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観光文化論  龍谷大学 国際学部 

美山かやぶきの里を舞う 

美山町紹介・美山の観光資源 

エコツーリズムの取り組み  

美山町の課題 

今後の展望 

 

 

コンテンツ 



◆京都府のほぼ中央に位置 

 

南丹市の位置 



南丹市へのアクセス 





観光文化論  龍谷大学 国際学部 

美山町高齢化率 
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観光文化論  龍谷大学 国際学部 

美山町の観光資源 

芦生原生の森（京都大学芦生研究林） 

清流由良川（芦生の森から流れ出る清流）  

かやぶきの里（国の重要伝統的建造物群保存地区） 

人との交流 

 

 



美山の自然 芦生の森 
芦生の森は、気候区分では日本海型と太平洋型の移行帯に位置し、植生区分の上
からも暖温帯林と冷温帯林の移行帯に当たるため、植物の種類が多い。 また、ツキ

ノワグマなどの貴重な哺乳類も生息している。 

 



京都大学芦生研究林でのエコツアー 



森の恵み 



河鹿荘の猪肉料理（ぼたん鍋） 

森の恵み（ぼたん鍋） 



河鹿荘の鹿肉料理 

森の恵み（鹿肉のロースト） 



川の恵み 清流由良川 

 



川の恵み 清流由良川 



河鹿荘の料理 

川の恵み 



里の恵み かやぶきの里（北地区 ） 



里の恵み かやぶきの里（かやぶき職人 てんごり ） 



里の恵み かやぶきの里（雪灯廊 ） 

 



人のめぐみ （インバウンド 教育旅行 民泊） 



観光文化論  龍谷大学 国際学部 

エコツーリズムを推進する理由 

地域の自然や暮らし、伝統文化の継承 

 

経済振興 

 

•  地域内調達率×消費単価×交流人口 

 

•  雇用の創出 

 

•  定住促進 
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観光文化論  龍谷大学 国際学部 

美山を取り巻く環境 

平成２８年春の国定公園化 

 

京都府が推進する「森の京都事業」 
 

インバウンドの急増 

 

2020東京オリンピック 

 

京都縦貫道路の全線開通 

 



観光文化論  龍谷大学 国際学部 

そこに住まう人の暮らしが景観を形作る 

▽景観はそこに住まう人の暮らしが形作る 

 

→みなさんの生活はどんなスタイル？ 

 

▽暮らしはそこに住まう人々の思いが形作る  

 

→みなさんは何を思い、暮らしていますか？ 

 

 



観光文化論  龍谷大学 国際学部 

全国エコツーリズム大会 in 京都 美山 大会宣言 

 

 日本の農山村には「感謝」と「共生」の文化が息づいています。かやぶきの里美山に
は里山の風景とつつましい暮らしが今尚残っています。そこに住む暮らしの文化が風
景をかたち造り、暮らしの中から生まれた伝統行事、稲作文化、狩猟、川魚漁、森の
材の活用、相互扶助の仕組みなど自然と共存してきた文化がそこにはあります。美山
でのエコツーリズムはまさに「感謝」と「共生」の日本の文化の体験です。 

 エコツーリズムの推進によって地域住民が伝統の暮らしぶりに誇りを持ち、伝統や
自然環境を守りながら地域経済の発展や地域住民の生きる力となることを願います。 

この大会を通して日本の農山村の存続の危機を肌で感じ、エコツーリズムを地域産業
に育てることの意義を共有できることを期待します。 

私たちは先人が残した有形無形の財産を地域のために大切に守り生かし、人と自然
をつなげる伝統の知恵を受け継ぐためにエコツーリズムを推進することをここに宣言
いたします。 
  

平成27年10月17日 全国エコツーリズム大会 in 京都美山 
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海外からの異文化体験旅行 tourists from oversea 



 かやぶきの里から未来が見える 今、伝統文化が最先端          KYOTO MIYAMA かやぶきの里から未来が見える 今、伝統文化が最先端 KYOTO MIYMA 

Kyoto Miyama 



 かやぶきの里から未来が見える 今、伝統文化が最先端   

. 

       KYOTO MIYAMA かやぶきの里から未来が見える 今、伝統文化が最先端 KYOTO MIYMA 

Kyoto Miyama 



 かやぶきの里から未来が見える 今、伝統文化が最先端   

. 

       KYOTO MIYAMA かやぶきの里から未来が見える 今、伝統文化が最先端 KYOTO MIYMA 

Kyoto Miyama 



 かやぶきの里から未来が見える 今、伝統文化が最先端          KYOTO MIYAMA かやぶきの里から未来が見える 今、伝統文化が最先端 KYOTO MIYMA 

Kyoto Miyama 



 かやぶきの里から未来が見える 今、伝統文化が最先端   

 go trek to ashiu forest with interpreter 

       KYOTO MIYAMA かやぶきの里から未来が見える 今、伝統文化が最先端 KYOTO MIYMA 

Kyoto Miyama 



 かやぶきの里から未来が見える 今、伝統文化が最先端   

. 

       KYOTO MIYAMA かやぶきの里から未来が見える 今、伝統文化が最先端 KYOTO MIYMA 

Kyoto Miyama 



 かやぶきの里から未来が見える 今、伝統文化が最先端   

. 

       KYOTO MIYAMA かやぶきの里から未来が見える 今、伝統文化が最先端 KYOTO MIYMA 

Kyoto Miyama 



芦生の森ネイチャーガイドトレッキング 


