NPO法人「日本で最も美しい村」連合とは

「日本で最も美しい村」は、

近年、日本では市町村合併が進み、

サポーター会員を募集しています。

小さくても素晴らしい地域資源を持つ村の存続や、
美しい景観の保護などが難しくなっています。
私たちは、失ったら二度と取り戻せない、
そんな日本の農山村の景観や環境・文化を守る活動を
はじめました。「日本で最も美しい村」連合と言います。
お手本にしたのは「フランスで最も美しい村」活動。
いま、イタリア・ベルギーなども加え、

「日本で最も美しい村」連合は、小さくても輝くオンリーワンを
持つ農山村が、自らの町や村に誇りを持って自立し、将来に
わたって美しい地域であり続けるために活動しているNPO
法人です。
わたしたちは、この活動を支えていただくサポーター会員
（企業・個人）を募集しています。

地域文化の活性化は世界的なムーブメントになっています。
詳しくは、「日本で最も美しい村」連合のホームページ内

私たちは、小さくても輝くオンリーワンを持つ農山村が、
自らの町や村に誇りを持って自立し、将来にわたって
美しい地域であり続けるのをお手伝いします。

会員募集について

をご参照ください。

詳細のお問い合わせは、「日本で最も美しい村」連合事務局
TEL：（0166）92−4330

までお願いします。

具体的には「日本で最も美しい村」のシンボルマークを、
日本のみならず世界的にも観光地や文化地域としての
目印にするのが目標です。
フランスでは、マークがガイドブックや

http：／／www．utSukushii−mura．jp／

日本で最も美しい村

地図に載るほどの、有名な活動に成長しています。
自然と人間の営みが、長い年月をかけて

ご協力いただきながら、
2005年10月に7つの村からスタートしました。

「世界で最も美しい村」
フランス・イタリア・ベルギー・カナダなど、
世界中で小さな農山村地域の活性化活動は
二≡しき≡シ＿

DEFRAMCE

さかんです。既存のガイドブックにはない

美しい世界の村々が、自らの手で地域を活性化し、観光を
中心に新たに注目されるきっかけをつかんでいます。
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未来に残すために。自らの地域を愛する皆さんに
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それらを慈しみ、楽しみ、そして、しっかりと
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いまならまだ各地に残されています。
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つく りあげた小さな、ほんとうに美しい日本は、

NPO法人「日本で最も美しい村」連合事務局（美瑛町政策調整室内）
〒07ト0292 北海道上川郡美瑛町本町4丁目6番1号
TEL：（0166）92−4330／FAX：（0166）92−4414／
e−mail：info＠utsukushii−mura．JP
＊「日本で最も美しい村」連合は、2006年2月24日にNPO認証されました。
2010年9月現在

2010年9月、新たに6つの仲間が参加。
「最も美しい村」は、39村になりました。

新たに加盟した「最も美しい村」

○北海道 美瑛町（びえいちょう）［事務局］

◎福島県 飯館村（いいたてむら）

◎北海道 赤井川村（あかいがわむら）

⑳福島県 北塩原村（きたしおばらむら）

◎山形県 大蔵村（おおくらむら）

◎長野県 高山村（たかやまむら）

◎岐阜県 白川村（しらかわむら）

⑳奈良県 十津川村（とつかわむら）

◎長野県 大鹿村（おおしかむら）

◎鳥取県 智頭町（ちづちょう）

◎徳島県 上勝町（かみかつちょう）

◎沖縄県 多良間村（たらまそん）

⑳熊本県 南小国町（みなみおぐにまち）
◎宮崎県 高原町（たかはるちょう）
◎長野県 木曽町開田高原（きそまちかいだこうげん）
◎北海道 標津町（しべつちょう）
◎岐阜県下呂市 馬瀬（まぜ）
◎北海道 鶴居村（つるいむら）
⑳北海道 京極町（きょうごくちょう）
◎山形県 飯豊町（いいでまち）
◎長野県 中川村（なかがわむら）
◎長野県 南木曽町（なぎそまち）
◎京都府 伊根町（いねちょう）
◎高知県 馬路村（うまじむら）
◎秋田県 小坂町（こきかまち）
⑳秋田県 東成瀬村（ひがしなるせむら）
⑳群馬県 昭和村（しょうわむら）
⑳群馬県中之条町 伊参（いきま）

⑳山梨県

早川町（はやかわちょう）

⑳長野県
⑳長野県

小川村（おがわむら）

⑳奈良県
⑳島根県

曽爾村（そにむら）

池田町（いけだまち）
海士町（あまちょう）

⑳岡山県 新庄村（しんじょうそん）
⑳愛媛県 上島町（かみじまちょう）
◎福岡県八女市 星野村（はしのむら）

蕗混乱＋掌
各日

⑳長崎県 小値賀町（おぢかちょう）
⑳宮崎県 綾町（あやちょう）
⑳鹿児島県 喜界町（きかいちょう）
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⑳

「適かなる丘」中西敏貴

（D北海道美瑛町（びえいちょう）
「丘のまち美瑛」。自一色に覆われた神秘的な冬。新緑
が輝く春。農作物の彩りがきれいな夏。空高く紅葉が
美しい秋。春夏秋冬それぞれに、豊かな表情を見せて
くれる素晴らしいパノラマは、もうドラマやCMなど
でもお馴染み。いつでも、絶景の丘を存分に味わえる。
〒071−0292 北海道上川郡美瑛町本町4−6−1／TEL：（0166）92−4330／e−mall selSaku＿Chousel＠town．blel．hokkaldo．Jp

②北海道赤井川村（あかいがわむら）
山々に囲まれた「カルデラの里」には、豊かな自然と
数多くの動植物が生息しています。清流余市川にはヤマ
ベやアユが遊び、雄大な自然を活かした「キロロ・リ
ゾート」は観光客の笑顔であふれ、緑の大地では牛の
群れがゆったりと草をはむ。純農村の風景がここに。
〒046−0592

北海道余市郡赤井川村赤井川74−2／TEL：（0135）34

6211／e−mail：lnfo＠akalgaWa．COm

③山形県大蔵相（おおくらむら）
最上川舟運の中継地として栄えた大蔵相。冬には日本
一大きな雪だるまで有名。都びた湯治場の風情を残す
肘折温泉郷、山菜やきのこなど滋味豊かな料理を提供
します。山間に広がる四ケ村の棚田は日本棚田百選の
ひとつ。夏にはほたる火が幻想的な世界を醸し出す。
〒996，0212 山形県最上郡大蔵村大字清水2528／TEL・（0233）75M2324／e−mall■lnfo＠vlll．ohkura．yamagataJp

④岐阜県白川村（しらかわむら）
世界遺産白川郷の合掌造り集落。ドイツの建築家ブルー
ノ・タウト氏が昭和10年に絶賛した合掌造りの家屋が
建ち並ぶ美しい農村集落で、世界的に有名。豊かな森
林と田んぼに囲まれ、冬は雪で白く覆われるその姿は、
まさに日本の原風景。海外からの観光客も急増中。
〒051−5692 岐阜県大野郡白川相場谷517／TEL：（05769）6−1311／e−mall●tandoku＠shlrakawa−gO．Org

（9長野県大鹿村（おおしかむら）
南アルプス山麓に位置する山間の村。春は3000本の
桜、夏はヒマラヤの青いケシの花、標高差の生み出す豪
快な紅葉と、山々を真っ白に塗り替える白銀の冬…。
四季を通じて美しいこの村は、江戸の昔から伝わる
大鹿歌舞伎でも有名。
〒399−3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原354／TEL：（0265）39r2001／e一mall：kl−ZalSel＠vlll．00Shlka・naganO・JP

（む徳島県上勝町（かみかつちょう）
いっきゅうと彩の里は、一年中、日本の料理を彩る町。
春は梅、桃、楔が欄浬に、夏は鮎とあめごの両女王が
渓流を賑わせ、秋の殿川内渓谷は紅葉で名高い。また、
等高線を措く樫原の棚田は絶景。古き良き日本の風景
と極上の湯を、心身のすべてで満喫する。
〒77174501徳島県勝浦郡上勝町大字福原字下横峯3−1／TEL．（0885）46−0111／e−mall：webmaster＠kamlkatsu・Jp

（夢宮崎県 高原町（たかはるちょう）
天孫降臨（神々の舞い降りた地）の地として名高い
霧島連峰の「高千穂峰」。山麓にある「御池」周辺は
全国でも数少ない環境省指定の「野鳥の森」があり、
多くの野鳥が飛来。狭野神楽と祓川神楽は、33番ある
舞の随所に「真剣」が使用され、その舞は勇壮である。
〒889−4492宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899番地／TEL （0984）42−2111／e−mall：machl＠town．takaharu．1g．JP

④長野県木曽町開田高原（きそまちかいだこうげん）
どっしりと雄大にそびえる御獄山の希に広がる木曽町
開田高原。雄大な自然が融合した美しい農村景観が広
がり、希少な在来種「木曽馬」がのびのびと暮らす日本
のふるさと。また、全国ブランドの「開田そば」や「御獄
はくさい」、「すんき漬」でも有名。
〒397−8588 長野県木曽郡木曽町福島2326番地6／TEL：（0264）22−4287／e−mall．selSakn＠town−klSO．net

⑲北海道標津町（しべつちょう）
北海道知床の東の玄関口、根室海峡に面する。品質
日本一を誇る秋鮭などの漁業と、知床連山の裾野に広
がる酪農。日本で初めて実現した忠類川のサーモン
フィッシング。ポー川史跡自然公園や標津湿原など、
手つかずの自然がそこにある。
〒086−1632 北海道標津都標津町北2条西1−1−3／TEL●（0153）82−2131／e−mall．klkaku＠shlbetsutown．Jp

⑪岐阜県下呂市馬瀬（まぜ）
水質のよい馬瀬川は鮎の釣り場としてつとに有名。
淵や瀬、巨岩などの多様な変化と四季を彩る川岸の
景観が魅力的。周辺の山並み、農地、民家、そして
馬瀬川がつくる静かな仔まいの美輝の里には、残し
たい日本の原風景がある。
〒509−2612 岐阜県下呂市馬瀬名丸406／TEL．（0576）47−2111／e−mall・Shlmln−m＠cltygerO．1g．Jp

⑭北海道 鶴居村（つるいむら）
特別天然記念物タンチョウの生息地であることから
その名がついた。タンチョウの姿が人間の生活に溶け込
んでいる姿は貴重。釧路湿原国立公園は日本一大きく、
湿原そのものが天然記念物に指定されている。酪農も
さかん。誰もが思い描く北海道の酪農風景そのもの。
〒085−1203 北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地／TEL：（0154）64−2112／e−malltancho＠vlll．tsurul．1g・Jp

⑬北海道 京極町（きょうごくちょう）
標高1898mの富士山を思わせる羊蹄山の麓。この山を
背景にした農村景観は素晴らしい。また、羊蹄山の雨や
雪が地下に浸透し、数十年の歳月をかけて濾過された
「羊蹄のふきだし湧水」は、名水百選に選ばれるほど。
海外からも観光客が訪れている。
〒044−0101北海道虻田郡京極町字京極527番地／TEL：（0136）42−2111／e−mall：klkaku＠town−kyogokuJp

⑯長野県 中川村（なかがわむら）
信州伊那谷を南北に蛇行する天竜川（天の中川）を
挟み、リンゴ、梨、桃、ぶどう等の果樹園や水田が広がる
農山村。棚田や茅葺民家、春の桜や秋の紅葉など
自然と調和した古き良き日本の原風景が広がる。
陣馬形山頂からの中央・南アルプスの眺望も見事。
〒399−3892 長野県上伊那郡中川村大草4045−1／TEL：（0265）88−3001／e−mall：lnfo＠vlll・naganO−nakagawa・1g・Jp

⑯長野県 南木曽町（なぎそまち）
中山道「妻龍宿」で有名。江戸時代の面影を色濃く残す
この宿場町は、年間60万人もの来客がある。国の重要
文化財「桃介橋」周辺は天白公園として整備されており
歴史の里としての魅力は高い。また、木地師の里はろく
ろ細工の伝統を伝える貴重な文化財を持つ。
〒399−5301長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1／TEL．（0264）57−2001／e−mall：1nfo＠town・naglSOnaganO・Jp

⑰京都府 伊根町（いねちょう）
古くから漁業で栄えた町。伊根浦舟屋群は、重要伝統的
建造物群保存地区として国に選定されている。海ぎわに
建てられた舟屋群は、海に浮かぶように見え独特の風情
がある。また、三百年あまりの伝統を持つ「伊根祭」は
海の祇園祭とも呼ばれている夏の風物詩。
〒626LO493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地／TEL：（0772）32LO501／e−mall．lnfo＠town．lne．kyoto．Jp

⑱高知県 馬路村（うまじむら）
魚梁瀬杉で有名な「木の里」。藩政時代から「育てながら
伐る」という理念で手厚く管理されてきた森林は樹齢
200年から300年、直径2m高さ50mにおよぶ大木の
森林である。柚子栽培も盛んで馬路村柚子の産地として
も知られる。安田川の鮎釣りや川遊びも楽しい。
〒781−6201高知県安芸郡馬路村大字馬路443番地／TEL・（0887）44−2111／e−mall：umaJl＠umaJlmura．mykochl．Jp

⑲秋田県 小坂町（こきかまち）
十和田八幡平国立公園に属し、国の特別名勝及び天然
記念物にも指定されている十和田湖の西岸に位置する
小坂町。重要文化財に指定された「小坂鉱山事務所」や
明治の芝居小屋「康楽館」、登録文化財である「天使館」や
「小坂鉱山病院記念棟」など歴史的建造物でも有名。
〒017−0292 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部37−2／TEL・（0186）29−3901／e−mallkankou＠town．kosakaaklta．Jp

⑳秋田県 東成瀬村（ひがしなるせむら）
栗駒山系の山々に抱かれた東成瀬村は、広大かつ貴重
な森林資源を有し、点在する湖沼滝が美しい自然景観
をつくり出している。トレッキングの名所として人気
の高い栗駒山、焼石岳やジュネス栗駒スキー場などの
観光地には、年間40万人の観光客が訪れている。
〒019−0801秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30−1／TEL：（0182）47−3402／e−mall：SOumu＠vlllhlgaShlnaruSeaklta．Jp

（∋熊本県南小国町（みなみおぐにまち）
火の国熊本「きよらの郷」。バリエーションに富んだ
露天風呂が楽しい「黒川温泉」が有名。温泉町独特の風
情を存分に味わえる。「オキチモズク」「金比羅杉」など
天然記念物もあり、広々とした高原と澄んだ筑後川の
源流を中心に、大自然を楽しめる。

⑭山形県 飯豊町（V小でまち）
飯豊連峰から流れ出る清流、白川。肥沃な扇状地に形成
された田園散居集落は美しい景観で知られる。飯豊
連峰は東北アルプスとも称され、手つかずの自然に
あふれている。雪国の暮らしが根づく民家や草木塔が
ある里山文化も魅力的。日本の原風景がある。

⑪群馬県 昭和村（しょうわむら）
赤城山と山裾の樹林を背に、遠くに浅間山、三国山脈、
谷川岳、上州武尊山などの名山を一望できる素晴ら
しい大パノラマの農村風景が広がる。また、歴史的にも
貴重な養蚕民家の家並みも有名で、開発の手が加えら
れていない良質の地域資源がそのまま残されている。

〒869−2492 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場143／TEL（0967）42−1111／e−mall・lnfo＠townmlnamlOgunl．kumamoto・Jp

〒999−0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地／TEL・（0238）72−2111／e−mall：1−SelSaku＠town．ilde．yamagata．jp

〒379−1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388／TEL・（0278）24−5111／e−mall：klkaku＠vlll．shouwa．gunma．Jp

新たに加盟した「最も美しい村」

写真／高橋 毅

⑫群馬県中之条町 伊参（いきま）
かつて養蚕が盛んだった伊参地区。国指定重要文化財・
冨沢家住宅は、江戸時代末期に建築された養蚕農家で、
木造2階建て、茅茸、入母屋造りで、屋根の正面はかぶと
造り。世界遺産の暫定リストにも登録されている。
全国で唯一の重要無形文化財「お茶講」も体験できる。
〒377，0494 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1091／TEL：（0279）75−2111／e−mall：lnfo＠town．nakanoJO．gunma．Jp

⑳山梨県 早川町（はやかわちょう）
山梨県西部に位置し、北部・西部を南アルプス（赤石
山脈）、東部を櫛形山系、南部を身延山地に囲まれた山間
地域。細長く、急峻な地形に40ほどの集落が点在する。
かつては講中宿として栄えた「赤沢宿」や、伝統工芸品と
して評価も高い「雨畑税」の保存・継承にも熱心。
〒409−2732 山梨県南巨摩都早川町高住758／TEL．（0556）45−2511／e−mall：SOumu＠town．hayakawa．lgJp

㊧長野県 小川村（おがわむら）
長野市と白馬村のほぼ中間に位置し、村内各所から
雄大な北アルプスを望むことができる。その景観は
「にほんの里100選」「信州の自然百選」「信州サンセット
ポイント百選」に選ばれる。国の有形登録文化財「薬師沢
石張水路工群」や、郷土料理「おやき」でも有名。
〒381−3302 長野県上水内郡小川村大字高府8800−8／TEL：（026）269−2323／e−mallklZal＠vlll．ogawa．nagano．Jp

⑳愛媛県 上島町（かみじまちょう）
上島町の島々には古くから植え継いできた桜が数多く
ある。中でも岩城島の積善山の桜は町の宝。3000本の桜
は天女が羽衣を広げたようであり、島の景観を代表
する。また、弓削島には「なまこ壁」をはじめとする古い
歴史に彩られた文化の香り漂う建造物も残される。

⑲福島県 飯館村（いいたてむら）
福島県東北部の丘陵地帯にある。日本人本来の生き方や
暮らし方に立ち返る「までいライフ」な村づくりを進めて
いる純農村地域。「田植え踊り」や「三匹獅子舞」を始め
数多くの郷土芸能が伝承され、「前田観光わらび園」や
水力の精米装置「バンカリ」の復元など注目の活動も。

〒794−2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210／TEL：（0897）75−2500／e−malllWa−SangyOu＠town．kamlJlmaehlme・Jp

〒960−1892 福島県相馬郡飯館村伊丹沢字伊丹沢580−1／TEL：（0244）−42−1613／e−mall soumu＠vlll．11tate．fukushlma．Jp

⑳福岡県八女市 星野村（はしのむら）
山々に囲まれ傾斜地の多い星野村では、石を積み上げ、
谷川の流れを引き込み、棚田を築き上げてきた。中でも、
広内・上原地区の棚田は、「日本の棚田100選」に選ばれ
ており、最も美しい精巧な「石積み棚田」である。また、高
級茶ブランド「星野茶」は特産品として定評を得ている。

⑮福島県 北塩原村（きたしおばらむら）
福島県会津地方の北部に位置する。裏磐梯地域で栽培さ

〒834−0201福岡県八女市星野村13102−1／TEL：（0943）52−3114／e−mall：hoshlnO−kensetsu＠clty．yame．1g．Jp

れる野菜は、高冷地特有の気候から甘みが強く、多くの
フアンがいる。旧米澤街道の沿道には往時の面影を残す
一里塚や松並木、山城跡などの貴重な歴史資源が静かに
眠っている。また「会津山塩」は「日本一高い塩」として有名。
〒966−0485 福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ケ作3151／TEL・（0241）−23−3112／e−mallklkakuOl＠vlllkltaShlObara．fukushlma．Jp

⑪長崎県 小値賀町（おぢかちょう）
小値賀町は、長崎県西部の五島列島北部に位置し、大小

⑲長野県 高山村（たかやまむら）
長野県の北東部にある。笠岳山麓に広がる牧場とスキー

17の島々から成立ち、島のほとんどが西海国立公園の指
定を受けている。30を超す小値賀火山の一つである五両

場、松川渓谷沿いの「信州高山温泉郷」、豪快な雷滝、渓谷
の紅葉などで知られる。山里には春に美しく咲き誇る樹齢

山火山の一部が永い年月を経て、厳しい潮風・雨の浸食

数百年の20本のしだれ桜があり、天下一品のりんご、広

により形成された火山溶岩の海岸線の景観が見どころ。
〒857−4701長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376−1／TEL：（0959）56−3111／e−mall soumuka＠oJlka．net

大なワイン葡萄畑なども有名で、訪れる人を飽きさせない。
〒382−8510 長野県上高井郡高山村大字高井4972／TEL・（026）−245−1100／e−mall：SOumu＠vlll．takayamanagano．Jp

⑮長野県 池田町（いけだまち）
安曇野の北部に位置する池田町は、田植え時期の水田に
北アルプスが映し出される眺望などのすぼらしさから日
本ウオーキング協会認定の「美しい日本の歩きたくなる
みち500選」に選ばれる。童謡「てるてる坊主」の作詞
者の出身地「てるてる坊主のふるさと」としても有名。

⑫宮崎県 綾町（あやちょう）
全国一の規模を誇る手つかずの照葉樹林で有名。この大
きな森は多種多様な動植物の宝庫となっており、また清
らかな水を生み出す自然の濾過機能を果たし、照葉樹林
の奥底から湧き出る綾川湧水群は、日本の名水百選にも
選ばれている。綾の照莫大吊橋は、観光名所として有名。

㊨奈良県 十津川村（とつかわむら）
紀伊半島の中央に位置する日本一大きな村。全国初の源泉

〒399−8696 長野県北安曇郡池田町大字池田3203−6／TEL：（0261）62−3129／e−mall．machl＠town．lkeda．nagano．Jp

〒880−1392 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515／TEL：（0985）77−1111／e−mall：ayatOWn＠town．aya．mlyaZakl．Jp

〒637−1333 奈良県吉野郡十津川村大字小原255−1／TEL：（0746）−62−0004／e−mall：muradukurl＠vlll．totsukawa．lgJp

かけ流し宣言を行った十津川温泉郷、日本有数の長さを誇
る谷瀬の吊り橋、神々が宿り日本最古といわれる玉置神社
などがあり、世界遺産の熊野古道には「にほんの里100選」
に選ばれた果無集落など日本の原風景が残されている。

⑳奈良県 曽爾村（そにむら）
曽爾高原はススキで一面に覆われた高原で、春から夏に

⑳鹿児島県 喜界町（きかいちょう）
喜界町は鹿児島県の南西諸島の一つ。サンゴ礁が隆起して

かけては一面青い絨毯が敷かれたような姿を見せ、秋に

智頭 として吉野・北山に並ぶ歴史ある林業地として有名。

はススキの穂が陽射しを浴びて銀色、金色に輝きを見せ

出来た島であり、現在も年間2mmの速度で隆起を続けて
いる世界的にも珍しい島である。サトウキビの栽培がさか

る。村の西側に鎧岳、兜岳、屏風岩などの珍しい柱状節理

ん。厳しい自然環境から家屋を守ってきた高いサンゴの

残っている。またその中心部に位置する「石谷家」は、近代

の山が形成され、国の天然記念物に指定されている。

石垣は、縦横み、横積みがあり美しい景観となっている。

〒633−1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495−1／TEL：（0745）94−2101／e一mall：pm−SOumu＠ofnce．vlll．sonl．naraJp

⑳島根県 海士町（あまちょう）
海士町の最高峰である家督山からの眺望は秀麗である。
小泉八雲が来島した際に、鏡のように穏やかで美しい
入江の光景を「鏡ケ浦」と名付けて菱浦地区をこよなく
愛した。また、県指定文化財の隠岐島前神楽は、島前の
三島で行われている神楽で、室町時代に伝わったもの。
〒684−0403 島根県隠岐郡海士町大字海士1490／TEL：（08514）2−0017／e−mall：lnfo＠town．ama．shlmane．JP

⑳岡山県 新庄村（しんじょうそん）
出雲と大和を結ぶ要路の出雲街道の宿場町として栄え
た新庄宿。本陣、脇本陣などの歴史的建造物が残り、町並
みに当時の面影をとどめている。両側に植えられた桜並
木は、日露戦争の戦勝記念として明治39年に植樹され
「がいせん桜」と呼ばれ、新庄を代表する風物である。
〒717−0201岡山県真庭郡新庄村2008−1／TEL（0867）56−2626／e−mall・SOumuklkaku＠vlll．shlruO．Okayama．Jp

〒89l−6292 鹿児島県大島郡喜界町湾1746／TEL・（0997）65−1111／e一mall：lgwan＠town．klkal．1g．Jp

⑲鳥取県 智頭町（ちづちょう）
鳥取県の東南部に位置する山間地域である。

杉のまち

県内で最大の宿場町として栄え、往時を偲ばせる町並みが
和風建築として国の重要文化財として登録されている。
〒689−1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭大字智頭2072−1／TEL．（0858）r75−4112／e−mall．klkaku−01＠town．chlZutOttOrlJp

⑲沖縄県 多良開村（たらまそん）
多良間村は沖縄県宮古島と石垣島のほぼ中央にある2
つの島からなり、気候は亜熱帯気候に属している。島の
周囲は珊瑚礁の美しい海に囲まれ、豊かな海の幸を育
む。400年近くも継承され、国指定重要無形民俗文化財
の指定を受けている「豊年祭」、通称「八月踊り」でも有名。
〒906−0602 沖縄県宮古郡多良開村字伸筋99−2／TEL：（0980）−79−2011／e−mal：SOumutrm＠mlyako−ma．Jp

