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海と暮らす、香住

3つの魅力に出会える町

町内の約６割が自然公園区域に指定され、

日本海から山間地域まで海、山、里の豊かな自然に恵まれた香美町。

いわゆるリゾート地とは違う、

雄大さと厳しさをあわせもつ地域ならではの質実剛健な魅力がある。

美しい里山、小代文化香る町、村岡

香住区

村岡区

小代区

海 、山 、里 、自 由 。 香 美 町 に 生 き る 。

W O N D E R  K A M I

WORKS

働く

働くことは生きること。

生まれ育った香美町に戻ってきた人、香美町の魅力に引き寄せられ移住してきた人、

ずっと変わらず香美町でくらす人、それぞれに、香美町を選んだ理由があります。

ここだからできること、ここにしかないもの、ここで叶えたいこと。

香美町での「働く」を応援します。

香美町の企業を紹介します。どんな企業があるかをまずは
ここでお探しください。

香 美 町 の 企 業 情 報

香美町や兵庫県の起業・創業支援の情報を紹介します。

行 政 の 支 援 ・ 施 策

求人を出している企業様に、企業理念や業務内容、そして
先輩の働き方などについてインタビューしました。

募集要項も掲載。不明点は各企業にお気軽にお問い合わ
せください。

求 人 企 業 イ ン タ ビ ュ ー

海とともに生き、海とともに暮らす。

山陰有数の漁港・香住港をもち、香住ガ

ニ等の水産品が有名なほか、水産加工

業も盛ん。

海沿いに漁師町が広がる一方で商業施

設や行政の中心でもある。

美しい棚田が広がる里山の風景。

「日本で最も美しい村」連合に加盟する

他、区内の各所を巡る「みかた残酷マラソ

ン全国大会」等多彩な企画を打ち出す。

和牛のふるさとであり畜産を含む小規模

農家の多いまち。

江戸時代に城下町として栄えた村岡。

旗本山名氏が構えた陣屋や、武家屋敷な

どの情緒が残る町中。

上級者の集うスキー場で知られる山岳。

大規模農家や企業拠点からなる文化と

経済の中心地。

～美しい山・川・海、人が躍動する 交流と共生のまちをめざして～～美しい山・川・海、人が躍動する 交流と共生のまちをめざして～

香 美 町 で

働 こ う
香美町は、氷ノ山後山那岐山国定公園の北部に位置する山のまち村岡区・小代区

と、山陰海岸国立公園の中心部に位置する海のまち香住区からなり、その間を35km

にもおよぶ清流矢田川が流れ、豊かな自然に囲まれています。また、香美町を含む

山陰海岸ジオパークは、「ユネスコ　世界ジオパーク」に認定されています。さらに、

「但馬牛」「松葉ガニ」といった代表的な特産物を有する素晴らしいまちです。

私たちは、こうした多彩な資源を最大限に生かして、香美町をさらに魅力的なまち

にするために「こどもたちに夢と未来をつなぐまち ～美しい山・川・海、人が躍動

する　交流と共生のまちをめざして～」を目標に掲げ、キラリと光るまちづくりに

日々取り組んでいます。

さぁ、あなたも私たちといっしょに、今よりもっとすばらしいまちづくりをする、

未来の担い手となりませんか。
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香美町概要

香住区

●人口／16,256人（令和4年4月）

●世帯／6,368世帯（令和4年4月）

●面積／368.77k㎡

●町花・町木／サクラ、ユウスゲ、
　　　　　　　ブナ、シイ

自然・味覚・文化遺産などたくさんの観光
資源に恵まれ、多くの観光客が夏と冬を
中心に訪れています。

村岡区
関西随一の雪質を誇るスキーのメッカ、
兵庫県観光百選第１位の瀞川平、日本
の滝 百 選に選ばれた猿 尾 滝など
豊かな自然を誇っています。

小代区
区域の大部分が氷ノ山後山那岐山国
定公園、但馬山岳県立自然公園に
指定されており、但馬牛の生産にも力を
入れています。

K A M I C H O

香美町ゆるキャラ「ジオンくん」
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うへ山の棚田
農林水産省の「日本の棚田百選」に選定されています！

余部埼灯台（御崎灯台）
灯台の高さは 14m ですが、海岸から灯台の光源までの
高さが 284m と日本一の高さを誇ります。

日本海形成から現在に至る様々な地形や地質が存在し、

それらを背景とした暮らし、文化・歴史に触れることができます。山陰海岸ジオパーク

香美町の魅力を再発見！
魅力

がいっぱい！

香美町には自慢できる所が沢山あります。

海、山に恵まれ、おいしい食べ物、楽しいスポットなど、住んで嬉しい魅力をご紹介します。
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余部鉄橋「空の駅」展望施設　地上高 約40mの浮遊感。 たじま高原植物園

松葉ガニ
ぎっしり詰まった身と
濃厚で上品な甘みが特徴です。

日本の「夕陽百選」に

選定されています。香住海岸の夕日
夏の風物詩。

船が集魚灯を点け始め漁がはじまります。漁火

360度どの方向から
でも滝見ができます。吉滝 大乗寺

圓山應舉の作品が数多くあり、
重要文化財に指定されています。

長楽寺
世界最大級の木造三大佛が
安置されています。

かえる岩
無くしたものが手元に返る、など「何かを

かえる」願いがかなうと言われています。 ハチ北高原スキー場
隣接するハチ高原と併せると近畿最大級のゲレンデです。

樹齢1,000年の和池の大カツラは、
とても神秘的です。

但馬牛　優れた血統を受け継ぐ高級ブランドです。

村岡米
米・食味分析鑑定コンクール国際大会で
金賞を受賞しました。

二十世紀梨
ほどよい甘さとみずみずしさが特徴です。

ふれあい温泉おじろん
豊かな自然の中で、
ゆっくりとした時間が過ごせます。

活イカ
「コリコリの食感」が味わえるのは、
この透明の時だけです。

吉滝キャンプ場
1,000ｍ級の山々や、日本海の漁火が
一望できる天空のキャンプ場です。

今子浦キャンプ場
海水浴場が近くにあり、磯遊びも

楽しめます。

水産加工品
地元で水揚げされた魚を使い、添加物
を一切加えない商品（干魚）はひょうご
ブランド商品の認定を受けています。
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農林水産業
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香住食研株式会社

香住鶴株式会社

株式会社松井マリン
株式会社テクノ柴山

株式会社丸近
有限会社北村工務店

有限会社田村建築

株式会社トキワ

株式会社
香住自動車教習所

合資会社中村組

有限会社セイシン創建

有限会社北近畿環境開発
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