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※土日祝のみ運行

新神戸トンネル

六甲北有料道路「大沢 IC」降りてすぐ
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至・道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」

ACCESS

道の駅 「神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」

●公道を走るルートです。実際の交通ルールに従って安全運転でご走行ください。
●マップ上の距離、ルート表示等は目安です。スマートフォンをお持ちの場合、

QR コードよりルートガイド（外部アプリ）をご利用いただけます。
詳しい利用方法はアプリ内「もっと見る」>「ヘルプセンター」を参照ください。

●マナーを守り、地域の方への挨拶を積極的に行いましょう。

※掲載情報は ���� 年 �� 月現在のものです　※新型コロナウィルスの影響により、掲載施設・店舗の営業状況が異なる場合があります
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神戸の里山の四季を感じる

大沢町 -淡河町 サイクリングマップ●時刻表は WEB サービスなどで最新情報をご確認ください
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神戸市経済観光局農政計画課 計画係
〒���-���� 神戸市中央区御幸通 �-�-�� 
三宮ビル東館３階
TEL ���-���-����  / FAX ���-���-����

株式会社 北神地域振興
〒���-���� 神戸市北区大沢町上大沢 ����
TEL  ���-���-���� / FAX  ���-���-����
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淡河町

 大沢町

KOBE CITY
SANNOMIYA神戸市の最北部、緑あふれる農村風景が残

る大沢町。旬の食材に恵まれ、季節の行事
を守り継ぐなど日常のすべての営みが美し
い四季の移ろいに包まれています。そんな
大沢町の日常を自転車で巡ってみませんか。

大沢町神戸市北区

おお ぞ う ち ょ う

KOBE - OZO

淡河町は江戸時代には湯乃山街道の宿場町
として栄え貴重な茅葺き屋根民家や文化財、
伝統行事がいまも数多く残されており、良
質な米、酒米のほか、ユリやチューリップ
といった園芸作物などが生産されています。

淡河町神戸市北区

お う ご ち ょ う

KOBE - OGO

里山の四季を感じる



ただ体験するだけでなく
体験の背景にある本質に触れる
サイクリングで町内を回ることで、いままで培われてきた里山の魅力を再発見する。
農村の何気ない風景や、農家の方々の生活、その中から生まれた文化など日常生活
では見落としてしまうようなことを時間をかけてみつける。

地走地消
ただ自転車で走って通り過ぎるだけ
じゃなく、サイクリストが「地域を
走り」「地域に触れて」「地域で消費

（体験・交流・観光）」する。サイク
リストはスポーツライドのみでは得
られないその土地ならではの価値を
体験する。

体験

交流 観光
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豊歳神社

六寸岩 大沢のびのび貸し農園

坊主岩 稲生家

渕上家

kobe ozo cafe ���

大沢ファーマーズ
マーケット

光山寺展望台

善入展望公園

大沢I.C.

天狗岩

乗馬クラブ クラフト

おもしろ市場

300mAROUND THE OZOCOURSE 1

DISCOVERY SATOYAMA CYCLING MAP 22.0km 479m 約4時間m
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大沢町一周コース
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社殿は屋内にあるため保存状況もよく、建築様式からみても室
町時代後期の建築といわれ、昭和 �� 年に国指定の重要文化財に
指定された。

「神戸らしい眺望景観１０選」に選ばれている北
区のビュースポット。ハイキングコースの休憩場
所としても人気の場所。

築８０年以上の大沢町旧郵便局舎を改装したカ
フェ。地元の野菜をふんだんに使ったランチメ
ニューは大人気。テラス席もあるので天気のいい
日は外で農村風景を眺めながらのんびりランチを
楽しめる。

地元の野菜を販売する直売所、遊園地、日帰り天然温泉、BBQ 場、ドッ
グランなど充実した施設を備える西日本最大級の道の駅。子供から
大人まで � 日中飽きることなく楽しむことができる人気スポット。
地元の食材を使った料理が提供されるカフェ、レストランは好評で
サイクリングの休憩場所としても最適な施設。

建築当時からの茅葺屋根を守り続け周辺の田園
と一体となった風景は周辺地区の歴史的景観資
源となっている。北区の茅葺民家の保存・活用
と景観の保全の上で欠くことのできない民家で
ある。

大沢町の見晴らしのいい高台にあり、喧騒を
離れのびのびと土に触れあうことができる。

キノコ学習や BBQ など利用者同士や地域の人
との交流も盛んな市民農園。

��：��~��：��(LO ��:��) 木金
●神戸市北区大沢町中大沢９０１

��：��~��:��（施設により異なる）

●神戸市北区大沢町日西原���� ●兵庫県神戸市北区大沢町６３１

START
GOAL



山陽自動車道

みついの杜牧場

神付ふるさと村

はなとねヌフ松森医院
純喫茶カランコロン

石峯寺

パン工房 ログ

南僧尾観音堂

北僧尾農村歌舞伎舞台

ごはんやさんキモリ
淡河宿本陣跡
本陣蔵カフェ満月堂

淡河八幡神社

勝雄天満神社

八多グリーンヴィレッジ

GOAL

500m
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START

例年 � 月 �� 日に行われる「御弓神事」は、鎌倉初期
の発祥と伝えられ、豊作予祝の年頭行事である。宮司
が大的中央に " 鬼 " と墨書し、この的に対し射手 � 名が、
複雑な射芸を交えつつ一人 � 本計 �� 本の矢を放って
神事を終える。�� 月 � 日の例祭御旅神事は、市無形
民俗文化財に登録されている。

江戸時代、農民の娯楽であった農村歌舞伎や人形
浄瑠璃を上演していた舞台。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。

室町時代後期建築の『南僧尾観音堂』は老朽化に
伴い建物が傾いていたが、明治 �� 年の修理以来、
約 ��� 年ぶりの大規模な修理「令和の修理」が３
年計画で実施された。

境内には国の重要文化財の三重塔と薬師堂があり、十輪院と
竹林寺の庭園は、市の指定文化財に指定されている。毎年 �
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。

令和元年にリニューアル。農産物直売所では
地元で採れた新鮮野菜や花のほか、竹細工・
竹炭など地元産の加工品のお土産も揃ってい
る。併設の食堂では、地元産のそば粉を使用
した十割そばや、四季折々の地元素材を活か
した旬の小鉢などを楽しむことができる。

江戸時代に参勤交代の大名も利用したとされる
由緒ある建物。 長期間空き家となっていたが、
地元有志の活躍により今では新たな淡河のコ
ミュニティスペースとして活用され、縁側での
んびり過ごせるカフェなども併設している。

神付ふるさと村では三宮方面や近隣の住宅地にお住まいの方
が気軽に野菜づくりを楽しんでいる。定期的に開催される講
習会や餅つき大会などのイベントも盛りだくさん。

神戸市指定文化財でもある築 ��� 年超の茅葺き屋根
の古民家で、国産小麦 ���％使用したベーグルと淡河
産の米粉を使った蒸しパンを提供するお店。

��：��~��：�� ��/��,年始

※年始の営業については各施設にご確認ください

��：��~��：�� 水,��/��,年始 ��：��~��：�� 不定休（蔵カフェは金～日）
※金～日は本陣カフェchawanがオープン

●神戸市北区淡河町淡河���-�

木金��：��~��：�� 土��：��~��：�� 日~水
●神戸市北区淡河町神田���-�

●神戸市北区淡河町神影���-�

●神戸市北区淡河町北僧尾����

●神戸市北区淡河町南僧尾���

●神戸市北区淡河町淡河字弘法垣���-�
[物販コーナー]

[レストラン]

●神戸市北区淡河町勝雄��

GOAL

GPS NAVI

20.3km 379m 約4時間
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m
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DISCOVERY SATOYAMA CYCLING MAP

「神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」~「淡河」コース道
の
駅

道
の
駅

大沢I.C.



「火渡りの行」は毎年３月の最終日曜日に執
り行われます。この日は、１年間の無病息災
と家内安寧を願った大護摩法要が開催されま
す。 法要終了後に悪疫消除、心願成就を祈念
した「火渡りの行」が行われます。「火渡り
の行」には、修験者だけでなく、指導を受け
て一般参拝者の方も参加できます。

伝統行事「御弓神事」が行われる淡河八幡神
社を拠点として、淡河町全体でみなさんをお
出迎えする「ぶるっと淡河」。厳しい寒さで
きゅっと旨味の詰まった冬の美味しい野菜や
果物を使ったあたたかい料理が登場します。

野瀬・粟嶋神社は古くから病気平癒、良縁・
安産等、夫人に関係深い事項に霊験があると
される歴史ある神社。毎年 �/� 日と �/�� に
例大祭が行われます。当日は、地区の女性に
よる浦安の舞（市重要無形文化財）が奉納さ
れるほか、野瀬婦人会による甘酒の接待も。

お正月に使ったしめ縄や松飾りを持ち寄っ
て、積み上げて燃やすとんど焼きは、一年の
無病息災を願って行われる神事。地域によっ
て、どんど焼き、左義長、とも呼ばれます。

神戸の里山の一部、大沢町は、米をはじめ、
野菜や果物などたくさんの農産物が生産さ
れ、旬の食材を味わうことができる地域で
ある。春にイチゴ狩り、秋に芋掘りなどの
観光農業で四季を楽しむことができ、貸し
農園の利用も盛んで、農業を身近に感じる
ことができる環境になっている。

また農業振興を図るため、道の駅「 神戸フ
ルーツフラワーパーク 大沢」がオープンし、
地元でとれた新鮮な野菜や果物を販売する
ファームサーカスには、毎日多くの人が関
西近郊から訪れ賑っている。新米フェアや
いちごマルシェなど季節にあわせたイベン
トも企画され毎シーズン楽しみにしている
ファンも多い。

また住民発意で都市と農村の交流などを
テーマに掲げ新しいまちづくりに取り組ん
でおり、夏には����人以上が参加するどろ
んこバレーボール大会が開催されるなど、
他の地域では見受けられないユニークな行
事も行われている。神戸らしい眺望景観
�� 選にも選出されている光山寺からの眺
めは手前に棚田が広がり、統一感のある谷
あいの入母屋伝統家屋を有する農村風景
と、遠景に見える新興住宅地との景観がコ
ントラストを生み出している。

里山の 1年間

四季を楽しむ旬食材

隠れた名産のイチゴはその甘さに驚く人
がほとんど。イチゴ狩りも人気で、毎年
予約が困難なほど多くの人が訪れます。

その名の通り 本当に甘いスイートコーン。
とれたては生で食せ、収穫後２４時間で糖
度が半分になると言われるほど鮮度が命。

神戸市北区の恵みが育む特産物

神戸市北区は酒米『山
田錦」の生産地とし
て有名ですが、食用
のお米ももちもちの
食感と甘みが絶品。

厳しい冬の寒さに葉
を縮めることで身を
守るちぢみほうれん
草。甘味と旨味が閉
じ込められ、料理に
使っても風味が落ち
ることはありません。

�� 年以上継続して開催され毎年 ��� チーム、
���� 名以上が参加している大沢町の夏の

江戸時代の大名や庄屋さんが利用したとさ
れる淡河宿本陣跡を拠点として、淡河町全
体でみなさんをお出迎えする「ぐるっと淡
河」。秋の味覚をテーマに町内のそれぞれ
のお店が用意した当日限定メニューが味わ
えます。

里山地域で晩秋の自然を感じてハイキングし
ませんか？地元のガイド付きで大沢町のハイ
キングコースをみんなで元気に歩きます。

地域最大規模の「年末餅つき大会」は毎年大
盛況です。是非参加してみてください。

KOBE
DISCOVERY

OZO-OGO
SATOYAMA

一大イベント。休耕田の中で泥んこになる非
日常感を満喫できるイベントとして大好評。

毎年敬老の日に保存会により獅子舞が奉納。
１年間頭痛にならない様、 見学者は獅子に頭を
噛んでもらいますが、 泣き出す子供も出るなど
微笑ましい光景も。市の重要無形文化財。

大沢＆淡河イベントスケジュール

10 11

A N N U A L   E V E N T S

今年の豊作に感謝し、翌年の豊穣を願って大
沢町の６地区で秋祭りが実施されます。中大
沢と日西原では神社で獅子舞が奉納され、早
朝から地区内の家を回って獅子舞を奉納する
家回りも実施されます。また、上大沢ではだ
んじりが町内を一周し、上大沢素盞雄尊社へ
戻っただんじりは地元の人たちが一致団結し
勇ましい掛け声ととも担ぎあげられます。

秋祭り （大沢町）


