
史跡生野銀山は1200 年以上の歴史を誇る日本有
数の鉱山。明治期は官営鉱山となり、日本の近代
化を支えた。坑道の一部は一般公開されている。
◆朝来市生野町小野33-5  
◆ 9 〜17 時 30 分（11〜3月は閉館時間変動あり）  
◆年末年始・12 〜 2月の火曜休  
◆大人 900 円、中高生600 円、小学生400 円  

（問）株式会社シルバー生野 079-679-2010 

史跡生
いくの

野銀山

明治42 年に錫鉱が発見されて、「日本一の錫の鉱山」として
栄えた。昭和 62 年に閉山したが、現在公開されている650m
の探検坑道では、むき出しの岩肌や地面、削岩機などを見学
することができる。
◆養父市大屋町明延1184  ◆大人・高校生630 円、小・中学
生 210 円  ※要予約・別途、指導員案内料 2,100 円が必要

（問・予約）あけのべ自然学校 079-668-0258

一円電車が保管されており、月に一度の
定期運行を行っている。走っている姿
は鉱夫の思いを乗せているかのよう。
◆養父市大屋町明延1082-1  
◆ 8 時 30 分〜17 時15 分 

（問）079-668-0258

明治初期に建てられた旧官舎で、俳優志村喬の生まれ育った場所。明治・
大正・昭和の生活様式の展示のほか、志村喬記念館を併設している。カラ
ミ石をふんだんに使った塀が見所！
◆朝来市生野町口銀谷 697-1  ◆ 9 〜17 時（入館は16 時 30 分まで）  
◆月曜定休、祝日の場合翌日  （問）079-670-5005

明延鉱山探検坑道

明延振興館

西日本では有数の約 90haに及ぶススキの草原
が広がり、秋は黄金色のススキの穂が波打つ景
色が壮観。大河ドラマ「平清盛」や映画「ノルウェ
イの森」のロケ地にもなった。散策の拠点「との
みね自然交流館」からは、草原を一望できる。
◆神崎郡神河町川上  ◆ 9 〜17 時
◆月曜、12月下旬〜3月下旬休館  

（問）0790-31-8100

砥
とのみね

峰高原のススキ草原

明治時代に活用された銀の馬車道や神河町の歴史・文化に関
する資料を展示。地域の交流の場やまちづくりの活動拠点とし
て利用されている。
◆神崎郡神河町中村 78  ◆10 〜15 時（11月〜3月）・10 〜16
時（4月〜10月）  ◆火曜休館、10/31までは月曜も休館  

（問）0790-32-0737

銀の馬車道交流館

平成 21年秋から約 5 年をかけて改
修中の姫路城の大天守。その大屋
根や最上層を間近に見学できる「天
空の白鷺」では、城郭建築の醍醐
味を体感できる。
◆姫路市本町 68  ◆ 9 時 15 分〜
16 時 30 分（入館は16 時15分まで）
◆大人 200 円、小人100 円（別途入
城料が必要）  ※要HPから予約

（問）姫路城大天守修理見学施設
079-287-2013

蓮如上人の意向により、中世本願寺
の西国地方の拠点としてつくられた。
伽藍建造物の大半が文化財で、真宗
寺院建築の遺構として貴重。
◆姫路市亀山 324  ◆ 9 〜16 時  
◆拝観料は懇志随意

（問）079-235-0242

姫路城大天守修理見学施設天空の白鷺

亀山御坊本徳寺

福崎で古くから栽培されていた「も
ち麦」を使った麺が人気。「銀の馬
車道御膳」がオススメ！特産のもち
むぎ商品が多数揃うお土産コー
ナーもあるよ。
◆神崎郡福崎町西田原1022-4  
◆11 〜 18 時（土日祝は20 時まで） 
◆水曜定休　※売店は 9 時〜、水
曜は売店のみ営業  

（問）0790-23-1500

もちむぎのやかた

兵庫県養父市〜朝来市〜神河町〜市川町〜福崎町〜姫路市

まずはポイントスポットにある
専用パンフレットをゲット！

養父市イメージ
キャラクター
「やっぷー」

朝来市マスコット
キャラクター

「ちゃすりん」

姫路市 HIMEJI

朝来市 ASAGO

養父市 YABU

神河町KAMIKAWA

日本の近代化を支えた明延鉱山、神子畑鉱山、生
野鉱山。かつてそれらを結ぶ鉱石輸送の専用道路
があり、銀の馬車道へと繋がり、日本の鉱業発展に
大きく貢献した。現在、このエリアは「鉱石の道」と
名付けられ、一円電車や日本最古の鋳鉄橋、鉱山道
路など、往時を偲ぶ産業遺産を巡ることができる。

「鉱石の道」とは？

鉱石の道推進協議会 
（問）0796-26-3611 http://koseki-michi.com/

正式名称を「生野鉱山寮馬車道」と言い、明治9年に生
野銀山～飾磨津（現姫路港）の間を結ぶ馬車専用道路と
してつくられた。当時のヨーロッパの土木技術が用いら
れ“日本初の高速産業道路”と言われている。完成から約
135年が経過した今も、その大部分が国道や県道などと
して使用されている。

「銀の馬車道」とは？

銀の馬車道ネットワーク協議会 
（問）079-281-9059 http://www.gin-basha.jp/
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旧生野鉱山職員宿舎・志村喬記念館（甲社宅）
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播磨富士の名で知られる「笠形山」は、
山頂の眺めが素晴らしく、北は但馬・
丹波の連山を、南は瀬戸内海を一望で
きる。山麓には1千年以上の歴史がある

「笠形神社」がある。本殿、中宮の彫刻
は、丹波柏原の中井家一統の作。
秋は紅葉の名所としても賑わう。
◆神崎郡市川町上牛尾

（問）市川町観光協会 0790-26-0099

笠形神社

EVENT INFOMATION

当時の面影をとどめる
馬車道神崎郡歴史民俗資料館

◆神崎郡福崎町西田原1038-12
◆ 9 〜 16 時 30分
◆月曜休館（祝日の場合翌日）

（問）0790-22-5699

「ハヤブ」

「銀太郎」
「未

み き

来」

馬車道修築の碑

銀の馬車道に関連した史跡や自然を巡るウォーキング
や、地域特産品の販売などのイベントを順次開催！

銀の馬車道リレーイベント
9 月14日（土）〜11月24日（日）

一円電車「くろがね号」が、70mの手作り線路を
ゆっくりと走行。ガタゴト走る姿は当時を思い
出させてくれる。
◆養父市大屋町明延1184  ◆10 〜15 時  
◆1円（乗車寄付金）

（問）あけのべ自然学校 079-668-0258

一円電車に乗ろう！11月までの毎月第 1日曜

一円電車「くろがね号」の試乗会や坑道探検体験、写真
展、スタンプラリーなど、鉱山町の賑わいが甦る。普段は
できない貴重な体験もできるのでファミリーにもおすす
め！一円電車の乗車体験・明延鉱山探検坑道見学会・あ
けのべ探訪スタンプラリー・ バザーなど
◆養父市大屋町明延／明延振興館駐車場周辺  
◆ 9 〜16 時  （問）あけのべ自然学校 079-668-0258

あけのべ一円電車まつり 10月20日（日）

明延鉱山で採鉱された鉱石の選鉱場となり、山の急斜
面に東洋一の生産高を誇った巨大な建物があった。現
在は公園整備され、隣には生野鉱山の開発に貢献した
フランス人技師・ムーセの住居が残る。また、国道429
号沿いには「鉱石の道」建設の際に架けられた日本最
古の鋳鉄橋が残っている。
◆朝来市佐嚢1826-1  ◆ムーセ旧居：10 〜17 時（土・
日のみ公開）  ◆12/29 〜2月末は休館

神
み こ ば た

子畑選鉱場跡・神子畑鋳鉄橋

中播磨地域活動交流メッセ　9 月14日 ( 土 )
◆福崎町エルデホール、福崎町文化センター周辺

銀谷祭り　9 月29日 (日)
◆朝来市生野町口銀谷地域
大正から昭和初期に建てられた民家が残る鍛冶屋町通
りを歩行者天国にして開催される。※詳細は10 ページへ

（問）朝来市生野支所地域振興課 079-679-5802　

神前山ハイキング　10 月19日 (土)
◆JR 福崎駅前（集合場所）

かみかわ商工祭　10月27日 (日)
◆神河町役場前広場

播磨街道銀の馬車道ウォーク 10月27日 (日)
◆亀山御坊本徳寺（集合場所）

ふくさき産業祭　11月2日 ( 土 )
◆福崎町商工会・エルデホール周辺

銀の馬車道クイズラリー　11月3日 (日)
◆神河町観光交流センター

いちかわ商工祭　11月17日 (日)
◆市川町文化センター

いちかわ銀の馬車道ウォーキング  11月17日(日)
◆市川町文化センター

香寺町農業・産業祭　11月24日 (日)
◆JR 香呂駅西側

日本ユネスコ協会連盟では、100 年後の子どもた
ちに、長い歴史と伝統のもとで豊かに培われてき
た地域の文化・自然遺産を伝える『未来遺産運動』
を展開しています。その取組の柱として、平成 21
年度から、地域の文化・自然を守り継承する市民
活動を毎年登録し、それを推進する人と地域を日
本全体で応援する仕組みづくりを進めています。

「銀の馬車道プロジェクト」は、平成 24 年11月に、
住民と行政が一体となった取組を高く評価され、
兵庫県下で初めて登録されました。

市川町 ICHIKAWA

④ あけのべ自然学校　④ 明延振興館　④ あゆ公園
④ 道の駅ようか「但馬蔵」　⑤ 道の駅やぶ温泉「但馬楽座」

⑥ 道の駅フレッシュあさご（朝来サービスエリア）
⑦ 生野まちづくり工房「井筒屋」　⑧ 口銀谷銀山町ミュージアムセンター（浅田邸）
⑨ 旧生野鉱山職員宿舎・志村喬記念館（甲社宅）　⑩ 史跡生野銀山

⑪ かんざき大黒茶屋　⑫ 銀の馬車道交流館

⑬ 市川サービスエリア（下り）　⑭ 市川町文化センター

⑮ もちむぎのやかた　⑯ 神崎郡歴史民俗資料館

⑰ 西光寺野の人参役所跡　⑱ 姫路城
⑲ 亀山御坊本徳寺　⑳ 姫路みなとミュージアム

養父市

朝来市

神河町

市川町
福崎町

姫路市

ムーセ旧居

神子畑鋳鉄橋
（国指定重要文化財）
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スタンプポイント一覧但馬地域

中播磨地域

NEWS

専用パンフレットのハガキに
スタンプを押して応募しよう！

銀の馬車道プロジェクト
未来遺産に登録！
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