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地図の人々を探してみよう！
マップ上の人物は実際の淡河町民をモデルに書かれてい
ます。見かけたら声をかけてみてね。スタンプかサイン
がもらえるよ。3個集めると ...プレゼントがもらえるよ。

このマップに掲載されている場所は一部です。

他にも淡河町のみどころはいっぱい。

みんなでワクワクを発見してみましょう。
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[MapＣ-2] 淡河町淡河字弘法垣643-1

直売所では旬の野菜や花、淡河産の美味しいお米、肉、農産加工品、工芸
品などを販売。レストラン「そば処 淡

あわたけ

竹」では地元産のそば粉を使用した「十
割そば」のほか、四季折々の地元素材を活かしたおふくろの味を堪能できる。

満月堂
[MapC-2]淡河町淡河754-1

創業明治15年、淡河の名物といえば「豊
とよすけ

助饅
まんじゅう

頭」。水曜定休。営業時間は8:00

~18:30まで。TEL:078-959-0310

神戸市北区
淡河町

北区

西区 灘区 東灘区
中央区

兵庫区

長田区
須磨区

垂水区

三宮

おうごちょうって
どんなとこ？

淡 河 町へ行こう！

淡河町のことを
もっと知りたいときは

『おうごへ GO』
https://www.ogo-go-go.com/　

淡河ワクワクMAP みどころポイント解説OGO WAKUWAKU MAP
淡河ワクワクMAPに掲載されている淡河町のみどころポイントをこのページで詳しく解説します。
地図と照らし合わせながら、観光にお役立てください。

淡
おうご
河八

はちまん
幡神社

[MapＣ-1] 淡河町勝雄35

神社の由緒は古く奈良時代末期にまで遡る総
そうちんじゅ

鎮守の宮。例年2月に行わ
れる「御弓神事」(兵庫県指定重要無形民俗文化財)は鎌倉初期の発祥
と伝えられ、五穀豊穣と厄

やくよけ

除解
かいじょ

除を祈願する行事として800年に渡り受け
継がれている。10月の「秋季大祭」は拝

はいでん

殿での例大祭、神
かぐらまい

楽舞、そして
御
おたび

旅神事と呼ばれる神
みゆき

幸式からなり、御旅神事は神戸市の重要無形民俗
文化財に登録されている。町民からは親しみを込めて「はちまんさん」と呼
ばれている。

天
てんまん
満神社

[MapＣ-1] 淡河町勝雄148

かつては天神社と呼ばれ、天より諸神が降臨したと伝えられるシビレ山の
『磐

いわくら

座』に正対面して鎮座する、淡河で最も創立の古い古社のひとつ。淡
河八幡神社秋季大祭では神

みゆき

幸式の御
おたびしょ

旅所となっている。黄金の稲穂が波
うつ田んぼを背景に八幡神社から天満神社へ、そして再び八幡神社へと渡
御する太鼓、神

みこし

輿、氏
うじこ

子の人々の行列は非常に美しい。

勝
かつお
雄不

ふどうのたき
動滝

[MapＤ-1] 淡河町勝雄

傍らには勝雄不動尊が祀られ、行場として名高い信仰の滝。巨岩の上に
落差15mの滝が懸かり修

しゅげん

験滝として遠近より訪れる人も多い。県道38号
線沿いの神姫バス「勝雄不動口バス停」から脇道に入って東へ進み、淡
河川を渡った突き当たりを山沿いに右折するとまもなく参道入口がある。沢
沿いを進み急な石段を登ると滝へ到着する。

淡河八幡神社みそぎ場
[MapＤ-1] 淡河町勝雄

淡河から勝雄不動滝へ向かう参道の中ほどにあり、毎年厳寒の2月、淡
河八幡神社で執り行われる御弓神事で射手を務める若者と師範がこの不動
渓谷でみそぎを行う。普段は深い木々に囲まれひっそりとしている。

淡
おうごじゅく
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ほんじんあと
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[MapＣ-2] 淡河町淡河

淡河宿は豊臣秀吉の命によって宿場町として整備され、江戸時代に入ってから
も東播と北摂を結ぶ湯

ゆのやま

山街道の要地として栄えた。国道と旧道との交差点に建
つ旧本陣村上家は秀吉の命を受け宿場町建設に尽力した村上喜兵衛を祖にし
た旧家で、江戸·明治に至る長きにわたって淡河の大

おおじょうや

庄屋職や淡河宿本陣を務
めた。現存する本陣跡の広大な敷地には主屋や土蔵など多くの建物が残されて
いる。南西角に「湯乃山街道淡河宿本陣跡」と記された石碑が立ち、近くに「南 

山田兵庫、東 有馬大坂、西 三木姫路」と書かれた石の道標がある。現在は、
地域の情報発信·交流拠点として整備が進む。

淡
おうご
河城

じょうし
址

[MapＣ-2] 淡河町淡河

道の駅淡河の南、浦川に面した小高い山の頂にある。淡河城は淡河氏代々の
居城だったが、天正6~8年(1578~1580)羽柴秀吉による三木城攻めの後、
有馬氏一万五千石の居城となり、慶

けいちょう

長六年(1601)に三田城に移封された。約
400年間、城主14代に渡り淡河と共に栄えたが、現在は城の遺構を本丸と
天守台、堀に残すだけとなっている。本丸の南東、竹慶寺跡の境内には城主
淡河氏代々の墓碑がある。 

北
きたそお
僧尾厳

いつくしま
島神社

[MapＢ-2] 淡河町北僧尾1682

「奉
びしゃ

社伝記」(明治3年)には「田畑開発、五穀豊穣を祈り、延文4年(1359)、
市
いちきしまひめのみこと

杵島姫命を祀るに一村繁栄す」と記されている。千
ちぎ

木·鰹
かつおぎ

木を載せた銅板葺
の現在の社殿は平成6年に新築されたもので、中に本殿がある。境内には日
本最古の農村歌舞伎舞台があり、ゆるやかな傾斜地と河川、竹薮に囲まれた
地形が、本殿前の舞台観覧席に天然の音響効果を生んでいるようだ。

北
きたそお
僧尾農

のうそんかぶきぶたい
村歌舞伎舞台

[MapＢ-2] 淡河町北僧尾1682厳島神社境内

江戸時代、農民の娯楽であった農村歌舞伎や人
にんぎょう

形浄
じょうるり

瑠璃を上演していた農村
舞台。農村歌舞伎は当初、田んぼなどに仮設の小屋をかけ上演されていたが、
後に神社境内の長床などが舞台として使用されるようになった。「北僧尾農村歌
舞伎舞台」も本来は、北僧尾厳島神社の神事で用いる長床として建てられたも

ので、舞台の鏡柱の上部に「安永6

年酉
とり

年(1777)正月吉日たて申候」の
墨
ぼくしょめい

書銘があることから、現存する歌舞
伎舞台の中で日本最古とされている。
兵庫県の重要有形民俗文化財に指定
されており、2014年10月に‘平成の
大改修’が完了した。

南
みなみそお
僧尾観

かんのんどう
音堂

[MapＢ-2] 淡河町南僧尾573

承和7年(840)創建と伝えられる恒
例山新善寺の元本堂で、秀吉の三木
城攻めの時代に寺は消失して本堂の
み兵火を免れた。辻堂形式の和

わよう

様で、
室町時代後期の様式を残し遺存状況
も良いことから、県の重要有形文化
財に指定されている。なお境内の地蔵堂は、厨

ずし

子と共に17世紀後期の建立と
推定され、入り口にある「鶴

つるさわ

沢大
だいすけ

助太
たゆう

夫之碑」が当時の浄瑠璃の流行をしの
ばせる。また、約120年ぶりの大修理が2021年に完了する。

南
みなみはぎわら
萩原城

じょうし
址

[MapＣ-3] 淡河町荻原

萩原城址は、萩原地区の東端の淡河川へ南から突き出した台地上にある。淡
河氏により創築されたが、後に有馬氏に攻め込まれ有馬氏の城となった。 当時
の萩原城は、淡河川に沿って二の丸、西の丸を備え､最高所に本丸を配置す
る構えだったが､現在はほ場整備のため地形が大きく変えられ、本丸跡周辺に
空
からぼり

掘や土
どるい

塁が残るのみ。

石
しゃくぶじ
峯寺

[MapＡ-4] 淡河町神影110-1

神
みかげ

影地区にあり、神戸市内では有数の
古
こさつ

刹の一つ。孝
こうとく

徳天皇の勅
ちょくがんじ

願寺として
白
はくち

雉2年(651)、法
ほうどう

道仙人によって開
山されたと伝えられている。 薬師堂、
三重塔は、国指定の重要文化財。ま
た、寺背の88ヶ所の奇岩や小径には、
中世の石造物が点在し、寺の歴史を物
語っている。特に、毎年3月に行われる「火渡りの行」は有名で、多くの参拝
客が訪れる。

素
すさのお
盞鳴神社、八

やくも
雲神社

[MapＢ-5] 淡河町神田916、淡河町神田253

わずか500mの間に相対して鎮座するこれら二社は、祭神を共に姫路の広
ひろみね

峯
神社の神とされ、牛

ごず

頭天皇(素
すさのおのみこと

盞鳴命)とその子五男三女の神々(八王子)を祀っ
て明治までは社名をそれぞれ天王社、八王子社としていたという。貞

じょうがん 

観11年(869

年)、京都に悪
あくえき

疫が流行して八坂祇園に播磨広峯の神が勧
かんじょう

請された時にその
神
みこし

輿が神
こうだ

田に一泊したので、その後駐
ちゅうれん

輦の地に八雲神社を祀った。以後この
付近一帯を神領としたので神

こうだ

田の名が出たと言われている。二社ともシイやアカ
ガシ、杉の巨木からなる鎮守の杜に囲まれ荘厳な雰囲気を漂わせている。

淡河ワクワクMAP
2021年 3月発行
神戸市農村ツーリズム事業
[企　画 ]　淡河ワッショイ
[地図制作・編集 ]　辻本 実紀
[イラスト ]　石井 那奈
[デザイン ]　安福 友祐（cott）
[協　力 ]　淡河町のみなさま

淡河ワッショイ
「淡河の明日を考える会」通称「淡河ワッショイ」は老若男女、いつでもだれでも気軽に
淡河のことをざっくばらんに話せる場として淡河町民の有志により2011年に結成されまし
た。若い奥様にとって住み良い環境づくりをコンセプトに掲げ、活気ある淡河を目指し、
さまざまな試みに主体的に取り組んでいこうという淡河町自治協議会公認の団体です。
淡河ワッショイFacebookページ  https://www.facebook.com/ogowasshoi

淡
お う ご

河は神戸市北区の北西部に位置し、神戸市街地から

車でわずか 30 分という好立地にありながら、今もなお豊

かな自然と歴史文化を育む美しい農村地域です。その名

はかつてこの地が「泡
あ わ が こ

河湖」という湖だったという伝説に

由来すると言われています。江戸時代には播磨中部から

摂津有馬・三田へ抜ける重要な道「湯
ゆのやま

山街
かいどう

道」の主要

な宿場町として栄え、今もなお貴重な文化財や伝統行事

が数多く継承されています。また特産品の米、酒米が有

名で、特にこの地で作られる「山田錦」は最高級品とさ

れています。そのほか淡河新テッポウユリやチューリップな

どの園芸作物の生産も盛んです。そして今もなお貴重な

茅葺き民家が数多く存在しています。高齢化と過疎化の

問題を抱える淡河町ですが、近年ではこの豊かな環境を

求めて都市部から移住、起業する例なども見られるように

なり、食や農をはじめとするさまざまな分野で町に新たな

動きが生まれつつあります。

神
こうべせいしょうねんこうえん
戸青少年公園

[MapＣ-4] 淡河町野瀬字南山

昭和58年9月開設、公園面積89.8haの広大な自然公園。中山大杣池をと
り囲むように湖畔広場やアスレチック広場、スポーツ公園が配され、緑の中で
ゆったりと自然を楽しむことができる。園内のデイキャンプ場は予約をすれば無
料で利用できる。野外炉やログハウス調の炊事場などを使えるほか、鉄板や灰
用スコップなど無料で貸しだしてくれるものもあり、家族やグループで楽しめる。
[デイキャンプの問合せ先] 神戸市総合コールセンター TEL: 078-333-3330

通称‘弁
べんけいいわ
慶岩’

[MapＢ-3] 淡河町行原

行原と木津の境、県道の脇にある二つに割
れた巨大な礫

れきがん

岩。地元の人々は「弁慶が置
いていった石」として「弁慶岩」と呼んでいる。
西と東の田圃の境にある。「姫岩」の名もあり、
昔、神様が山の上から淡河川へ岩を掴んで
投げたが、途中で田の中へ落ち、その時に
岩が二つに割れたという伝説もあるとか。

曇
くもりがたき
が滝　滝

たきのみや
宮神

じんじゃ
社

[MapB-3] 淡河町東畑130

落差約5メートル、小ぶりながらも白波をたて
て扇形に広がる姿が美しい。この滝には龍が
棲むという伝説があり、滝の上に鎮座する滝宮
大神は雨乞いの神とされた。かつては修験者の
修行場でもあったが現在は修行も雨乞いも行
われていない。伽

がやいん

耶院(三木市)や石峯寺(淡
河町神影)等の名

めいさつ

刹を開創した法
ほうどう

道仙人はた
びたびこの滝を参

さんろう

篭されたといい、「曇り滝 沖
つ白浪白妙の 丹生山めぐる 水は泡河」の歌が
遺されている。滝の傍の滝宮神社の例祭は毎年12月に行われ、ふろふき大根
の料理がふるまわれる事から、 「ふろふき祭り」 と呼ばれている。明石城主であっ
た松平直明公も例祭に参ってふろふき大根を食べたという。

通称‘禿
はげやま
山’～シビレ山

[MapＤ-1] 淡河町勝雄

シビレ山は丹
たんじょう

生山系の西の端に位置し、丹生山や帝
たいしゃく

釈山への縦走コースとして
コアな登山者に親しまれている。これらの登山道は地元でもあまり知られておら
ず、自然のままの静かな山道を楽しむことができる。勝雄不動の滝の脇がシビ
レ山へ向かう登山口になっており、急峻な鎖

くさりば

場を登りきると通称‘禿山’に出る。
眼下に淡河の集落や西脇方面の山並
みが一望でき、思わず感嘆の声が上
がるほど。禿山からはザレ場の尾根歩
き、シダの茂みや沢筋の杣

そまみち

道を経てシ
ビレ山(465m)まで約1時間。山頂
の近くには奇岩の密集した場所があり、
「シビレ山古代祭祀跡」とされている。

❶アセロラの華fairy 
[MapＢ-1]
淡河町淡河1505-2

アセロラデザートやドリンクが堪
能できるカフェ。　
TEL：080-1480-2447

❷カフェ 野の花
[MapC-2]
淡河町萩原665

お洒落な癒しの空間で美味しい
珈琲をどうぞ。
定休日：水曜日・木曜日
営業時間：11:00～17:00

TEL：078-959-0709

❸ごはんやさんキモリ
[MapB-2]
淡河町萩原696

手間隙かけた懐石料理を少しず
つお膳に。
TEL：070-8546-6112

❹純喫茶カランコロン 
[MapＢ-4] 
淡河町野瀬721-1

季節の野菜たっぷりのイタリアン。
TEL：078-958-0991

❺本陣なな福
[MapC-2]
淡河町淡河792-1

蒸し鯖寿司や釜めしを本陣のお
座敷で。
TEL：078-219-3460

❻パン工房 ログ
[MapA-2]
淡河町北僧尾1161-1

天然酵母で手づくりパン。実は
シュークリームも人気。
定休日：月曜日・火曜日
営業時間：9:00～17:00

TEL：078-959-0081

❼北海らーめん 淡河店
[MapC-1]
淡河町勝雄58-1

味噌らーめんはトップ商品。サイ
ドメニューも豊富です。
定休日：水曜日
営業時間：11:00～21:00(L.O20:30)

TEL：078-959-0738

❽そば処 淡
あわたけ
竹

[MapC-2]
淡河町淡河643-1道の駅淡河内

淡河産のそば粉を使った「十割
そば」。おふくろの味に舌鼓。
定休日：第3水曜日
営業時間：10:00～17:00

TEL：078-959-1670

❾はなとね
[MapＢ-5] 
淡河町神田143-2

おいしいベーグルはここ。茅葺き
屋根の週末パン屋さん。
営業日：土日のみ営業
営業時間：10:00～16:00

TEL：090-5672-3438

【ホトケノザ】
Lamium amplexicaule

【オオイヌノフグリ】
Veronica persica

淡河町の大きな魅力のひとつは

もちろん、豊かな自然です。

ほっと一息感じてみて下さい。

ほっとひといき
疲れたらひといきつける

飲食店もあります。

どうぞ、ごゆっくり。

※ 2021年 1月現在基本情報
人口 : 約 2,480人
面積 :37.69km2( 神戸市北区、西区以外のどの区よりも広い !)
都市計画法による区域区分 :市街化調整区域 (※ )
※ 景観を守るために制限を設け、市街化を抑制する地域

おみやげを買う
淡河町に来られた際はぜひ、

淡河でしか買えない

淡河土産を。 【タンポポ】
Dandelion

歴史を学ぶ
淡河町には先祖代々

受け継がれてきたことが多く、

あちこちに伝承が残っています。
【ヒガンバナ】

Lycoris radiata

自然をあじわう

東京⇔新神戸(JR)

名古屋⇔新神戸(JR)

岡山⇔新神戸(JR)

福岡(博多)⇔新神戸(JR)

最速2時間37分

最速1時間02分

最速32分

最速2時間12分
※新神戸から三宮まで神戸市営地下鉄で約 1分、
神姫バス神戸三宮バスターミナルから「淡河本町
北」までバスで約 35分

新幹線

札幌⇔神戸

※神戸空港から三宮まで
ポートライナーで約 18分、
神姫バス神戸三宮バス
ターミナルから「淡河本町
北」までバスで約 35分

仙台⇔神戸

羽田⇔神戸

約115分

約85分

約70分

飛行機

三宮⇔淡河

宝塚⇔淡河

有馬⇔淡河

篠山⇔淡河

姫路⇔淡河

約30分 新神戸トンネル「箕谷」下車、国道428号を北へ約15分

中国自動車道 「西宮北」を「神戸、吉川」方面に下車し
直進5分、突き当たり左折し県道38号を西へ約20分
県道506号を北西へ約15分、突き当たり信号を左折し
県道38号を西へ約10分
舞鶴若狭自動車道「吉川JCT」経由、中国自動車道 「吉
川」下車、国道428号を南へ約15分
山陽自動車道 「三木東」下車、県道38号三木三田線を
三田方面へ約10分

約40分

約25分

約50分

約40分

自動車

神姫バス15系統「淡河」行または「三
木営業所」行

神姫バス65系統「三木営業所」行

バス
各線「三ノ宮」⇔淡河本町

JR「三田」⇔淡河本町

神戸電鉄「岡場」⇔淡河本町

約45分

約25分

神姫バス神戸三宮バスターミナルより
「吉川庁舎前」行約35分広域アクセス  主要都市⇔神戸

詳細アクセス
 近隣市町村⇔

淡河町

※2021年3月現在

定休日・営業時間はお電話やSNS等でご確認ください。


