
その海岸沿いにはJR山陰本線が走り、町内に５つの駅があり住民の大切な脚として利用され、また町を

訪れる旅人には郷愁を誘う風景を車窓に映し出します。

中でも、最近の観光客に松葉ガニと並んで、人気が高いものとして「余部鉄橋」があります。香住町鎧駅と

餘部駅との間にかかるこの鉄橋は、高さ41.5ｍ、全長309.4ｍを誇るトレッスル式（鋼鉄を櫓状に組んだ構造

のこと）の橋脚は、明治45年（1912年）の完成時には東洋一（現在は日本一）の規模を誇っていました。

山陰本線のシンボルともいえるこの鉄橋ですが、昭和６１年１２月末の列車転落事故以降、運行規制が

厳しくなり、特に、海風が強くなる冬場には 運休・運行遅延を余儀なくされることが多く、定時運行の確保を

最優先課題として、関係自治体、JRなどが協議し、架け替えられることが決まっています。

ありがとう余部鉄橋、さようなら余部鉄橋

香住町発会員だより

香住町は、兵庫県の北端で日本海に面し、東西約21ｋｍ、南北約14ｋｍ、

総面積137.20ｋ㎡の町です。

町の基幹産業である水産業は長い歴史をもち、香住漁港、柴山港を中心

に発展し、沖合底曳網漁で漁獲される松葉ガニ（ズワイガニ）の本場として、

冬には多くの観光客が訪れます。

また、香住海岸は山陰海岸国立公園内のほぼ中心に位置し、国の名勝

にも指定された景勝地で、日本海の荒波が長い年月をかけて、無数の洞窟

やダイナミックな地形、断崖、奇岩を形づくり、その複雑に屈曲した海岸線は

見事な造形美をつくりだしています。

新しい橋梁は、コンクリート橋脚となることが決まって

おり、早ければ2年後くらいから工事が始まる予定の

ため、現在の姿を見られるのもあと僅かです。町でも

今後は「ありがとう余部鉄橋、さようなら余部鉄橋」を

合言葉にイベントを展開していきます。

に ぎ わ いに ぎ わ い
日本海にぎわい・交流海道ネットワーク通信日本海にぎわい・交流海道ネットワーク通信
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【余部鉄橋】 赤い橋と赤い列車
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右の写真に写っているのは普通列車 とのこと

ですが、橋と列車の赤がきれいですね。

そういえば松葉ガニもおいしそうな赤･･･
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会員だより 京丹後市発

鳴き砂は琴の響き ～琴引浜～

琴引浜は、古くは琴弾浜とも琴曳浜とも書かれていることからも、鳴き砂の音を琴の音にたとえて聞

いたことに由来しています。

延長約１．８kmの海岸は若狭湾国定公園に含まれ、

消波ブロックなどのコンクリート構造物がなく、自然のまま

の状態で保たれた景勝の地で、「全国白砂青松百選」

「日本の音風景百選」「日本の渚百選」に選ばれている

大変美しい海岸です。

浜の砂は「鳴き砂」（又は「鳴り砂」）と呼ばれ、すり足で

歩くと「ザッザッ」という摩擦の音ではなく、「キュッキュッ」

という不思議な音がします。

なぜ、このような不思議な音がするのでしょうか。

鳴き砂の主成分は石英です。石英の砂粒は、充分洗浄

されていると表面の摩擦係数が極端に大きくなる特性が

あります。 そのため、触れたり踏んだりして砂に力が

かかったとき、ある限界まではグッともちこたえますが、

さらに大きな力が加わったとき耐えきれずに動きます。

動けば加わった力が解放されて砂は静止します。

これを繰り返すことによって砂粒がバラバラではなく一団と

なって振動し始めて音がでる訳です。

こういう現象を、物理学ではスティックスリップ現象と呼び、

澱粉(でんぷん)や新雪などが音を出すのと同じ現象です。

【琴引き浜】 ある晴れた日

【石英】 石英の結晶を水晶と呼びます

京都府の北部、日本海に面した丹後半島。

平成１６年４月１日に峰山町・大宮町・網野町・丹後町

・弥栄町・久美浜町の６町が合併し、「京丹後市」が誕生しました。

その京丹後市網野町に位置する「琴引浜」は、鳴き砂の浜として知られます。

鳴き砂は大変繊細で、タバコの灰など少しの汚れでたちまち鳴かなくなってしまい、自然環境の

バロメーターとも言われています。網野町（当時）では、平成１３年に「網野町美しいふるさとづくり条例」

を制定し、琴引浜を特別保護区域に指定して、砂浜での喫煙、花火、キャンプ、炊飯など、鳴き砂に

悪影響を与える行為を禁止しました。

これは現在の京丹後市でも「京丹後市美しいふるさとづくり条例」

として引き継がれています。

（おまけ）

浜の中央からやや西側の場所では、足で
踏んだり、こぶしでたたいたりすると「ドンドン」

と鳴くことから「太鼓浜」と呼ばれる場所があります。
砂の下の岩盤が空洞であるため

共鳴して「ドンドン」と鳴るのでは、と言われて
います。

琴引浜では、６月に「はだしのコンサート」

が行われます。詳しくは、次のページのイベント

スケジュールをご覧下さい。
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市町村名 イベント名 とき ところ 内容 入場料 連絡先 電話番号

香住町
第4回
かすみカニ感謝祭

3月6日(日) 柴山港
親子カニ歩き大会
ビンゴゲーム
松葉ガニなど即売

無料 柴山港漁業協同組合 0796-37-0301

伊根町 延年祭 3月17日 浦嶋神社
長寿・五穀豊穣・豊漁・商売繁盛・諸業繁栄・家内安全・
延命息災招福を祈願し、翁三番叟が奉納される。

－ 伊根町観光協会 0772-32-0277

浜坂町
浜坂みなと
ほたるいか祭り

4月9日
9：00～12：30

浜坂漁港 ほたるいか試食・直販等 無料 観光協会 0796-82-4580

伊根町 筒川祭 4月25日 上山神社 他
室町時代から続く菅野の神楽。
獅子の生け捕りを演じる和唐内は、迫力のある立ち回り・
早がわりが見もの。

－ 伊根町観光協会 0772-32-0277

竹野町 狗留尊仏まつり 4月29日 床瀬 バザー、野点他 無し 竹野町役場 0796-47-1111

伊根町 つつじまつり 4月29日 舟屋の里公園
つつじ満開の舟屋の里公園で旬の幸が味わえる他、鮮魚、
加工品の販売、ゲーム等、楽しいイベント盛り沢山。

－ 舟屋の里公園 0772-32-0680

伊根町 朝妻祭 4月中旬 新井崎神社 他
徐福を祀る新井崎神社では太刀振りと花の踊りが奉納され、
若宮神社では神楽が奉納される。

－ 伊根町観光協会 0772-32-0277

竹野町 北前まつり 5月3日 竹野浜海水浴場 イカダ漕ぎ競争、露店他 無し 竹野町商工会 0796-47-1771

香住町 三川権現大祭 5月3日(火･祝)
三川山
三川権現社

護摩供養
三川権現太鼓奉納
栃餅など特産品販売

無料 香住町産業課 0796-36-1111

京丹後市 はだしのコンサート
6月第1日曜日
（予定）

京丹後市網野町
掛津琴引浜

「鳴き砂」で知られる琴引浜。
「あなたが拾ったゴミが入場券」。
コンサートやビーチクリーン、ビーチマラソンなどを
通して自然環境の保護を呼びかけます。

海岸で拾った
ゴミ

はだしのコンサート
実行委員会
京丹後市網野市民局
地域総務課

0772-69-0713

竹野町 ゆりまつり 6月20日頃 奥須井長養寺 切花販売、もちまき他 無し 竹野町役場 0796-47-1111

竹野町 あじさいまつり 6月下旬 須谷円通寺 バザー、野点他 無し 竹野町役場 0796-47-1111

京丹後市 小浜離山弁天まつり 7月中旬
京丹後市網野町
小浜離湖周辺

京都府内最大の淡水湖・離湖周辺で行われる夏祭り。
湖上鳥居がライトアップされてとてもきれいです。

無料
京丹後市網野市民局
地域事業課　小浜区

0772-69-0733
0772-72-2297

香住町
第28回
香住ふるさとまつり

7月下旬 香住浜一帯
海上花火大会
たらいこぎ大会
フリーマーケットなど

無料 香住町産業課 0796-36-1111

京丹後市 間人みなとまつり
7月25日
15:00～22:00頃

京丹後市丹後町
間人
間人港周辺

もともとは豊漁を祈る漁師の祭りでしたが、昭和25年に
間人町（当時）の町制30周年を記念して地域の夏祭りと
なりました。
漁業者の大漁安全祈願、宝船巡行、花火大会、露店など。

無料 丹後町観光協会 0772-75-0437

伊根町 伊根祭 7月27～28日 八坂神社 他
海の祇園祭とも呼ばれる夏の風物詩。
海上での安全や大漁を祈り、五穀豊穣への願いを託す。

－ 伊根町観光協会 0772-32-0277

竹野町 海上花火大会 7月30日 竹野浜海水浴場 花火大会 無し 竹野町観光協会 0796-47-1080

京丹後市 水無月祭
7月30日
13:00～21:30頃

京丹後市網野町
浅茂川
八丁浜海岸

昼のみこし巡行から夜の花火大会まで、たくさんの人で
にぎわう網野町内最大の夏祭り。
みこし巡行の見せ場・海上渡御では、担ぎ手の勇ましい
掛け声が浜辺に響き渡ります。

無料
京丹後市網野市民局
地域事業課
浅茂川区

0772-69-0733
0772-72-0009

京丹後市
京丹後市
ﾄﾞﾗｺﾞﾝｶﾇｰ選手権大会

8月上旬
京丹後市久美浜町
西本町 浜公園

龍の頭が付いた１０人乗りのカヌーで速さを競います。
豪快な波しぶきと勇壮な太鼓の響き。
全国から１００チーム以上が参加します。

大会参加料有料

見学無料
京丹後市久美浜市民
局地域事業課

0772-69-0736

伊根町 本庄祭 8月6～7日 浦嶋神社 他
浦嶋神社へ勇ましい太刀振りを奉納。
太鼓に合わせ大太刀・小太刀の突き、払いの妙が鮮やか。

－ 伊根町観光協会 0772-32-0277

伊根町 愛宕の火祭 8月15日 愛宕神社
松明を持った人々が掛け声と共に神社へ参拝し、
境内では奉納相撲が行われる。

－ 伊根町観光協会 0772-32-0277

伊根町 おべっさん 8月20日 蛭子神社
海の安全と豊漁を祈願する。太鼓と横笛の音に合わせて
手漕ぎの祭礼船での競争を繰り広げる。

－ 伊根町観光協会 0772-32-0277

伊根町
HUNAYAの里
ﾍﾞｲｴﾘｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

8月27日 舟屋の里公園
各種バザー、イベント、洋上の大スクリーンで映画上映し、
最後に伊根湾を覆い尽くす花火が打ち上がる。

－ 伊根町商工会 0772-32-0302

京丹後市
あみの八丁浜
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会

10月上旬
京丹後市網野町
八丁浜周辺

３kmファミリーの部、５km、１０km、ハーフに分かれ、
白砂の八丁浜を眺めながら走ります。

大会参加料有料
京丹後市教育委員会
網野分室

0772-69-0663

浜坂町
浜坂みなと
カニ祭り

11月19日
9：00～13：00

浜坂漁港 カニ汁サービス・直販等 無料 観光協会 0796-82-4580

近畿各地で行われるイベント一覧表です。

編集のため、あちこちの市町のホームページを見ているうちに

旅行に行きたくなりました。


