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2 八上
3 畑
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5 岡野
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7 後川
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12 西紀南
13 西紀中
14 西紀北
15 大山
16 味間
17 城南
18 古市
19 今田　

Access

市内19地区市内19地区 定住促進重点地区
市内の東部・北部の地域を「定住促進重
点地区」とし、様々な制度を設け若者の
定住を重点的に支援しています。
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お車で

電車・バスで

大阪 ▶ （阪神高速道路） ▶ 池田IC ▶ （中国自動車道） ▶吉川JCT ▶ （舞鶴若狭自動車道） ▶ 丹南篠山口IC

● 大阪から約1時間

● 神戸から約1時間
神戸（三ノ宮） ▶ （新神戸トンネル） ▶ （阪神高速北神戸線） ▶ 箕谷IC ▶ （神戸北有料道路） ▶ 神戸三田IC ▶ （舞鶴若狭自動車道） ▶ 丹南篠山口IC

京都 ▶ 国道９号線 ▶ 沓掛IC ▶ （京都縦貫自動車道） ▶ 亀岡IC ▶ 国道372号線 ▶ 福住 ▶ 篠山城跡・城下町
● 京都から約1時間

● 大阪から約1時間
JR大阪駅 ▶ JR篠山口駅

● 神戸から約1時間20分
JR三ノ宮駅 ▶ JR尼崎駅 ▶ JR篠山口駅

＜最寄り駅から城下町へ＞

● JR篠山口駅から約15分
JR篠山口駅 ▶ （神姫グリーンバス）▶ 二階町バス停

● JR京都駅から約1時間30分
JR京都駅 ▶ JR園部駅 ▶ （京都交通バス）▶ 福住バス停
(神姫グリーンバス) ▶ 二階町バス停

兵庫県
丹波篠山市

兵庫県
京都府

大阪府

奈良県

和歌山県

兵庫県
丹波篠山市

滋賀県

MAP
人 口
40,198人 （2022年2月末現在）

総面積
377.59平方km

丹波篠山黒大豆（黒枝豆）
丹波篠山山の芋
丹波栗
丹波篠山牛
丹波焼など

世帯数
17,555世帯（2022年2月末現在）

特産物
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懐かしい里山の風景と、その中で作られる丹波篠山黒豆や丹波栗などの農産物。城下町

や宿場町として栄えた歴史を今も感じられる町並み、そして丹波焼をはじめとするもの

づくりの文化。魅力あふれる丹波篠山は、近年都市部からの移住者が増えつつあります。

移住先として注目される理由は、自然と歴史、文化だけではありません。昔ながらの暮ら

しを守りつつ、新しいものごとを取り入れ、たくさんの人と交流してきた進取的で社交的

な土壌が大きく関わっています。里山でありながら現代的な暮らしやすさがあり、新しい

挑戦や移住者を柔軟に受け入れ、歓迎する気風が、移住を考える人々を惹きつけています。

丹波篠山には、城下町や宿場町を含む2ヶ所の重要伝統的建造物群保存地区があります。また、
デカンショ節と丹波焼という2つの日本遺産を有し、農家によって代々受け継がれてきた黒大豆栽
培は日本農業遺産の認定を受けています。さらにユネスコの創造都市ネットワークにも加盟し、伝
統を守りながら新しい価値観と魅力を創造・発信する活動も行なっています。

豊かな自然と、ものづくりの文化が息づく丹波篠山は、農業を志す人や創作の場を求めるアーティストの移住先として注目されていました。さらに、
その唯一無二の環境に惹かれ、自分らしいスタイルのショップやレストラン、カフェを開く人が自然と集まってきました。最近では大阪や神戸も
通勤圏内ということから、都市で働き里山に帰るという生活スタイルを選択する移住者も増えています。従来のイメージとは異なる、自分らしい
暮らし方ができる田舎暮らしの場として、丹波篠山はますます注目を集めています。

丹波篠山の歴史、自然、文化 丹波篠山のいま
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丹波篠山で
の日常

教えてください！

関西圏だけでなく、関東からや海外生活を経て移り住む方も
いる丹波篠山。先輩の移住者に、この地を移住先に決めた
理由や、実際の生活について聞いてみました。

移住のきっかけは？Q1

どんなお仕事をされていますか？Q2

休日の過ごし方は？Q3

移住後、食生活に変化はありましたか？Q4

丹波篠山の好きなところは？Q5

丹波篠山への移住を考えている人に
アドバイスやPRするとしたら？

Q6

Q1
丹波篠山に友人がいるので毎年遊びに来てて、いいところだと
思っていました。ある年、民泊に泊まったらここで暮らすイメージが
掴めたんです。もともと、妻も丹波篠山が好きでしたしね。

今は人材育成とか組織開発の仕事をしています。仕事柄リモートワーク
ができるようになったので、それも移住を決めた理由の一つです。

景色が綺麗なので、散歩してるだけで感動があります。
あと、人が優しくて、繋がりが広がっていくところも好きですね。

Q2

Q3 休日は畑仕事をしたり、絵を描いたり、
散歩したりとか、のんびり過ごしてます。

Q4
こっちに来てから自炊が増えましたね。
食材は直売所で地元の野菜を買ったり、
宅配サービスを使って調達しています。

Q5

Q6

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

まずは民泊などで、丹波篠山での
暮らしを擬似体験してみるといいと思います。 置塩 ひかるさん 20代

兵庫県出身
移住して1年半
ルームシェア

生野 雅一さん
いくの   まさかず

40代
京都府出身
ケニアや東京を経て移住し、半年
妻と子どもの3人家族

石川 大介さん 30代
福岡県出身
阪神間から移住して1年
妻と2人家族

移住について考え始めた頃、妻が毎年行っていた丹波篠山での
ダンス合宿に同行して、ここの良さを知りました。
前職での経験を生かせる仕事がこっちで見つかったのも大きかったです。

休日はやっぱり子ども中心ですね。
あとは畑仕事とDIY。今、ホームセンターが楽しいです。

移住後は、自分の畑でとれた野菜を使ったりして、ほぼほぼ自炊です。
地元のスーパーで売ってる食材も美味しいんですよ。

この辺りは、いろんなバックグラウンドを持った人がたくさんいるのが
いいですね。
自分のペースで生活できるので、じっくりレコードを聴く時間もできました。

のんびりスローライフとはちょっと違う、面白い人と痺れる体験をしたい人
に丹波篠山はおすすめですね！

歴史美術館のスタッフをしながら、
社団法人で観光部門も担当しています。

Q1 海外を含めあちこちでファームステイした中で、丹波篠山の風景や人に
故郷を感じたのがきっかけで移住しました。

Q2

Q3
お休みの日は丹波篠山で過ごすこと
が多いですね。公園を散歩して、帰りに
コーヒーを買って帰ったりとか。

Q4
自炊もしますが、地元のお店を巡るのも楽しいです。
農作業のお手伝いもしているので、よく野菜をもらってて、特に7月から
10月はずっと枝豆を食べています。とっても美味しいんですよ！

Q5

Q6
丹波篠山は、一言で言うとちょうどいいところ。人との距離感や都会へ
のアクセスも近すぎず遠すぎず、さまざまなことの選択肢も多すぎず、
本当にちょうどいいですね。

地域活性事業のサポートをしています。

景色や空気、旬の食材など、
暮らしの中で四季を感じられるところが好きです。

Q & A
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お休みの日は丹波篠山で過ごすこと
が多いですね。公園を散歩して、帰りに

地元のお店を巡るのも楽しいです。
農作業のお手伝いもしているので、よく野菜をもらってて、特に7月から
10月はずっと枝豆を食べています。とっても美味しいんですよ！

地域活性事業のサポートをしています。

ダンス合宿に同行して、ここの良さを知りました。
前職での経験を生かせる仕事がこっちで見つかったのも大きかったです。

休日はやっぱり子ども中心ですね。
あとは畑仕事とDIY。今、ホームセンターが楽しいです。

社団法人で観光部門も担当しています。

おきしおいしかわ だいすけ
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古荘：私、ずっと家のお風呂を五右衛門風呂にし

たくて、こっち来てからその夢を叶えました。

もともと実家のお風呂が五右衛門風呂で、子どもの頃か

らお湯を沸かして湯加減をみるお手伝いをしてて。それが

めっちゃ楽しかって、しかも五右衛門風呂だとあったかさが

違うんですよ！

都会では薪でお風呂沸かすなんて絶対できひんから、田舎

に住んだら五右衛門風呂って決めてて。

村井：えーっ！素敵！

仲島：毎日焚くんですか？

古荘：薪で沸かすのは楽ではないんで、さすがに毎日じゃな

いですけどね。一応ガスで沸かしたお湯も入れられるよう

にしてるから、そっちも使いつつ。

村井：それは田舎暮らしの良さですよね。できないことがあ

んまりない。やろうと思えば結構なんでもできちゃうじゃない

ですか。だってニワトリ飼おうかな思ったら、飼

えるでしょ。

古荘：飼える飼える！

仲島：確かに。

村井：不可能なことが少ない

から、子どもには本当にいい

なって思って。なんか言われた

時に、たとえばこの前フクロウ飼い

たいって言われたんですよ。で、都会やっ

たら、そんなん無理に決まってるやんで終わるけど、フクロ

ウかあって…。

飼えるやん…。

でも調べたら、え、フクロウ高い！って（笑）。

仲島：コロナ禍でもあんまり困らなかったですよね。子ども

は外で遊び放題だし、夏休みも庭にプール出してバーベキ

ューしたりしたら、どっかのキャンプ場行ってるのと変わら

ない。なんか、窮屈感なかったし、夏休みがたくさん増えて、

逆に子どもらは楽しく遊んでましたね。

村井：そうそう！だから友達に、すごい羨ましい！行きたい！

っていっぱい言われた。
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丹波篠山歴／5年
3人家族
農村エリア 在住

独自の視点で
セレクトしたアイテムを
扱う古道具店を経営。

豆からこだわった
自家焙煎コーヒーを
提供するカフェを経営。

大阪から移住し、
自然の中で3人の
子どもの子育て中。

丹波篠山歴／10年
3人家族
農村エリア 在住

丹波篠山歴／2年
5人家族
宿場町エリア 在住

仲島 作菊さん 古荘 かをりさん 村井 訓子さん

仲島：最近、家族でキャンプ行ったんですけど、うちの方が

自然やんって。

村井：そうそう！うちも前にキャンプ場行ったら、「え、ここ

何？駐車場？」って言われて。「違うねん、ここな、オートサ

イトやからどこにでもテント張っていいねん。」「え、駐車

場やん！」「いや、違うねん」って。

仲島：越してくる前はマンションに住んでたので、近所迷惑

にならないようにって、子どもに対してすごい怒ってた気が

するんですよね。でもこっちに来てから、大声出そうがバタ

バタしようがそもそも一軒家だし、隣との距離もあるし、お

おらかな土地柄っていうのもあってか、あまり気を使わなく

てよくなって。

自分が穏やかになって、怒ることがだいぶ減ったなと感じ

てます。イライラすることはありますが、ぼーっと山見て、鳥

のさえずりなんかが聞こえてたら、苛立ちがスーッとおさまる。

子どもも親がイライラしてたら伝わると

思うし、そういう意味でも移住して良か

ったなあって思いますね。

村井：うちの子どもらはみんな、もう都会

に帰れないですね。久しぶりに帰ったら、

もう全員体調崩して。街中入ったら鼻くしゅ

くしゅし出して、空気が合わんのかなって言っ

て。そんなに過剰に反応するかって思ってたん

ですけど。もうね、長男は二日目で「あかん、ちょ

っと息がしづらい」とか言い出して。「ダメや、俺はも

うダメや」って。こっちは都会と比べるとのんびりゆっくり

だし、自然の中でめっちゃ遊んでるんで、「ほんまやな、あ

んた戻られへんな」って。

古荘：うちは学校までがちょっと遠いんですけど、でも歩い

て行くの、本人は楽しいみたい。かえるとか虫とか好きなん

で。ただ、集団で登下校するんで、「ほんとはいろいろ採り

たいんやけど、みんながおるから採られへん」って言って。

帰って来てから採りまくってる。

　　

仲島：うちの子のところは大体1クラス10人ぐらい。全校生

徒が仲良い感じだし、授業も行き届いてると思います。タブ

レットを使った授業でも、ものすごい丁寧に時間もかけて、

最後に一人一人プレゼンしたりして。都会に住んでる友達に

言うと、人数多いとそういうきめ細かな授業はできないから

羨ましいって。

学校で農作業もするでしょ、こっちは。だから子どもの方が

私よりも全然知識ある。こういう時はこうするんやでって。

座って勉強するだけじゃなくて、土に触れて学ぶっていうの

も大切だなって思いますね。もちろん人数少ないことのデメ

リットもあるといえばあるけど、それとメリットとを天秤にか

けた時に、メリットの方が大きいと私は感じてます。

6

丹波篠山に家族で移り住み、田舎暮らしを
満喫中の3人に、丹波篠山での暮らしや子育
てについてたっぷり語っていただきました。

　こなら、やろうと思えば
なんでもできる。

分も子どもも穏やかになった。

移住して良かったことはなんですか？

丹波篠山での子育てについて教えてください。

学校のクラスは何人ぐらいですか？
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子どもはいつもドロドロ！

また
イノシシや！
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し、外干しが本当に難しい。

仲島：こっち来たら穏やかになるよって。一番はそこかな。

都会に住んでた頃は、人の目とか気にしたり、人間関係と

か気をつかって、すっごい気が立ってたと思うんですよね。

その辺が楽になったというか、精神的にも落ち着いたかなっ

て思いますね。

子どもが小さい時って子育て

でしんどいイメージあ

るけど、子どものた

めにっていうのが

移住の原動力に

なるから。それに、

子どもがいろいろ

あった時の緩和剤

になってくれることもあ

ったし。あと、体力が必要

だったりするから、パワーのあ

るうちがいいかな。

村井：確かに草刈りと

かあるから、ある程度

体力ある時に来る方

がいいとは思います。で

も割り切って他の人にや

ってもらったりっていう方法も

あるし。そうやってリタイヤ後の生活

を楽しんでる人もいますね。

古荘：そこらへんの仕組みは地域ごとに違うから、事前に

調べておくといいかな。

村井：どうやろな。ちょっと古いけど、今でしょ！かな。よく

年配の方から聞くのが、田舎暮らししたかったんだけど決

断できひんかったって。だから、決めるなら今でしょって。

思った時、そのタイミング。

古荘：私はずっと前から田舎に住みたい方だったからねえ。

住みたいと思うとこがあるんやったら、悩んでなくってそこ

に住んだ方がいい。だって今しかないし。まあ、どこ行って

も悩み事はある。でも、どこ行っても助けてくれる人がおる。

必ず。だからもう、丹波篠山に住みたいっていう気持ちがあ

るんだったら、絶対住んでみて欲しいかな。

　　

古荘：うちは田んぼと畑が周りにあるの

で、草刈りが最初はしんどかった

ですね。

草刈りしないと、周りの畑に迷惑

がかかるんですよね。猪が出てき

やすくなるんです。近所のおばあ

ちゃんらと、「また猪に掘られてる

わー」「うちも来たわー」「ちゃんと草

刈っとかなな」って。

　店もやってるんで、店の方の草刈りもあるし大変で。今人に

頼んだりもしてるけど、草の生える勢いの方がすごい。草刈り

機買うにしても、どれがいいか分からんかったから適当に買

ったら重すぎて。今やっと自分用に軽いの買ったんで、だいぶ

楽。今は草刈りが楽しいぐらい。

あとは大雨の時ね。引っ越してすぐ大雨が降って、どんどん

水が来て、家の前と後ろが川になってて。主人と2人で土嚢積

みまくって、消防も呼んだけど、他でもいっぱい被害が出てた

から、うち来はった頃はもう自分らでやったあとで疲れ切って

寝てる状態で。それがちょっとびっくりしたかな。でもそれも

楽しい。主人もそやけど、楽しんでる。まあ別に大丈夫やろ

って。

村井：うちの場合は、子どもたちが一旦外に出たら帰らない

のが大変！うちの子、自然が大好きなんで。一歩外に出れば

自然だらけでしょ、もうほぼ毎日日没まで遊んでる。

しかも、ようやく帰ってきたと思ったら全身びちゃびちゃのド

ロドロやから。もう寒かろうがなんだろうが玄関で服全部脱

がせて、そのままお風呂！

子どもたちを自然の中で育てたかったからそれは嬉しいんで
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　 分用の草刈り機買ったら、
草刈りが楽しくなった。

す。自然の中で学んで、大きくなって欲しかったから。でも、こ

こまでハマるとは思ってなくって。

外に遊びに出たら帰って来ない、帰って来たと思ったらどろ

んこ！今一番大変なところはそれかなあ。

仲島：家建てるとか、リフォームするなら、絶対部屋干しで

きるスペース作った方がいい！

朝洗濯干しても、3時ぐらいになると湿気がすごくてもうぐ

っしょり。夜干しなんてしようもんなら、それはもう！もう一

回洗わなあかんぐらい。あ、これはあかんわってなって。み

んなどうしてはるんか聞いたら、農家さんやったら農作業し

たあと2時か3時ぐらいには取り込んではる。でもお勤めと

か、よそで仕事してたらその時間家におらんくてできひんか

ら、洗濯物干すための部屋を作ってるとこもあるみたい。

どうしようってなって、それやったらお風呂に浴室乾燥機つ

けよう思って。でも、コロナで部品が足らないから遅くなる

って言われちゃって。

洗濯物は庭があるから干せるわーって思ってたから、こうい

うこと先に知っといたら良かったって思った。

古荘：あとはカメムシも大変やな。

仲島：そう！服についたまま気付かんと一緒に洗って、洗濯

機開けたらめっちゃ洗濯物臭いっていう。

仲島：湿気のことは、早く取り込めたら全然いいんですけど

ね。でも花粉もあるし、梅雨とか冬とかそもそも乾きにくい

　 波篠山に住むなら、
家に部屋干しできるスペースを！
これから丹波篠山に移住しようと考えている人に
アドバイスはありますか？

丹波篠山への移住を迷ってる方の
背中を押す一言をお願いします。

大変なことはありますか？
住するなら、今でしょ！って。

外干ししてたら洗濯物についたりしますしね。

kurashi no honnekurashi no honne

あった時の緩和剤

子どもがいろいろ

：こっち来たら穏やかになるよって。一番はそこかな。

るうちがいいかな。

断できひんかったって。だから、決めるなら今でしょって。

思った時、そのタイミング。

に住んだ方がいい。だって今しかないし。まあ、どこ行って

も悩み事はある。でも、どこ行っても助けてくれる人がおる。になってくれることもあ

ったし。あと、体力が必要ったし。あと、体力が必要

だったりするから、パワーのあ

草刈りしないと、周りの畑に迷惑

がかかるんですよね。猪が出てき

のが大変！うちの子、自然が大好きなんで。一歩外に出れば

朝洗濯干しても、3時ぐらいになると湿気がすごくてもうぐ

：家建てるとか、リフォームするなら、絶対部屋干しで

きるスペース作った方がいい！

っしょり。夜干しなんてしようもんなら、それはもう！もう一

回洗わなあかんぐらい。あ、これはあかんわってなって。み

自然だらけでしょ、もうほぼ毎日日没まで遊んでる。

しかも、ようやく帰ってきたと思ったら全身びちゃびちゃのド

ロドロやから。もう寒かろうがなんだろうが玄関で服全部脱

やすくなるんです。近所のおばあ
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丹波篠山暮らし案内所における 移住者推移

小学生

1975人
園児

870人
中学生

977人

平成28年度

10世帯
（26人）

平成29年度

15世帯
（37人）

平成30年度

34世帯
（68人）

令和元年度

29世帯
（70人）

令和２年度

50世帯
（124人）

令和３年度

令和4年１月1日現在

57世帯
（150人）

2021年 平均気温

丹波篠山市  児童生徒数

毎月1日観測

-0.5℃
1月

6.1℃

2月

10.7℃

3月

11.1℃

4月

15℃

5月

20.6℃

6月

22.5℃

7月

27℃

8月

24.6℃

9月

22.1℃

10月

14.4℃

11月

8.2℃

12月

令和4年1月現在


	a38d58433de6b9c1fb4bcad52a72b9b8
	3d63c0a73f2bd71fe6fcec11ce8a49f6
	b3d13ec53a4cf263e0c4ec1245f8582a
	926f7922150b957b644a8163bec23b11
	54778c89acec9c10bef55019b63385b5



