京

丹後市は、海岸線のすべてが山陰海岸国立公園・

業においては、現在も日本一の絹織物生産量、絹糸消費

若狭湾国定公園に指定されるほどの美しい海を有

量を誇っています。府内一の源泉数を誇り、中でも木津

き

し、約６kmも続く北近畿一のロングビーチ、日本の夕日

つ

温泉は京都府最古の天然温泉です。

100 選に指定された夕日ヶ浦海岸、そして12の美しい鳴き
砂の浜が広がっています。特に、日本でも最良、最大級の
ことひきはま

鳴き砂の浜として知られる琴引浜には、世界で唯一の鳴
ことひきはま

伝

説が生まれ、今日までそのロマンが伝えられてきた
京丹後市。和銅６年〜霊亀元年（713〜715年）に

き砂専門の資料館「琴引浜鳴き砂文化館」があるほか、全

編さんされたと推定される『丹後国風土記』には、日本最古

国でも初めて市が管理し、禁煙ビーチとなった浜です。ま

の伝説、羽衣伝説・浦嶋伝説が綴られています。また、当時

た、人々とともに遠く海を望むのは、標準時子午線が通る

の最先端技術を示す遺跡として、日本最古の玉造工房・

きょうがみさき

最北子午線塔と日本三大灯台のひとつ、経ヶ岬 灯台です。

な ぐ お か

えんじょ

奈具岡遺跡と最古級の製鉄遺跡・遠處遺跡が発掘されてい
せいりゅう

ます。そのほか、大陸との交流が推測される最古の青龍 ３
うちやま

丹

めいほうかくきくししんきょう

後半島に目を転じると、内山山系には北近畿最

年銘方格規矩四神鏡、日本海側で１番、２番の規模を誇る

おおなる

大級の面積のブナ林が形成され、大成には近畿

ちょうしやま

しんめいやま

前方後円墳・網野銚子山古墳と神明山古墳に加え、弥生時
あかさかいまいふんきゅうぼ

最大級のムクロジが植生しています。山々のふところに

代後期の日本最大級の墳丘と墓穴を持つ赤坂今井墳丘墓、

はなれこ

は、京都府一の淡水湖である離湖、そして近畿一のトウ

そこから発掘された日本一豪華な玉製の頭飾りは、古き世

テイランの群生地が広がり、300 種類以上の薬草が自生

界の面影を映しています。これら数多くの遺跡からは、日本

する薬草の宝庫でもあります。

海側を治めた絶大な勢力・丹後王国の存在がうかがえます。

豊

かな自然の恵みを受け、古くから続けられてきた
産業。市内全域には日本最大の開発面積を誇る

海

・山・野、そこに根付いた産業、深い歴史を土台
に、今、この地に新たな歴史を創り上げている京

丹後国営農地が広がり、実りの秋には食味ランキング特

丹後市。
「京都エコエネルギープロジェクト」は新エネル

Aと評される日本一おいしい丹後米が収穫されます。冬

ギーを組み合わせて電力を供給する、世界でも最先端の

たいざ

の日本海では、日本一有名で高価な海の幸・間人ガニが

事業で、交流の先進地、新・丹後王国の創造を目指して、

水揚げされ、また、湿潤な気候から生まれたちりめん産

市は大きく飛躍しようとしています。

Kyotango City is a city with a seaside view beautiful enough that its entire coastline sits within the San-in Coast National Park and Wakasa Bay
Quasi-National Park. Visitors can enjoy the longest beach in the northern Kinki region; Yuhigaura, which has been designated one of the top
one hundred sites in Japan for viewing sunsets; and Kotohikihama, which offers the best and most expansive “singing sand” beach in all of
Japan. Shift your focus onto the Tango Peninsula, and you can find the largest forest of beech trees in the northern part of the Kinki region
growing in the Uchiyama Mountain Range and other rich and varied mountain districts, as well as a treasury of nearly 300 different types of
naturally growing medicinal herbs. In terms of industry, the region is renowned for producing Tango rice, the most delicious variety in all of
Japan, and for being blessed with Taiza crab and many other agricultural and marine products of superior quality. Japan’s finest silk fabrics are
produced by the traditional silk crepe textiles industry based here. There are more hot spring sources on the peninsula than anywhere else in
the prefecture. As markers of the history of the ancient Tango Realm, numerous ruins dot the area, including the Choshiyama Burial Mounds in
Amino, site of the largest keyhole-shaped imperial tomb mounds along the Sea of Japan, the Shinmeiyama Burial Mounds, and the Naguoka
Ruins containing Japan’s oldest bead production workshop. The Hokakukiku Sacred Mirror of Four Deities from the third year of the Seiryu era
is the oldest such mirrors in the country and are notable for presenting evidence of interactions with the continent. Kyotango City is a
fascinating place blessed with the sea, mountains, and fields, where industries and a rich history have taken root. A great leap forward is set to
take place in this region of progressive exchanges and relations with others, and might, in times to come, be known as the new Tango Realm.

日本一、近畿一がずらり
An array of superlatives in both Japan and the Kinki region:
ちょうしやま

網野銚子山古墳

あかさかいまいふんきゅうぼ

網野銚子山古墳
しんめいやま
神明山古墳
Choshiyama Burial Mounds
in Amino
Shinmeiyama Burial Mounds

な ぐ お か

赤坂今井墳丘墓
と頭飾り

奈具岡遺跡

Akasaka-Imai Burial Mounds
and head ornaments

弥生時代中期の日本最古の玉
造工房跡。原石から製品まで一
貫した玉造が行われていた。

Naguoka Ruins

弥生時代後期の日本最大級の
方形墳丘墓。日本一豪華な頭
飾り。

日本海側で１番、２番の規模。

頭飾り
えんじょ

せいりゅう

遠處遺跡

青龍 3年銘
ほ う か く き く し し ん き ょ う
方格規矩四神鏡

Enjo Ruins

日本最古級の製鉄遺跡。

めい

方格規矩
四神鏡

羽衣伝説
浦嶋伝説
The Hagoromo Legend
The Urashima Legend

The Hokakukiku Sacred Mirror
of Four Deities dating from the
third year of the Seiryu era

日本最古の紀年銘鏡。

日本最古の羽衣伝説・浦嶋伝説。
乙女神社
ことひきはま

ことひきはま

夕日ヶ浦の
夕日

琴引浜

琴引浜鳴き砂
文化館

The setting sun in Yuhigaura

日本で最良、最大級の鳴き砂
の浜。日本初の禁煙ビーチ。
日本初の市による管理が決定。
市内に12 の鳴き砂の浜が存在
する。

Kotohikihama

日本の夕日100選に選定。

夕日ヶ浦海岸
きょうがみさき

The Kotohikihama “singing
sand” Cultural Center

世界で唯一の鳴き砂専門の資
料館。
琴引浜

経ケ岬灯台

最北子午線塔

ロングビーチ

経ケ岬灯台

最北子午線塔

Long Beach

Kyogamisaki Lighthouse

Saihoku Shigosen Tower

約６kmも続く北近畿一のロン
グビーチ。小天橋・葛野浜・箱
石浜に及ぶ。

室戸岬灯台（高知）
、犬吠埼灯台
（千葉）と並ぶ、日本３大灯台の
ひとつ。明治 31年の設置から、
はるか55kmの沖合いを照らす。

日本の標準時子午線が通る最
北の塔。

トウテイラン

ブナ林
Beech forest

北近畿最大級の面積。丹後半
島最高峰の内山山系に植生。

おおなる

大成の
「ムクロジ」

トウテイランの
群生地
Colony of Veronica ornate

Soapberry field in Onaru

近畿ーの群生地。日本固有種
で、８月〜10月に咲く。

近畿最大級。高さ約30m、幹回
り約５m、樹齢約300〜500年。

内山山系のブナ林
はなれこ

た い ざ

離湖

間人ガニ

Lake Hanare

Taiza crab

Silk fabric production

京都府下最大の淡水湖。面積
2
は0.3887km 。

日本一おいしいズワイガニ。日
帰り漁により鮮度を損なわず、
肉質で勝るものはない。

日本最大のちりめん生産地。日
本最大の絹糸の消費地。

絹織物生産量

間人ガニ

丹後ちりめん

丹後米

丹後米

丹後国営農地

温泉

Tango rice

Tango government-run farmland

Hot springs

日本一おいしい。魚沼産コシヒ
カリに並ぶ、食味ランキング特A
にランク。

日本最大の国営農地開発面積
を誇る。

源泉数府内一。木津温泉は京
都府最古の天然温泉で、奈良時
代の僧侶行基（ぎょうき）がシラ
サギが傷を癒しているのを見て
発見した。

そのほかにも誇れるものいっぱい

京都エコエネルギー
プロジェクト
（KEEP実証実験）
Kyoto Eco-Energy Project
(KEEP demonstration experiments)

世界最先端の事業。

カキ、岩のり、メロン、梨、さつまいも、京野菜、そば、ゆりをはじめ、海の幸・山の
2
幸・地酒（８つの蔵元）など500km の広大な市域それぞれにバラエティ豊かな旬の
魅力があふれています。

