の多く残る地域であるとともに、ブナ林や古千本

の樹氷等、季節を問わず、様々な風景を見せてくれる。

来日岳からの雲海 来日岳は城崎温泉の南西部に位置する山陰海岸国立公園の32
（城崎町） 最高峰（ ）で豊岡盆地や日本海が一望できるが、秋に567m

かけて発生する雲海も美しい。

岩屋山・パラグライダー パラグライダーのメッカである岩屋山。たくさんのパラグ33
（青垣町） ライダーが丹波の山々に重なる姿は爽快である。

多紀連山 三嶽（ ）を主峰として西に西が嶽、東に小金ヶ嶽が34 793m
（篠山市） 連なり、稜線が東西に連続するという独特の景観を保持して

いる。登山道も整備され、丹波の森を象徴する山として親し

まれている。

丹波の山から望む雲海 早朝の深い霧は丹波地域の秋の名物であるが、これを山上35
（春日町ほか） から見下ろす風景は幻想的である （写真は黒井城跡から見。

た雲海）

蓬莱峡 西宮市の生瀬から有馬に抜ける途中にある奇岩の並ぶ渓谷36
（西宮市） で、切り立った岩場が続き、岩登りのスポットとしても有名

である。

三熊山 市街の南に接する三熊山は多種に渡る貴重な植物が自生して37
（洲本市） いる。また、昭和３年に建てられた日本最古と言われる模擬

天守、国指定史跡の石垣が残っている。

砥峰高原 たたら製鉄の名残である凹凸のある独特の地形に広がる約38
（大河内町） に及ぶススキの草原は、毎春に地元集落の人々による90ha

山焼きによって守られている。

上山高原 上山高原には、自然豊かなブナ森やススキ草原、イヌワシ39
（温泉町） 等の貴重な自然が残っており、これらを守り育てながら活か

していくエコミュージアム構想が進められている。

２ 生き物のある風景

名称と所在地 風景の説明

甲子園浜の渡り鳥 昭和 年、甲子園浜の埋立計画に反対する地域住民等が40 46
（西宮市） 港湾計画の取り消しを求める訴訟を提起し、和解により終了

した結果として、阪神間に残された貴重な干潟が今に残って
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いる。現在、鳥獣保護区に指定され、様々な渡り鳥等を観察

することができる。

、 、 、 、写真は 左上がダイゼン 右上がハマシギ 左下がコガモ

右下がオオソリハシシギである。

昆陽池の渡り鳥 奈良時代に行基が築造した灌漑用のため池であった昆陽41
（伊丹市） 池。高度成長期に埋め立てて宅地にせよとの声もあった中、

47鳥と人が仲良く暮らせる公園を作るとの方針の下、昭和

、 。年に公園整備計画が立てられ 公園の整備が進められてきた

現在は都市部にある貴重な野鳥のオアシスとして、秋から

冬にかけてはカモなどが池面を埋めつくしている。

里山のギフチョウ 幼虫の食草であるヒメカンアオイが育つ、適度な伐採や下42
（加古川市） 草刈りがなされた里山林とともに生きてきたギフチョウ。こ

のギフチョウを守るため、市民グループによる里山整備を含

めた保護活動が進められている。

（参考）

加古川の里山・ギフチョウ・ネット

http://www2.ocn.ne.jp/~t-takasi/
女池のコハクチョウ コハクチョウは昭和 年頃から女池に渡ってくるように43 60
（小野市） なった。冬の使者として親しまれ、地域の人たちが、餌とな

、 、るマコモを池に植えたり 稲を全部刈り取らず残したりなど

できるだけ野性を失わないよう配慮しながら見守ってきた。

紅葉した「小野アルプス」紅山連山を背景に、色づいた木

々を映した水面をコハクチョウが静かに泳ぐ姿は、見る者の

気持ちを和ませてくれる。

下秋里地区のホタル 千種川の支流の秋里川では昔から多くのホタルが生息して44
（上月町） いたが、上月町では県下で最初にホタル保護条例を制定し、

草刈り時期を調整したり、河川清掃を行い、地域ぐるみでホ

タル保護に取り組んでいる。

コウノトリの郷公園のコウ 昭和 年に最後の野生コウノトリが絶滅した後、人工孵45 46
ノトリ 化・増殖の取組が進められ、平成元年に初めて人工繁殖に成

（豊岡市） 功した。平成 年には、コウノトリの共生できる環境と学11
習の場を提供することを目的として整備された県立コウノト

リの郷公園も開園し、今では 匹を超えるコウノトリが飼100
育されている。

現在、多様な生態系の保全と創造を含めたコウノトリの野

生復帰に向けた取り組みが地域ぐるみで進められている。

（参考）

http://www.hyogo-c.ed.jp/~kounotori-bo/コウノトリの郷公園

但馬県民局（コウノトリ翔る地域づくり担当）

http://web.pref.hyogo.jp/tajima/kikaku_tiiki/index.html
オオサンショウウオの生息 円山川の支川である建屋川では、平成２年秋の大雨による46
する建屋川 河川災害復旧工事の際に多数のオオサンショウウオの生息が

たきのや

確認されたことを契機として、水生生物と共生できる川づく

りのため、様々な多自然型工法を取り入れた河川改修工事を

実施し、多様な生態系が回復されてきた。
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ヒメボタル ゲンジボタル等と違い、里山や竹やぶ等に生息するヒメボ47
（伊丹市有岡城跡） タルの生息環境は少なくなってきており、阪神北部地域でも

一部でヒメボタルが見られ、市民グループなどにより保護活

動が進められている。

夙川の桜と松並木 夙川の桜は関西有数だが、特に苦楽園橋周辺は松と甲山と一48
（西宮市） 面の桜色の調和が素晴らしく、生活に密着した緑となってい

る。

ふるさと桜づつみ回廊 瀬戸内海から日本海を結ぶ の川沿いを桜でつなぐ49 172km
（武庫川～円山川） ふるさと桜づつみ回廊事業が平成３年度から 年をかけて10

実施され、各地で桜並木が整備されてきた。

写真は、円山川（和田山 、有野川（神戸市道場町 、倉） ）

町川（氷上町）の各水系の桜を掲示している。

（参考）

http://web.pref.hyogo.jp/kasen/top.htmlふるさと桜づつみ回廊

綾部山梅林 西日本随一のスケールを誇る梅林。 の広大な敷地内50 24ha
（御津町） には、約２万本の梅の木が植えられている。眼下には瀬戸内

海が広がり、家島群島や小豆島、遠くは四国までも望むこと

ができる。

また、隣接する世界の梅公園では、中国の庭園に模して造

られた庭園や建物のほか、中国、台湾、韓国をはじめとした

世界の梅、約 種類が集められている。350
太山寺と照葉樹林帯 国宝指定の本堂を始めとする壮大な伽藍を有する太山寺。51
（神戸市） その北方と南方に広がる原生林は、コジイとウバメガシを主

体とする県下最大の照葉樹林の原生林である。

樽見の大桜 樹齢約 年、仙櫻とも呼ばれるエドヒガンサクラの老52 1,000
（大屋町） 樹は、一時期衰えていたが、ジャングルジム状の支柱で枝の

負担を軽くする等の治療により、樹勢を取り戻し、再び美し

い花を咲かせている。国指定天然記念物である。

高源寺の天目楓 開山した遠谿祖雄禅師が中国杭州の天目山より種を持ち帰53
（青垣町） ったことから天目楓と呼ばれる楓の紅葉は三丹随一を誇る。

また、山南町の石龕寺、氷上町の円通寺と並んで、紅葉丹

波三山と言われている。

伊弉諾神宮の夫婦楠 樹齢 年と言われる夫婦大楠は、二株の木が成長するに54 800
（津・一宮町） つれて合体し、一株になった伊弉諾神宮のご神木である。

南光町のひまわり畑 南光町恒例のひまわり祭りでは、 万本以上のひまわり55 100
（南光町） で町内の畑が黄色一色に覆われる。

大歳神社の千年藤 二本の藤の古木が ㎡もある藤棚を覆い、花の時期には56 400
だ さ い

（山崎町） 辺り一面に香りが漂い、見応えがある。

白毫寺の九尺藤 ～ に伸びた花の房が の藤棚一杯に下がる。57 1.5 1.6m 120m
（市島町） 白毫寺は丹波を代表する古刹で、静寂の中、そよ風に揺れる

藤のベールは、山々の新緑に映え、参詣者を魅了する。

ザゼンソウの群落 座禅を組んだ僧の姿に似ていることからその名があるザゼ58
（村岡町） ンソウは、鉢伏山の麓の広大な湿地帯に自生し、雪解け水と

ともに但馬に春を告げてくれる。

兎和野高原のレンゲツツジ 兎和野高原のキャンプ広場には、初夏になると朱紅色のレ59
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（村岡町） ンゲツツジの花が咲き誇る。

淡路花さじき 明石海峡・大阪湾を望むなだらかな高原に季節により移り60
（東浦町） 変わる花の大パノラマが展開している。

（参考）

http://web.pref.hyogo.jp/nosan/hana/あわじ花さじき

灘黒岩水仙郷 沼島を望む海岸沿いの４５度の急斜面地に、約７ にわ61 ha
（南淡町） たって 万本もの水仙が咲きれる。全国有数の水仙の群生500

地である。

淡路の菜の花畑 菜の花から採取した菜種油を燃料として使用し、地球温暖62
（五色町ほか） 化に寄与するとともに、地域の参画と協働のモデルプロジェ

クトとして淡路地域で菜の花エコプロジェクト事業が推進さ

れている。平成 年に推進会議を立ち上げ、島内２箇所の14
モデル地域において取組を行っている。

３ 自然と共にある建物等の風景

名称と所在地 風景の説明

姫路城と姫山原生林 姫路城の後方に広がる姫山原生林は築城時代の自然を今に63
（姫路市） 残すこの地域の貴重な緑であるとともに、姫路城の優美な姿

を演出している。

竹田城 竹田城は、全国的にも貴重な山城遺構であり、秋には雲海64
（和田山町） の名所となり、幻想的な天空の城となる。

篠山城の堀と石垣 篠山城の石垣とそれを囲んでいるゆったりとした堀は、市65
（篠山市） 街地の中にあって古城の風格を残している。ここはまた、植

物や動物の住みかとしても貴重な自然である。

法華山一乗寺の三重塔 年開祖の古刹であり、国宝指定の三重塔をはじめとす66 650
（加西市） る仏教文化の宝庫である。市街地の喧噪から隔離された森林

の中に配置された伽藍は、新緑や紅葉の時期が特に心和ませ

る。

五百羅漢 加西市から高砂市にかけての一帯は、古来、良質の石の産67
（加西市） 地であり、五百羅漢や古法華石仏、石の宝殿等の石造の遺跡

が多く残されている。特に、四百数体の石仏が自然の中に佇

んむ五百羅漢は、全国的にも有名な石仏で、素朴で表情豊か

な姿は、多くの人々から親しまれている。

明石公園 公園は手入れが行き届き、春の桜の景色も美しい。大きな68
池もあり、穏やかな気分に浸ることができる。

龍野公園・聚遠亭 松平定信が来遊した際 ここからの眺望を称え 聚遠 (し69 、 、「

（龍野市） ゅうえん)の門」と呼んだという故事のとおり、遠く淡路島

や瀬戸内の島々を望める。近くには、サクラの名所の龍野公

園や紅葉谷（もみじだに）が位置している。

有馬富士公園 福島大池越しに望む有馬富士の姿が美しい有馬富士公園70
（三田市） は、豊かな自然を活かし 「自然休養型の文化公園」を基本、

テーマとした広域都市公園である。県民参画型の公園づくり

を目指すため、県、三田市、市教委、人と自然の博物館、そ

して地域住民等による取組が進められている。

（参考）
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http://www.hyogo-park.or.jp/arimafuji/有馬富士公園

、 、71 JR田園地域を走る北条鉄道 加古川線粟生駅から終点の北条駅まで 市街地をはじめ

（加西市） 多くの観光地を約 分、 駅で結んでいる。小さな北条鉄22 8
、 。道は今日も市民の足として のどかな田園地帯を走り続ける

72 42余部鉄橋 橋脚式の鉄橋としては日本一の規模を誇る鉄橋。明治

（香住町） 年に着工し、 年に完成した。長さは 、橋脚の高さ44 310.5m
もあり、日本海に面したその姿は周囲を圧倒する41.5m

４ 農山村の風景

名称と所在地 風景の説明

岩座神の棚田 千ヶ峰の麓の岩座神の棚田は、鎌倉時代に作られた石垣の73
いさりがみ

（加美町） 棚田で「日本の棚田 選」にも選ばれている。平成９年に100
兵庫県で最初に棚田オーナー制度を導入し、都市住民との交

流によりこの美しい景観を保全している。

目高集落 山頂に近い急な斜面に 戸の農家がある。 戸のトタン74 14 13
（上月町） 葺きの家が残る集落は、昔ながらの農家の生活を今に伝えて

いる。

西ヶ岡地区の棚田 「日本の棚田 選」の一つ。平成 年に棚田保存会を75 100 10
（村岡町） 結成するとともに、 年度からは県の棚田ボランティアを13

受け入れている。一面銀世界となる冬の風景も良い。

中田地区の棚田 刈り取った稲を天日干しにする農家が少なくなった今で76
（津名町） は、天日干しの「掛け稲」が棚田を覆い尽くす様子は懐かし

い農村の風景である。

但馬の稲刈り後の風景 稲の天日干しのやり方も地域によって異なっており、但馬77
地方では縦に高く稲木を組んで、積み上げていく。

福岡地区の雪景色 街道町として栄えた福岡地区の冬景色は、但馬地域が豪雪78
。 。（村岡町） 地帯であることをあらためて知らされる 和池の山里冬風景

但馬牛とともに暮らす農家 買ってきた小牛を育てる肥育農家と異なり、但馬牛は生ま79
れたときから育てているため、農家と牛とがともに暮らす風

景が多く見られる。

平福の宿場町 江戸時代、宿場町として栄えた平福には、昔ながらの土蔵80
（佐用町） と石垣の家々が残されている。

クラインガルテン ドイツ風にデザインされた建物に囲まれた滞在型市民農81
（八千代町ほか） 園は、都市住民と地元住民との多彩な交流が行われている。

市民農園とニュータウン 季節ごとの花や作物が育つ市民農園の向こう側に近代的な82
都市機能を備えた住宅地が連なる様子は、市街地と農村地域

の共存と交流の新しい取り組みを示している。

５ 地域文化や営みのある風景

名称と所在地 風景の説明

日吉神社のとんぼ道中 日吉神社で行われる「とんぼ道中」は、花嫁に扮した男性83
（大河内町） がとんぼと言われる長持に乗って神様に嫁ぐという面白い祭

りである。毎年 月 日以降の日曜日に行われ、町内三地10 10
区から花嫁道中が出発します。

坂越の船祭り 大避神社のお旅所・生島までの勇壮な海上船渡御は、櫂伝84
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（赤穂市） 馬・獅子船・御輿船・歌船など 数艘の和船が坂越湾内を10
進み、まるで荘厳華麗な海上絵巻のようです。毎年 月の10
第２日曜日に開催されます。国から記録作成等の措置を講ず

べき無形の文化財として選択された無形民俗文化財（※ 。）

大杉ざんざこ踊り 但馬に伝承する代表的な民俗芸能である太鼓踊りとして、85
（大屋町） 和田山町の寺内ざんざか踊、八鹿町の九鹿ざんざか踊、大屋

町の大杉ざんざこ踊、若杉のざんざか踊、浜坂町の久谷ざん

ざか踊があります 「ざんざこ」とは、太鼓を打つときの囃。

子言葉に由来します。

大杉ざんざこ踊りは、国選択の無形文化財に指定されてお

り、毎年８月 日に二宮神社で行われます。16
相生ペーロン祭（ペーロン 江戸時代、強風のため出航できなくなった中国の船が海神86
競漕） を慰めるため長崎港で行ったのがペーロン競漕の最初。大正

（相生市） 時代に長崎県出身の播磨造船所従業員によって当地に伝えら

、 。 、「 」れ 今日まで続けられています 現在は 相生ペーロン祭

の海上行事として、陸上パレードとともに毎年５月最終日曜

日に行われています。

舳先に白竜を彫り込んだ中国式のロングボートに三六人の

漕ぎ手とドラ、太鼓の係などが乗り込み、ドン、デン、シャ

ンという賑やかな囃子とともに競漕を繰り広げます。

「 」87 灘のけんか祭り 松原八幡神社の秋季例祭として行われる 灘のけんか祭り

（姫路市） （あるいは「灘祭り 。３台の神輿を荒々しくぶつけ合う」）

という神事が特徴的で、全国の数あるけんか祭りの中でも最

、 。大規模と言われ 播磨を代表する祭りとして知られています

毎年 月 日に行われ、地元小中学校はもとより、地10 14,15
元企業も軒並み休業となり、地域総出で祭りに参加します。

（参考）

http://www.nadamatsuri.jp灘のけんか祭

デカンショ祭り デカンショの言葉の由来は、東京に学ぶ篠山出身の学生た88
（篠山市） ちが、デカルト、カント、ショペンハーウエルの哲学者たち

の頭文字を取って、故郷の盆踊り歌を洒落れて作り替えたも

のとも言われてます。今では丹波の夏の風物詩として親しま

れ、毎年８月 日に開催され、昨年 周年の節目を迎15,16 50
えたところです。

（参考）

デカンショ祭のページ

http://www.city.sasayama.hyogo.jp/indexdeka.html
人形浄瑠璃 淡路人形芝居は、約 年前、西宮から傀ぐつ師の元祖と89 500
（南淡町） 言われる百太夫が淡路島を訪れ、地元の人に伝えたのが始ま

18 40 30りです 世紀はじめには 余の座がありましたが 昭和。 、

年頃には３座に減少してしまいました。現在は、大鳴門記念

館にある淡路人形浄瑠璃館で常設公演されています。

一体の人形を三人の人形遣いが巧みに操り、生き生きとし

た表現が出来るようになります。現在、国の重要無形民俗文

化財に指定されています。
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（参考）

http://www61.tok2.com/home/awajipt/淡路人形浄瑠璃館

干しダコの揺れる漁港 兵庫県はマダコの漁獲量日本一で、特に明石近海のタコは90
（明石市） カニやエビなどの豊富なエサと、速い海流にもまれて育った

ため、味が良く身が締まっていることが特徴です。

その生のタコを竹枠で形を整え、夏場の強い陽射しで天日

干しにしたものが干しダコです。これらが浜辺に吊るされ、

ユラユラ揺れる姿は、明石の夏の風物詩です。

杉原紙のコウゾの川さらし 年の歴史を誇り、平安貴族や鎌倉幕府にも珍重され91 1300
（加美町） た杉原紙。一時期途絶えた幻の名紙は昭和 年に復活し、45

地域ぐるみのコウゾ一戸二株運動等により、現在も守り伝え

られている。コウゾの白皮を冬季の川でさらすのは重労働で

すが、これにより杉原紙はより一層白く美しくなります。

ワカメの天日干し ワカメの天日干しは淡路の漁師町の冬の風物詩です。近年92
（津名町、西淡町ほか） 天日干しを行うところは減ってきているものの、香りと味は

ボイル製品等に比べると全然違います。

写真は、津名町の塩田漁港周辺で行われているワカメの天

日干しの風景。

イカナゴの水揚げ 日本一の漁獲高を誇る兵庫県のイカナゴ漁。２月中旬のイ93
（津名町、北淡町ほか） カナゴの新仔漁では、朝日を浴びて銀色に輝く新仔が次々に

水揚げされる。

丹波立杭焼の登り窯 日本六古窯の一つで、登り窯が多く残る。電気窯と違い、94
（篠山市） 登り窯は一旦火を入れると何日も付きっきりで焚き続ける必

要があるが、昔ながらの焼き物の郷の風景である。

線香の香るべかこ窓 線香工場の乾燥室には、風の入る隙間の幅を調節する「べ95
かこ」と呼ばれる窓があり、どこからともなく線香の香りが

漂ってくる。

そうめん干し 江戸時代後期、播州平野の良質の小麦、赤穂の塩、揖保川96
（龍野市ほか） の清水を背景として始まった播州手延べそうめんは、現在で

も、全国シェアの ％を誇る地域を代表する特産品。その35
生産時期は ～３月の厳寒期で、屋外で行われるそうめん12
の天日干しは地域の風物詩となっている。

松葉ガニのセリ風景 冬の日本海を代表する味覚の王者である松葉ガニのセリ97
（香住町ほか） は、活気にあふれている。

淡路のタマネギ干し 全国３位のタマネギ生産量のほとんどは淡路島で生産され98
ている。春に収穫された玉葱は、風通しの良い小屋に吊して

夏の間、乾燥・保存される。

温室のカーネーション栽培 淡路は暖かい気候をいかした花卉栽培が盛んだが、カーネ99
ーションは全国４位の生産量を誇る。丘陵部には温室が林立

しており、害虫の防除のための灯りがともされる夜間は幻想

的な光景を描き出している。

、 。100 ・・・ 最後の一つは あなた自身の好きな風景を加えてください
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【意見提出様式】

この写真展の風景、又はこれが抜けていると考える風景について、ご意見をお聞かせ下さい。

参考のため、以下もご記入下さい （該当番号を○で囲んでください ）。 。

( ) 年齢1
①～ 歳 ② ～ 歳 ③ ～ 歳 ④ ～ 歳 ⑤ 歳以上～20 21 40 41 60 61 70 71

( ) 性別2
① 男 ② 女

( ) 現住所3
①神戸市内 ②阪神地域 ③東播磨・西播磨地域 ④但馬・丹波・淡路地域

⑤県外

ご協力ありがとうございました。

なお、 で回答いただく場合は、この用紙を下記まで送って下さい。FAX
ＦＡＸ番号 ０７８－３６２－４０２４ 環境政策課宛

電子メールの場合は、上記事項を記載のうえ、下記まで送って下さい。

kankyouseisakuka@pref.hyogo.jp電子メールアドレス

本件に係る問い合わせ先

兵庫県環境局環境政策課政策係
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（内 、 ）TEL 078-341-7711 3324 3325


