
ツーリズムガイドマップ

兵
庫
県中播磨

アイコンの説明

トイレ
W.C.

団体可 ペット同伴可Wifiイートイン可禁煙 クレジット
カード可

多目的トイレ
W.C.

バリアフリー温水洗浄
便座付トイレW.C.

英語対応可駐車場

盛明橋

橋の名は明治の完成当時、生野鉱山長

であった朝倉盛明の名が付けられまし

た。建設当時（明治8年架設）は木製の橋

でしたが、昭和5年に永久橋へ架け替

え、その後平成11年に老朽化のため架

橋工事が行われました。住所 : 朝来市

生野町口銀谷 Tel : 079-679-2222

（朝来市観光情報センター）

生野の歴史にゆかりの深い浅田家と吉

川家の邸宅をミュージアムセンターと

して整備しました。１階は手作りのもて

なしカフェ、蔵ではギャラリー展示も行

います。 住所  :  朝来市生野町口銀谷

619-2  時間 :  9 :00～17:00  定休日 :  

月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始 

料金 :  無料 Tel  :  079-670-5006

口銀谷銀山町
ミュージアムセンター

W.C.W.C.

W.C.

生野町口銀谷に現存する、日本で最初に建

てられた通称「甲社宅」と呼ばれる4棟の鉱

山官舎・社宅。朝来市の文化財で、明治時代

から大正、昭和にかけての風呂やかまど、

建具などの生活様式の変化を見ることが

できます。また、幼少時代をこの社宅で過

ごし、後に黒澤明監督作品に数多く出演し

た名優・志村喬の記念館も併設していま

す。 住所 : 朝来市生野町口銀谷697-1 時

間 :  9 :00～17:00（入館は16:30まで） 

定休日 : 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末

年始 料金: 無料 Tel : 079-670-5005

W.C.

くち がな や

せい めい ばし

W.C.

自慢の一品は、但馬牛をたっぷり使った名物・生野ハヤシ

ライス。お米はオーナーが無農薬・有機栽培で作る栃原産

コシヒカリを使用。季節の自家製スイーツも。 住所 : 朝

来市生野町口銀谷521-2 時間 : 9:00～16:00 定休日 : 

月曜日（祝日の場合は翌日） Tel : 079-679-5155 

https://www.facebook.com/CafeArgent/

カフェ アルジャン 朝来市旧生野鉱山職員宿舎・
志村喬記念館

しょく いん しゅく しゃ

し むら たかし き ねん かん

あさ ご し きゅう いく の こう ざん

A2 A3

A4 A5

国内有数の銀山、生野銀山の歩みを学ぶ複合施設。坑道

を歩き、近代の採掘現場や露天掘跡などを見学できま

す。資料館も充実。大人からこどもまで楽しめます。 住

所 : 朝来市生野町小野33-5 時間 :  9:00～17:30（季節

により変更あり） 定休日 : 年末年始、12月～2月の毎週

火曜日（祝日の場合は翌日） 料金 : 大人900円、中高生

6 0 0 円 、小 学 生 4 0 0 円 、鉱 物 館 1 0 0 円  T e l  :  

079-679-2010 http://www.ikuno-ginzan.co.jp/

史跡・生野銀山

W.C.

し せき いく の ぎん ざん

W.C. W.C.
※一部のみ

A1

ぎん ざん まち

アイコンの説明

トイレ
W.C.

団体可 ペット同伴可Wifiイートイン可禁煙 クレジット
カード可

多目的トイレ
W.C.

バリアフリー温水洗浄
便座付トイレW.C.

英語対応可駐車場

粟賀の街並み
生野街道（但馬街道）の宿場町として賑わっ

た粟賀町。その当時の様子は兵庫県景観形成

重要建造物に指定されている旧難波酒造・旧

中村屋（竹内邸）などからうかがい知ること

ができます。 住所 : 神崎郡神河町中村161番

地 Tel:0790-34-1001（神河町観光協会）

現存する馬車道として当時の面影を感

じることができる場所です。この地は土

道のままで、今も生活道路として利用さ

れ「馬車道」でつながれた地域の豊かな

自然と歴史や文化が育まれています。 

住所  :  神崎郡神河町吉富畑川原  

Tel:0790-34-1001（神河町観光協会）

現存する銀の馬車道

銀の馬車道交流館
銀の馬車道に関する資料はもち

ろん、神河町の歴史・文化に関す

る資料も数多く展示、公開してい

ます。住所 : 神崎郡神河町中村78 

時間 :  ・4月～10月　10：00～16：

00  ・11月～3月　10：00～15：00 

定休日 : 月曜日・火曜日・年末年始 

料金 : 無料 Tel : 0790-32-0737

W.C.

B3

B2

B1
あわ が

ぎん

まち な

ば しゃ みち こう りゅう かん

げん ぎん しゃぞん ば みち

大人気のアルパカやカンガルー、大型鳥類などさまざまな動物と触れ

あえます。ピザづくりやクラフト教室など体験メニューも豊富。住

所 :  神崎郡神河町猪篠1868 時間 :  10 :00～17:00 土日

祝、GW、お盆は9:30～18:00 定休日 : なし、冬季は平日に

メンテナンス休業あり 料金 : おとな（中学生以上）1,000円 

こども（4歳以上） 500円 シルバー（65歳以上）  800円  

Tel : 0790-32-2911 http://www.yodel-forest.jp/

W.C.

W.C. W.C.
※一部のみ

※要予約

B5B4
神崎農村公園

ヨーデルの森
もり

W.C.

昔ごはんとおやつの時間

樂や

W.C.

たのし

W.C.

四季折々の旬のお野菜、地元素材を中心に体に優しい"昔ご

はんとおやつの時間"を皆様にお届けいたします。地元の木

材を使い、地域の人たちと一緒に空き家を改修して開いた店

は、木の香りと人の優しさが漂うくつろぎの場として、地域

の交流の場になっています。 住所 : 神崎郡神河町杉440-2 

時間 : 10:00～17:00（ランチ11:30～14:00限定20食、な

くなり次第終了） 定休日 : 火曜日・水曜日・木曜日 Tel : 

0790-32-2322 http://www.tanoshi-ya.com/
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JR播但線で寺前まで

神姫バスで姫路港まで

産業観光課（銀の馬車道担当）
兵庫県姫路市北条1-98　TEL(079)281-9059

このガイドマップの記載内容は平成29年3月現在のものです。
内容等に変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
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銀の馬車道 歴史浪漫
生野銀山、鉱山の街並み探訪

course  A 神河の空気を深呼吸、
現存する銀の馬車道を辿る

course  B



新野地区では昔から地域を流れる用

水路の水を汲み上げるために揚水を

目的とした下掛け水車が回り続けて

います。また、清流にしか育たない梅

花藻の育成にも取り組み、春に水路で

梅花藻を見ることもできます。 住所 : 

神崎郡神河町新野 2 1 6  T e l：

0790-34-1001(カーミンの観光案

内所)

アイコンの説明

トイレ
W.C.

団体可 ペット同伴可Wifiイートイン可禁煙 クレジット
カード可

多目的トイレ
W.C.

バリアフリー温水洗浄
便座付トイレW.C.

英語対応可駐車場

ひまりん観光案内所/市川町文化
センター（橋本忍記念館）

ひまりん観光案内所は市川町内の観光案内や

飲食店情報などを収集することができ、カフェ

スペースもあります。市川町文化センター内に

は、市川町出身でシナリオライターとして活躍

した、橋本忍氏の記念館を併設しています。住

所 : 神崎郡市川町西川辺715 時間 : ひまり

ん観光案内所 9:00～17:30 市川町文化セ

ンター 9:00～17:00 定休日 : 火曜日、第3

木曜日、祝日の翌日、12/27～1/4 料金 : 記

念館の閱覧は無料 Tel : 0790-26-1040

 http://ichikawa-kankou.com/

昭和8年に当時の最新技

術を用いてつくられたコ

ンクリート製の橋。近代

化遺産に登録されていま

す。もともとは市川を渡

る渡し船が設けられてお

り、付近の屋形地区は宿

場町として栄えました。

住所 : 神崎郡市川町屋形 

Tel : 0790-26-1040(市

川町観光協会)

屋形橋
市川町屋形地区は市川で行われていた舟運の終点にあたり、明

治の初め頃には旅館や茶屋が並び大変に栄えた宿場町でした。

本来「銀の馬車道」は屋形地区を通らずに迂回する予定でした

が、村人の陳情により、ルートが変更されたと伝えられます。住

所 : 神崎郡市川町屋形 Tel : 0790-26-1040(市川町観光協会)

ca fé  OKU
倉庫を改装した店内は、天井が高

く広々。地元密着型で会話も弾み

ます。モーニングが人気ですが、イ

チオシはとろりとやわらかいフレ

ンチトースト！住所 : 神崎郡市川

町奥742-5  時間 : 8:00～18:00 

定休日 : 水曜日、第4木曜日、年末

年始 Tel : 0790-26-2401

C1

C2 C3

C4 C5

新野の水車

屋形の街並み

W.C.W.C.

や かた ばし

かん こう あん ない しょ

はし もと き ねん かんしのぶ

ちょう ぶん かいち かわ

W.C. W.C.

か ふ ぇ お く

にい の すい しゃ

や かた まち な

川山公園のため池に河童の河太郎、河次郎が出没！兄の河太郎

は池のほとりにいますが、池の中にいる河次郎は、時間がくると

池の中から飛び出してきます。小屋からは、町特産「もちむぎどら

焼き」を持った逆さ天狗が出現！新しく山の神の像も設置されて

います。住所 : 神崎郡福崎町西田原 出現時間： 河童：9:00～

17:00の毎時0分・15分・30分・45分。 天狗：9:05～17:05の毎時

05分、20分、35分、50分 Tel : 0790-22-0560(福崎町観光協会) 

http://www.fukusaki-tabigaku.jp/kankou/kappa.html

アイコンの説明

トイレ
W.C.

団体可 ペット同伴可Wifiイートイン可禁煙 クレジット
カード可

多目的トイレ
W.C.

バリアフリー温水洗浄
便座付トイレW.C.

英語対応可駐車場

D1

姫路城の鯱瓦や鬼瓦などに使われている、いぶ

し瓦である「神崎瓦」を伝統の技術を守りながら

昔ながらの単窯でつくり続けているこだわりの

瓦製造業者。ほんまもん体験と題した、工場見学

や瓦づくりを体験することができます。詳細は

WEBサイトをご覧ください。住所 : 姫路市船津

町5241-5 見学可能時間：9:00～17:00 定休日：

日・祝日 料金：見学のみの場合1,000円、粘土工作

のみの場合2,500円(送料別途)、見学粘土工作の

場合3,000円(すべて要予約) Tel : 0792-32-5295 

http://www.koyoseiga.co.jp/

W.C.

光洋製瓦D5
こう よう せい が

河童の河太郎・
河次郎/天狗

W.C. W.C. W.C.

か っ ぱ

が じ ろう てん ぐ

が ろうた

うどんではなく、そばでもなく独特の食感と風味が味わえ

る福崎町の特産もち麦が食べられるレストランとお土産

ショップ。銀の馬車道御膳をはじめ定食や一品ものなど家

族で味わえるメニューがあります。 住所 : 神崎郡福崎町

西田原1022 -4  時間 :  レストラン 1 1 :00～17 :00  

11 :00～19:00(土・日・祝日) 売店は9:00～営業 定休日 : 

月曜日(祝日の場合は翌日が休み) Tel : 0790-23-1500 

http://www.mochimugi.jp/

もちむぎのやかたD4

W.C. W.C. W.C.

柳田國男が生まれ育った 川界隈は、銀の馬車道の道筋でもあ

り、歴史的建造物が多く残る「民俗学のふるさと」。その中心部

に位置する三木家住宅は、代々姫路藩の大庄屋を務めた家柄

で、９棟の建物すべてが兵庫県指定文化財です。

D3
川界隈

大庄屋三木家住宅

つじ かわ かい わい

み き け じゅう たくおお じょう や

住所：神崎郡福崎町西田原

1106 ※4月8日から主屋

部分を土・日・祝日に限定

公開。詳しくは、福崎町教

育委員会社会教育課へ 。

Tel : 0790-22-0560

日本民俗学の父といわれる柳田國男が生まれた家。『故郷七十年』に

自ら「日本一小さい家」と表現しています。昭和47年に兵庫県指定文

化財となりました。生家はもと 川の街道に面していましたが昭和

49年に國男のゆかりの地、鈴ノ森神社の傍に移築されました。隣に

は柳田國男・松岡家記念館が建てられています。住所 :神崎郡福崎

町西田原1038-12 時間 :9：00～16：30（入館16：00まで）  

D2 柳田國男生家
やなぎ た くに お せい か

定休日 :月曜日、祝日の翌日、12月28

日～1月4日 料金 : 無料 Tel :  

0790-22-1000（柳田國男・松岡家記

念館） http://www.town.fukusaki.

hyogo.jp/html/kinenkan/
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古くからの街並みを往き
クロサワ映画の世界に触れる

course  C

歴史豊かな辻川界隈
日本の文化、伝統の技と手仕事

course  D
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生野銀山坑道貯蔵梅酒
2,160円
綾部山産梅を使い、1200年の歴史ある生
野銀山坑道で貯蔵した梅酒です。1年を通
じ温度13度の気温で保たれた味は他では
ない味わいだと評判です。

■ 販売場所／生野銀山売店・自社店舗
 問エルデベルグ平井 ☎079-297-6123 

ガトーコバヤシ
生野銀山カラミ石ケーキ
880円
2015年の「銀の馬車道おやつコンテスト」優
勝の、鉱石からできるカラミ石にちなんだケー
キ。チョコレートと朝来市産ブルーベリーの
ハーモニーが口いっぱいに広がります。
■販売場所／自社店舗、史跡・生野銀山、
  生野まちづくり工房 井筒屋
 問ガトーコバヤシ ☎079-679-3752

銀の馬車道弁当
800円
銀の馬車道沿線と県内の食材をふんだんに使った
お弁当は行楽シーズンに最適です。売り切れること
もあるのでお早めに！
■ 販売場所／自社工場、かんざき大黒茶屋
 問株式会社神崎フード ☎0790-31-2655
  かんざき大黒茶屋（直営直売所）☎0790-32-2837

神河焼きどーなつ 
173円
ふわふわの生地が特徴の、和菓子屋さんが作る
焼きドーナツ。フレーバーは神河産の仙霊茶や
季節限定で地元のゆずなどさまざまです。
■ 販売場所／自社店舗、ホテルリラクシア
 問菓旬処 彩 sai ☎0790-32-0039

神河柚子ゼリー 夏眠【かみん】
324円
ゆず、小豆、仙霊茶と神河産の食材を重ね、さ
らに千ヶ峰の天然水を使用。神河がいっぱい
詰まったゼリーです。
■ 販売場所／自社店舗
 問昔ごはんとおやつの時間 樂や（たのしや）
  ☎0790-32-2322 

銀の馬車道らーめん
単品680円
麦とろセット1,100円
塩スープとゆずで海と山を、ナルトで馬
車の車輪を表し「銀の馬車道」を再現し
ています。塩味とゆずの組み合わせがク
セになりそうです。
■ 販売場所／自社店舗
 問銀の馬車道らーめんのお店 余田屋（よでんや）

  ☎0790-34-0006

銀の馬車道御膳
1,404円
福崎町特産のもちむぎ麺。もち麦を
使ったひろうす、もち麦ごはん、もちむ
ぎプリンなどもち麦づくしメニュー。
季節を感じる料理がいただけます。
■ 販売場所／自社店舗
 問もちむぎのやかた ☎0790-22-0569

八千種の奈良漬
 450円
福崎町八千種産の白瓜を漬け込んだ昔ながら
の漬け物。懐かしいおふくろの味がする馬蹄
形の奈良漬はごはんにもピッタリです。
■ 販売場所／自社事務所、
  旬彩蔵（福崎、書写、上郡、飾磨）
 問株式会社八千種営農 ☎0790-22-8007

かしわめしの具
350円、735円、1,000円
とりどり3,240円
昔から人が集うときに食べられてきた「かしわめし」
を家庭でも。コウノトリ育む米とのセット「とりど
り」も人気です。
■販売場所／ひまりん観光案内所、旬彩蔵福崎店、
  マックスバリュ市川、ボンマルシェ福崎、
  ほか町内各店
 問いちかわ名物研究会 ☎0790-26-0099（市川町商工会内）

夢すずか 
140円
銀の馬車道が通る市川町の「タズミの卵」を使
い焼き上げたクッキーに洋酒漬けのレーズン
バタークリームをサンドしています。
■販売場所／宝橘本店および各支店
 問播磨のこころ菓 宝橘 ☎079-246-0577

いちじく飴・いちじく塩飴・柿飴
250円
100%姫路産のいちじくや柿を使った飴は無添加、無
香料、無着色で大人から子どもまで食べられる安心の
お菓子です。
■ 販売場所／旬彩蔵 各店舗
 問菜の花インダストリー FAX.079-245-3290

銀の馬車道めぐろーる
1,620円
たまごをふんだんに使用し、ふっくらと焼き上げた
ロールケーキ。たっぷりの生クリームと黒豆もアク
セントになっています。限定販売、問い合わせ要。
■ 販売場所／ピオレ姫路おみやげ館
 問ピオレおみやげ館館内 杵屋中央口店
  ☎079-284-2818 

銀の馬車道ストラップ 
600円
土鈴 800円
ループタイ 1,500円
播磨唯一の磁器窯「かんざき白林陶
芸館」で製作。磁器特有のつややかさ
が美しい逸品です。
■ 販売場所／自社店舗、カーミンの観光案
  内所、銀の馬車道交流館
 問かんざき白林陶芸館 ☎0790-32-0885

播州浪漫 250円
伝統の製法で作りあげた播州駄菓子
「花梨糖」の詰め合わせ袋。うず巻き、
ゴマ、ピーナツなどかりんとうの様々
な味が楽しめます。
■ 販売場所／自社店舗、ひょうごふるさと館
 問常盤堂製菓 ☎079-232-0682 

銀の馬車道ゆずマドレーヌ
1ケ216円、5ケ1,080円
銀の馬車道沿線神河町の特産品「ゆず」を使ったお菓
子。バターをたっぷりと使ったマドレーヌはお土産に
も喜ばれます。

銀の馬車道ゆず丸ケーキ 
1ケ216円、5ケ1,080円
神河町のゆずを使ったドーム型ケーキ。しっとりとし
た食感の中にゆずのさわやかな風味が広がります。

銀の馬車道ゆずクーヘン
1ケ216円、1/4サイズ410円、
ハーフ702円
銀の馬車道沿線神河町の特産品「ゆず」を使ったお菓
子。馬車の「轍」に見立てたバウムクーヘンは、ゆずの
ピールがアクセントとなっています。
■ 販売場所／創作西洋菓子 大陸ひろめ庵
 問創作西洋菓子 大陸ひろめ庵 ☎079-288-0071

Sta
rt

※表示価格は消費税込です。



アイコンの説明

トイレ
W.C.

団体可 ペット同伴可Wifiイートイン可禁煙 クレジット
カード可

多目的トイレ
W.C.

バリアフリー温水洗浄
便座付トイレW.C.

英語対応可駐車場

神崎郡千ヶ峰のふもとにあ

る、新田ふるさと村はゆった

りと過ごせるログコテージ

や、満天の星を見渡せるキャ

ンプ場の｢オートサイト天の

川｣など宿泊施設も充実！そ

ば打ち体験なども楽しめま

す。住所 : 神崎郡神河町新田

340-1 時間 : （4～11月）9：

00～17：00 （12～3月）9：

00～16：30 定休日 : 水曜

日（祝日、夏休みを除く）  

Tel : 0790-33-0870

http://www.shindenfurusato.jp/

E3

E4

E1

W.C. W.C.

新田ふるさと村
しん でん むら

美しい自然に囲まれた千ヶ峰山麓。その

地下１６２メートルの花崗岩でろ過され

たミネラルウオーターが千ヶ峰名水で

す。名水を使った羊かん、わらび餅も購入

できます。 住所 : 神崎郡神河町大畑

23-1 時間 : 春夏 8:30～18:30 無休 秋

冬 9:00～18:00  定休日 : 正月元旦、2

日臨時休業 Tel : 0790-31-5508

http://www.sengamine-meisui.com/

W.C.
※女性のみ
W.C.

E2 千ヶ峰南山名水
せん みね みなみ やま めい すいが

アイコンの説明

トイレ
W.C.

団体可 ペット同伴可Wifiイートイン可禁煙 クレジット
カード可

多目的トイレ
W.C.

バリアフリー温水洗浄
便座付トイレW.C.

英語対応可駐車場

かん こう あん ない しょ

寺前駅に隣接。地図やパンフレットをここで入手して観光に

出かけましょう。ゆずや自然薯製品など、神河町の特産品を

多数販売。カーミンのレンタサイクル（有料）もこちらで受け

付けしています。 住所 :神崎郡神河町鍛治142-47 時間 : 9：

00～17：00 定休日 : 水曜日（祝日は営業し、翌木曜日が休） 

秋期は無休（詳細は問い合わせを） 料金 : 1日（4時間以上～8

時間以内）：1,000円 半日（4時間以内）：500円 Tel : 

0790-34-1001 http://www.kamikawa-kankonavi.jp

W.C.

カーミンの観光案内所

W.C.

F4

F2 F1

「越知川名水街道自転車下り」の申し込みは神姫バス粟賀営業所

で行っています。スタート地点の「新田ふるさと村」までは、路線

バスで30分ほどで到着します。住所 : 神崎郡神河町中村39-1 

Tel : 0790-32-1021 出発時刻 : 粟賀発（新田ふるさと村行き）午

前1便、午後1便(出発時刻は予約時にお確かめください) 定休日 : 

なし ※実施は4月1日～11月末日まで(実施開始日は変更になる

場合があります) 料金 : 大人1,600円、子ども1,200円(要予約) 

自転車持ち込みの場合は大人1,300円、子ども900円（要予約）

神姫グリーンバス 
粟賀営業所

W.C. W.C.

しん き

あわ えい ぎょう しょが

茶木原の大岩

｢大岩さん｣と親しまれている高さおよそ18mの岩

の窪みに賽の神(さいのかみ)が祀られています。賽

の神様は、村里の入口で外から襲う悪霊を防ぐ｢境の

神様｣で、旅行安全、縁結び、子授け、安産の神とし

て、古くから信じられています。住所 : 神崎郡神河町

岩屋381 Tel : 0790-34-1001(神河町観光協会)

ちゃ のき はら おお いわ

砥峰高原
との みね こう げん

西日本有数のススキの大草原が広がる高原。広さは

約 90ha にも及び、初夏から夏にかけては鮮やかな

新緑が、秋には金色に波打つススキが、冬には一面

真っ白の雪景色が目の前に展開します。その圧巻と

もいえる光景から、映画『ノルウェイの森』『信長協

奏曲』、NHK 大河ドラマ『軍師官兵衛』など、数多

くの映像作品のロケ地として起用されました。スス

キの見頃には JR 播但線「寺前駅」から直通バスが

運行されます（予約制）。 住所：神崎郡神河町川上801 

営業時間：24時間 ※イベント時以外、夜間照明なし 

とのみね自然交流館：9:00～17:00 定休日：なし（冬

季・積雪時の通行止めあり）とのみね自然交流館：月

曜日、冬季 ※トップシーズン（9月中旬～11月頃）は

無休 Tel：0790-31-8100 （とのみね自然交流館）

F3

リラクシアの森

「リラクシアの森」は、映画『ノルウェイの

森』ロケ地として使用された美しい森。ハ

イキングコースとしても手軽に出かけら

れる、癒しのスポット。静かで清らかな森

の空気を、体全体で味わってください！

問い合わせ：峰山高原ホテルリラクシア 

Tel：0790-34-1516

もり

峰山高原ホテルリラクシア
峰山高原にあるリゾートホテル。映画『ノルウェイの森』のロケ地となった森が隣接

し、散策にぴったり。夜には満天の星空が楽しめます。平成29年12月、目の前に「峰山

高原スキー場がオープン」!住所 : 神崎郡神河町上小田881-146 時間 : 電話受付8:00

～21:00、ランチ11:00～14:00、 喫茶:10:30～16:00 定休日 : なし Tel : 

0790-34-1516 http://www.hotel-relaxia.com/

みね やま こう げん

W.C. W.C.W.C.

銀の馬車道をたどる旅。
世界遺産・姫路城を訪れたら、

ぜひ併せて観光していただきたいのが、

かつて銀を運んだ「銀の馬車道」沿線です。

そのルートをたどるように、

姫路駅から JR 播但線にゆられ、一路北へ。

途中下車した各駅には、

それぞれ日帰りで楽しめるコースが満載です。

歴史を身近に感じたり、

思わず息をのむ美しい風景が

銀の輝きのように散りばめられたこの地域を、

ゆっくりと散策してみませんか？

H-3
MAP

I-1MAP

F-4MAP

H-4MAP

F-4MAP

D-2MAP

D-2MAPD-2MAP

気分爽快・田園風景
越知川名水街道をサイクリング

course  E

ドラマ・映画のロケ地を巡る
峰山・砥峰、雄大な自然満喫

course  F



姫路市北部にある書写山山上に位置する、性空上人によって開

かれたお寺。西の比叡山とも呼ばれ、多くの信仰を集めてきまし

た。静寂に包まれた美しい自然の中に、どっしりとした舞台造り

の摩尼殿や数々の堂塔が立ち並び、歴史の深さを伝えます。精進

料理を味わえるほか、坐禅や写経などを体験することも。ハリ

ウッド映画『ラストサムライ』や大河ドラマ『軍師官兵衛』のロケ

地にも選ばれています。住所 : 姫路市書写2968 時間 : 8:30～

17:00 ※ロープウェイ （別途料金が必要）の運行時間につき、季

節により延長あり 定休日 : 無休 ※ 書寫山ロープウェイの公式

サイトを参照ください 料金 : 志納金として500円 （中学・高校

生以下無料） Tel : 079-266-3327 http://www.shosha.or.jp/

アイコンの説明

トイレ
W.C.

団体可 ペット同伴可Wifiイートイン可禁煙 クレジット
カード可

多目的トイレ
W.C.

バリアフリー温水洗浄
便座付トイレW.C.

英語対応可駐車場

四季折々の美しい自然に囲まれて、静かに佇む「夢乃

そば」。500名様対応可能な予約制レストランでは、

新鮮な地元の食材をふんだんに使用したお料理を、

自然を眺めながらゆったり味わうことができます。

また、一般のお客様には“夢そば”を使用した蕎麦を

お楽しみいただけます。住所 : 姫路市夢前町置本583

番地 時間 : 売店 9:00～17:00 夢乃蕎麦 モーニング 

9:00～10:30 食事 11:00～16:00 予約制レストラン 

（予約時に相談） 定休日  :  年始のみ  T e l  :  

079-335-1188 http://yumenosoba.com/

G1

G2 G3

G5G4

アイコンの説明

トイレ
W.C.

団体可 ペット同伴可Wifiイートイン可禁煙 クレジット
カード可

多目的トイレ
W.C.

バリアフリー温水洗浄
便座付トイレW.C.

英語対応可駐車場

亀の形をした岩です。主人の帰りを待ち続けた亀が石

になったと伝えられるこの岩は、水天宮として地元の

信仰を集めています。どんがめっさんの頭を100回なで

ると願いが叶うとか・・・場所 : 真浦港すぐそば 

どんがめっさん

H1

H2

H3

W.C. W.C.

地元、夢前の農家から仕入れた安全・安心なこだわりの野菜や米、

加工品の直売所。イチゴや米粉を使ったスイーツ、姫路ブランド

ポークを使ったハンバーガーなど、ここでしか味わえないカフェ

メニューをお楽しみください。またイチゴ狩り(3月～5月)や芋掘

り(9月～11月)などの農業体験を行っておりますので、お気軽に

お問い合わせください。住所 : 姫路市夢前町宮置437-1 時間 : 9：

30～17：00 定休日 : 毎週月曜日 

夢街道 farm67

W.C.

ゆめ かい どう ファームロクジュウナナ

W.C.

W.C. W.C. W.C.

ヤマサ蒲鉾
最新の衛生的な設備での製造工程を見学できま

す。「かまぼこ作り体験教室」では、ちくわとかまぼ

こ作り体験(1500円。要予約)も実施しています。

住所 : 姫路市夢前町置本327-16 時間 : 夢鮮館 ：

9:00～17:00 見学・体験はWEBサイトをご確認

ください。 定休日 : 直売店、見学・体験ごとに異な

りますのでWEBサイトをご確認ください。 料金 : 

かまぼこ・ちくわ作り体験：お1人さま：1,500円

※団体（20名様以上）は20%OFF Te l  :  

079-335-1055㈹  http://www.e-yamasa.com/

W.C. W.C.W.C.

かま ぼこ

農家レストラン&直売所「且緩々」
地元産の新鮮食材、伝統製法の調味料を使

い、ハーブ・野草等の効能やおいしさを生

かす調理法を研究。体調に合わせてお料理

を選べる他、皇室の方に献上したハーブ

ティーも味わえます。住所 : 姫路市夢前町

山之内乙120-1（旧山之内幼稚園） 時間 : 

9:00～17:00（11:30～15:00はランチタ

イム／ L.O 14:00） 定休日 : 毎週水曜日、

年末年始 料金 : ランチバイキング 一般

1,800円、65歳以上1,500円、小学生900

円、幼児500円 Tel : 079-338-0510

のう か ちょく ばい しょ しゃ かん かん

W.C. W.C.W.C.

路地裏散策
路地を歩くとレトロな町並み

が！島で一番にぎやかなこの

エリアに残る昭和の香りと生

活文化を感じてみて下さい。

島猫にも出会えます。場所 : 

真浦地区

潮風を感じながら、海沿いのサイク

リングを楽しんで。平成29年に離島

初のレンタル電動三輪自動車も

やってきます!! 住所 : 姫路市家島町

真浦590-7 定休日 : 不定休 料金 : 

下記までお問い合わせください 

Tel : <普通自転車> 高福ライナー 

079-325-0660・090-2105-4078 

<電動アシスト自転車> 家島観光

事業組合  0 7 9 - 3 2 5 - 8 7 7 7  

http://h-ieshima.jp/

レンタサイクル

島チャリ
しま

にゃ
ん

ろ じ うら さん さく

清水公園
公園からの素晴らしい眺望は公園最上段に

番所があったことから「監館眺望」と呼ばれ

ており、一見の価値あり！「この場所から見

る入江の風景は周囲を圧し、夕日にひとき

わ映える光景は煙霧の中に見える対岸の姫

路城の天守閣だ」と地誌「播磨鑑」には記さ

れています。場所 : 姫路市家島町宮地区

し みず こう えん

W.C.

書寫山圓教寺
しょ ざん えん きょう じしゃ

夢乃そば
ゆめ の

H4 H5家島神社
海に向かって立つ鳥居が美しい。神社の周囲は島唯一の原

生林に囲まれた神秘的な神社。原生林は常に聖地とされ、

人の手がほとんど加えられていません。 住所 : 姫路市家

島町宮1 Tel : 079-325-0365

いえ しま じん じゃ

(祝日の場合翌日が休み)、年末

年始 Tel :  079-337-2100 

http://yumekaidou-farm

67.com/

銀の馬車道ストーリー
しろがねの輝きを運んだ、まっすぐに続く道

鉱山の入口でトロッコに乗る鉱夫たち

馬車で賑わう飾磨

生野鉱山本部全景

生野鉱山本部前の馬車道

「開墾の終わった西光寺野」出展：『西光寺野普通水利組合耕地

整理組合事業』1915（大正4年）

当時の面影を
とどめる馬車道

朝来市

姫路市

福崎町

市川町

神河町

生野鉱山
史跡・生野銀山

路
道
絡
連
但
播

山陽自動車道

中国自動車道

神子畑鉱山

飾磨津(現・姫路港)

わだやま

たけだ

あおくら

にい

いくの

はせ
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にいの

つるい

あまじ

ふくさき

みぞぐち

こうろ

にぶの

とほり

のざと

ひめじ

きょうぐち

和田山IC

朝来IC

福崎IC

山陽姫路東IC

生野北第二ランプ

生野北第一ランプ

生野ランプ

神崎北ランプ

神崎南ランプ

市川北ランプ

市川南ランプ

福崎北ランプ

福崎南ランプ

船津ランプ

豊富ランプ
砥堀ランプ

至大阪

至大阪

至岡山

至岡山

姫路JCT

花田

山陽電鉄本線

姫路バイパス

銀の馬車道

明延鉱山

　日本列島を南北に縦断する兵庫県の、ほ

ぼ中間地点に位置する朝来市生野町。ここ

には、9 世紀はじめから 20 世紀後半にかけ、

主に銀の採掘で知られた生野鉱山が存在し

ました。この鉱山で産出された銀を、流通

拠点である飾磨津（現・姫路港）まですみ

やかに輸送するため、明治 9（1876）年、

一大国家プロジェクトとして馬車専用道路

が造られます。当時としては最新の舗装技

術を導入して建設された、“日本初の高速産

業道路”ともいわれる全長約 49km の道路。

これが、生野鉱山寮馬車道、通称「銀の馬

車道」です。

　その後、明治 28（1895）年に姫路－生

野間を結ぶ播但鉄道（現・JR 播但線）が

開通すると、馬車道はその役割を終え、大

部分が国道や県道へと姿を変えてゆきます。

今ではほんの一部にしか馬車道の面影は残

されていませんが、沿線を散策すると、当

時の街の様子や熱気を感じさせてくれる風

景にいくつも出会うことができます。

今、ゆるやかに時が流れる場所。

そこはかつて、この国で初めての

ハイウェイが通ったルートです。

神河町吉富にある畑川原の池付近には、昔のままの馬車道が現存する。昭和初期に活躍した馬力

C-9MAP

D-9MAP D-9MAP

D-8MAP D-5MAP

I-12MAP

I-12MAP

I-12MAP I-12MAP

五感が安らぐ書寫山圓教寺と
姫路・夢前、自然体感コース

course  G

家島を電動自転車で満喫
島の暮らしと、美味しい島ご飯

course  H
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