
福 知 山 観 光 協 会 だ より

企画・デザイン・総合印刷からオンデマンド印刷まで

0773-22-2401ご質問・ご相談は
こちらまでどうぞ。

〒620-0874 京都府福知山市堀下高田2395-1  FAX.0773-22-2510  
p-okamura@peach.ocn.ne.jp<win>　p-okamura@themis.ocn.ne.jp<mac>

http://www.okamura-print.co.jp

自費出版
少部数から承ります

印刷の　　　　　　　　は

多目的型
音楽ホール

回廊カフェ
10：00～23：30

福知山市堀2080（福知山警察署前）
TEL 0773－23－6161

男・女、大浴場（マイクロミストサウナ・岩盤浴）
大型・小型コインランドリー完備

福知山市 駅前町 １９６-６
TEL （０７７３） ２３－３４１１
JR福知山駅 北口から徒歩3分
www.hitomi-iryo.com〒620-0936  京都府福知山市字正明寺36-10

TEL 0773-22-3763　FAX 0773-23-5519

福知山淑徳高等学校

福知山・中丹でのお泊まりは

〒620-0932  福知山市字篠尾小字長坪979-10
ＴＥＬ（0773）22－1701㈹
ＦＡＸ（0773）23－6441

0773-22-4111

タクシーのご予約・ご用命・ご相談は

☎0773-22-1313
MAEDA GROUP  前田自動車株式会社

中央タクシー

秋・冬号（第126号） 平成29年10月1日　⑴

市
民
版

福知山観光協会イメージキャラクター
光秀くんとひろこさん

発　行／一般社団法人 福知山観光協会
　　　　福知山市駅前町439（JR福知山駅北口）
　　　　TEL0773-22-2228
　　　　URL  http://www.dokkoise.com/
　　　　E-mail  dokkoise@pluto.plala.or.jp
印　刷／株式会社オカムラ

2017 秋・冬号（126号）

　京都府及び北部7市町では、「海の京都観光圏」が連携
し、地域主導によるブランド観光圏を形成するため、海の
京都DMOを平成28年6月に設立しました。 
　海の京都DMOは、北部7市町の観光協会が順次解散、
統合参画するものであり、北部地域全体が広域観光マネジ
メントを行っています。 
　私たち（一社）福知山観光協会は、①福知山には海がな
いこと②新たなる事業展開のため法人化して間もないこと
③福知山市は海の京都の各市町だけでなく、兵庫県の各市
町にも隣接しており、解散してまでの参画に否定的であり
ました。
　しかしながら、昨年6月の海の京都DMO設立後、天橋
立、京丹後市、伊根町、与謝野町の各観光協会は早い時期
に解散、参画、残っていた舞鶴市、綾部市の観光協会も本
年１月に解散参画しました。残るは福知山観光協会だけに
なりました。この間京都府、海の京都DMOからは再三に
わたって福知山も解散して参画するよう説得がありまし
た。
　ただ一つここで状況に変化がありました。それは昨年市
長に当選された大橋新市長の主要施策にふくちやま観光地
域づくりセンター構想があったということです。それは観
光を通じてそれぞれの地域を元気にしていくという考え方
です。それならそれで、広域観光は海の京都DMOで、福
知山の観光は観光地域づくりセンターでと考えられるので
はないかということです。福知山市からも観光地域づくり
センターの中核団体にというお誘いもあり、解散して海の
京都DMOに参画する決意をいたしました。参画後は海の
京都DMO福知山地域本部となりますが、福知山観光協会
という名称も使用可能であります。また事実上、市民の皆
様との関係は今まで通りです。
　以上のような理由で、一般社団法人福知山観光協会の解
散と海の京都DMOへの参画にご理解いただきますよう、
お願い申し上げます。

平成29年10月～平成30年3月のイベントカレンダー ※イベント等の日程は変更になる場合がございますので、詳細はご確認ください。

福知山観光協会  TEL.0773－22－2228お問い合わせ先

●SEA TO SUMMIT（シートウサミット）
■月日／9月30日㈯、10月1日㈰
　　　　9月30日　開会式：環境シンポジウム
　　　　あやべグンゼスクエア
　　　　10月1日㈰　大会：大江山
■場所／京都府中丹地域（モンベルフレンドエリア
　　　　由良川大江山）

●緑化まつり
■月日／10月14日㈯、15日㈰
■場所／福知山市都市緑化植物園

●額田のダシまつり
■月日／10月14日㈯、15日㈰
■場所／夜久野町額田地区一帯

●福知山スイーツフェスティバル
■月日／10月15日㈰
■場所／福知山市厚生会館　

●歴史講演会
　美濃国諸家系譜より見る「明智光秀一族関係の系譜」
　■月日／10月22日㈰
　■場所／市民交流プラザふくちやま

●福知山まちなかフェスティバル
■月日／10月28日㈯、29日㈰
■場所／福知山市厚生会館、御霊公園、広小路通り他

●大江山酒呑童子祭り
■月日／10月29日㈰
■場所／酒呑童子の里

●市展
■月日／11月2日㈭～5日㈰
■場所／福知山市厚生会館

●三和ふれあいフェスティバル
■月日／11月11日㈯、12日㈰
■場所／三和荘周辺（三和町寺尾）

●長安寺紅葉まつり
■月日／11月12日㈰
■場所／長安寺

●夜久野農林商工祭
■月日／11月19日㈰
■場所／道の駅　農匠の郷やくの（夜久野町）

●福知山マラソン
■月日／11月23日（木・祝）
■場所／福知山市三段池公園
　　　　総合体育館前スタート

●鎮火祭り（ほしずめさい）
■月日／2月3日㈯
■場所／大原神社（三和町）

●スノーフェスティバル（市民スキー大会、教室）
　■月日／2月
　■場所／ミカタスノーパーク
　　　　　（兵庫県香美町小代区新屋1024）

●第11回福知山のうまいもの展
■月日／3月17日㈯、18日㈰
■場所／福知山市厚生会館

額田のダシまつり

はじめました。

三和ふれあいフェスティバル

福知山マラソン

◆秋のハイキング～天寧寺
の拝観と瘤木古道

　「華浪峠」散策ツアー
■月日／11月11日㈯

■場所／天寧寺周辺（問合
せ申込み　福知山観光協会

　　　　℡0773-22-222
8）

◆三和の紅葉ハイキング～
秋の広雲寺とアネックス

　京都三和工場見学
■月日／11月18日㈯

■場所／三和町
　〔問合せ申込み　福知山観

光協会三和支部（三和地域

　協議会内）℡0773-58-
4130〕

◆秋のハイキング～二瀬川渓流の紅
葉と元伊勢伝説の地を訪ねて

■月日／11月19日㈰

■場所／大江町〔問合せ申
込み　福知山観光協会大江

　　　　支部（大江支所内
）℡0773-56-1102〕　
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レッサーパンダやシロテテナガザル・アラ
イグマなど子どもに人気のかわいい小動物
がいっぱい。ヤギやウサギなど間近に近
寄ってエサを与えることができる動物もた
くさん。身近に動物を感じられる楽しい動
物園です。職員により整備された「ふれあ
い広場」では、今年の8月にやってきた
リャマを散歩させる予定もあるとのこと。

一般社団法人福知山観光協会
代表理事会長  福島慶太

海の京都ＤＭＯへの
参画について

レッサーパンダ（キャラ、しらたま
、光、秀）

園内MAP

リャマ（ラマ君）
今年の8月にやって来ました。

シロテテナガザル（桃太郎）

TV番組多数出演しています。
ヤギ

福知山市
動物園
福知山市
動物園

見て、ふれあって楽しもう！見て、ふれあって楽しもう！見て、ふれあって楽しもう！

〒620－0017  福知山市字猪崎377－1
TEL.0773－23－4497
FAX.0773－23－4598

●開園時間／午前9時より午後5時まで
●休 園 日／毎週水曜日
●入 園 料／おとな…210円　4歳～中学生…100円



土曜・日曜営業中
定休日：木曜・祝日

0773-☎ 22-5121

◆営業時間／月～金曜日  9：00～17：30
　　　　　　　　土曜日  9：00～17：00
◆定 休 日／日・祝日

〒620-0872 福知山市岡ノ一町23
電話（0773）22－3632㈹

ちきり屋
有限会社 原田商店

不動産（売買、賃貸）
不動産コンサル
（土地有効利用企画）
（相続・資産売却相談）

■福知山店
〒620-0054  福知山市末広町5丁目12番地 高橋ビル1F

ＴＥＬ 0773－25－3355
ＦＡＸ 0773－25－3356

不動産情報  http://www.harasho123.co.jp
田 舎 生 活  http://www.inaka-seikatu.com

株式会社　く さ か
0120－18－1319

ＬＰガス・住宅設備機器
上下水道工事・各種リフォーム

■福知山店
TEL（0773）27－1319番㈹
■夜久野店
TEL（0773）37－0008番㈹

http://www.hokuto-shinkin.co.jp/

ほくとしんきんは
「地域活性化の実現」を
最重要課題として
取り組んでいます。

理事長  森 屋 松 吉

地域元気宣言の

笑顔あふれる社会の実現を目指して！

近畿日本ツーリスト株式会社

福知山支店

〒620－0940
福知山市駅南町3丁目20－1

アールイン福知山2階
電話（0773）22－3809

「旅行に行きたい！」
「あそこに行きたい！」
「ここに泊まりたい！」

ハネムーン・家族・友人との旅行等、個人グループから
親睦旅行・研修視察旅行・報奨旅行・会議・イベント等
旅に関する事ならお気軽にご相談ください！
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福知山の各法人・個人が出資し
会員となり、福知山の観光振興
及び育成を主な目的に活動して
います。

福知山観光協会を
ご紹介いたします。

商業・工業

名　　前
旅館・宿泊

所　　在　　地 TEL 市外局番（0773）

カフェ＆ケーキ  明智茶屋 篠尾新町一丁目－1 24－3210
足立音衛門 内記44－18 24－2043
お母ら工房 三和町菟原下124 58－2659
お米のシフォンケーキ専門店おいしふぉん 三俣1042－1 35－0404
大江山食品㈱ 字行積420 36－0252
㈲河田青果 篠尾新町三丁目27 23－6036
川見風月堂 東中ノ27（広小路） 23－8336
菓樹工房　きぬがわ 駅南町二丁目288 24－7788
パティスリーカフェ カタシマ福知山店 厚中町8 24－2451
うま菓でん伝　衣川製菓 和久市町150－1 24－8282
京・丹波むらいち 土師宮町一丁目93 27－1151
勇気工房ほほえみ  （社福）しあわせネットワーク 字天田小字額田426（南栄町） 22－4659
アップルパイの店 シャルム 字榎原2041 25－9220
新治製菓舗 大江町蓼原374－1 56－0040
㈱しみずや本店 駅前町271 22－3829
㈱丹波栗蔵 夜久野町今西中36 37－1291
合同会社ちきり屋 岡ノ23 22－3632
東和酒造㈲ 字上野115・116・117番地 35－0008
どぶろく棚田の里 ブルーベリーガーデン  大江町毛原345 090－6984－3283
㈱中村屋　 長田大野下2876－10 27－4705
㈱中島本店 東長（広小路）55 22－2038
精肉・猪肉・鹿肉の店　浜 立原908－28 33－3181
平野グループ 夜久野町平野1724　夜久野マルシェ内 38－9100
福知三万二千石　音無瀬堂 下紺屋3 22－3318
第2ふくちやま作業所 字上天津小字金谷段1924 33－3800
丸源精肉店 内記五丁目 22－3635
牧川養殖漁業生産組合 字下小田840 33－2313
洋菓子　マウンテン 猪崎小字山本322 22－1658
㈲名門堂千原 駅前町36 22－2765
元伊勢製菓 大江町二俣755 56－1861
まちのパン屋さん  福の介 字前田1616番地の11 45－3536　
㈲やくの農業振興団 夜久野町小倉110－1 38－1377
踊せんべい本舗 夜久花月堂 北本町一区111 22－3468
㈲山城屋茶舗 字内記71番地（内記六丁目） 22－3005
夢の里 やながわ福知山店 駅前町343　和田ビル1階 22－2840
やくの花あずき館 夜久野町平野2170 38－1166
由良川漁業協同組合 内記10－94 22－2844

名　　前
食品（製造・販売）

所　　在　　地 TEL 市外局番（0773）

㈱雀部 字堀2712 22－6295
三和タオル製織㈱ 三和町菟原下166 58－2113
三丹開発㈱ 字奥野部35－1 23－1119
㈱昭和リーブス 篠尾新町二丁目66 23－1800
世紀建設㈱ 猪崎小字沼口1364－1 22－4921
セイリョウ建設㈱ 堀（堀口）2600－8 23－3105
積水ハウス㈱福知山支店 厚東町2 22－1403
㈱タカギ印刷 内記一丁目44－11 22－3166
谷村実業㈱ 土師宮町一丁目84 27－3151
但南建設㈱福知山支店 荒河12-38 23－9468
大光物産㈱ 駅南町一丁目75 22－9859
つじもと工芸社 昭和町10 22－3069
天法㈱ 前田1026－1 27－4646
㈱中庄本店 荒河東町176 22－3135
㈱中垣石材 岩井48－11 23－4759
㈱日匠設計 昭和新町111 22－1381
西田工業㈱ 字天田小字犬丸131－1 22－1001
ハウスドゥ！福知山店 字天田（南岡町）418番地 25－5400
㈲原田商店 末広町五丁目12高橋ビル1F 25－3355
㈱福知山大気堂 昭和町45－2 22－4423
㈱福知堂 末広町一丁目15 22－3077
福正小松販売㈱ 字土小字赤ノ水8番地 27－7111
㈱ファルコバイオシステムズ　福知山営業所 東羽合26  S01  2階 24－5933
㈱福井電気工業 字岩崎66 27－1396
㈱福知山石油 末広町五丁目１１ 22－4610
富士電機工事 篠尾新町三丁目30－1 24－3375
ブリヂストンタイヤ北京都販売㈱ 字長田小字大野下4711番地1 27－3318
㈱北星社　福知山支店 昭和町91 23－3466
㈱HORI建築 字土1117－122 27－2075
前田塗料㈱ 問屋町1－10 22－6366
㈱マルテツ 和久市町190 22－2171
㈱道下工務店 荒河東町17 22－2484
村上商事㈱ 土師宮町一丁目93 27－5212
㈲明広社 篠尾新町三丁目17－1 22－2939
㈲森成農産 厚236 22－4864
㈱横田石材 前田新町18番地 20－1114
渡辺建設㈱ 常願寺886 33－2184

名　　前 所　　在　　地 TEL 市外局番（0773）

いづち医院 字篠尾995 22－5358
大西内科医院 東小谷ケ丘1306－2 22－3620
人見医院 堀2685 22－3576
メゾンパルテール福知山 天田107－1（北本町1区） 22－3677
ちくもう 昭和新町100 23－4503

名　　前
医療・福祉

所　　在　　地 TEL 市外局番（0773）

㈱足立金属 下荒河1235－1 23－2117
㈱アクアテック 猪崎3412 22－3416
芦田商事㈱ 問屋町8－7 23－3111
㈲足立住宅 駅前町247 23－3434
荒川商事㈱ 問屋町27－6 22－5381
天藤製薬㈱ 篠尾995 22－1100
㈱池沢丸芳 問屋町8－5 22－2188
井上㈱ 篠尾新町三丁目3 22－5171
岩見印刷㈱　 昭和新町44 23－4002　
上原商事㈱ 問屋町20－4 22－2045 
㈱長田野ガスセンター 長田野町二丁目19 27－0689
大江縫製㈱ 大江町河守1960 56－0098
㈱オカムラ 字堀小字下高田2395－1(堀口） 22－2401
㈱街装社 問屋町1－6 22－3455
岸下建設㈱ 立原98 33－2270
北近畿菅公学生服㈱ 問屋町20－13 23－3801
㈱衣川組 夜久野町末718－1 37－1155
㈱くさか 夜久野町額田1377 37－0008
くり工房 下小田944 33－2331

名　　前
商業・工業

所　　在　　地 TEL 市外局番（0773）

大江観光㈱ 大江町河守398 56－2070
大阪バス㈱ 東大阪市高井田中三丁目6－21 06－4308－0800
京都新聞社北部総局 篠尾新町一丁目101 22－1777
近畿日本ツーリスト㈱福知山支店 駅南町三丁目20－1　アールイン福知山2階 22－3809
ふく福タクシー・ふく福貸切バス 字大門1339番地の2 24－1291
㈲広告サービスセンター 和久市町1 22－2352
京都新聞広告代理店　サン・アド 猪崎1－2 22－7260
福知山シネマ 東中ノ町28－1（広小路） 23－1249
㈱ジェイアール西日本福知山メンテック 駅前町428 22－0805
㈱ＪＴＢ西日本　福知山支店 駅前町405 JTBビル 22－5121
タイムズモビリティネットワークス㈱ 駅南町三丁目20－1　アールイン福知山2階 25－5353
㈱トヨタレンタリース京都福知山店 末広町四丁目16－1 22－8000
㈱日本旅行ＴｉＳ福知山支店 駅前町439　JR福知山駅構内 23－8631
日本交通㈱福知山営業所 篠尾115-11（北羽合） 22－3001
福知山温泉 字長田小字宿81－33 27－6000
福知山カントリー倶楽部 畑中194 34－0221
前田観光自動車㈱ 末広町五丁目31 24－0117
読売センター福知山 東中ノ町50 22－2670
㈱両丹日日新聞社 篠尾新町1－99 22－2688
レントオール　福知山 厚中町123  アンクビル 23－5737

名　　前
観光・サービス

所　　在　　地 TEL 市外局番（0773）

丹波あじさい寺　觀音寺 観音寺1067 27－1618
円応寺 下篠尾496 22－4788
久昌寺 寺町1 22－3522
御霊神社 字中ノ　238・239 22－2255
浄願寺 上篠尾725 22－5280
常照寺 菱屋町68 22－4171
正眼寺 寺町30 22－3093
成徳寺 字西56 22－4775
善光寺 多保市1077 27－3744
大興寺 正明寺1771 22－4771
長安寺 奥野部577 22－8768
天寧寺 大呂1474 33－3448
洞玄寺 石原2－242 27－5036
明覚寺 字呉服77 22－2325
元伊勢内宮皇大神社 大江町内宮217 56－1011
養泉寺 中375 22－3887

名　　前
社寺・仏閣

所　　在　　地 TEL 市外局番（0773）

足立労務管理事務所 篠尾新町1－77－2  興和ビル5Ｆ 22－4825
㈱京都銀行福知山支店 末広町1－21 22－3111
京都農業協同組合福知山支店 字篠尾長ケ坪115－12 22－6205
京都北都信用金庫福知山中央支店 裏ノ46－1 22－4152
㈱但馬銀行福知山支店 昭和新町202 24－2266
中兵庫信用金庫福知山支店 駅南町二丁目286 24－2111
中兵庫信用金庫昭和通支店 厚東町151 25－4649
あいおいニッセイ同和損保専属代理店  合同会社トータルサポート西澤久隆 篠尾876－2　 22－4523
中井税理士事務所 中ノ100－5 22－4114
船越税理士事務所 末広町1－1－1中川ビル3階 22－3708
山内社会保険労務士事務所 昭和新町20 23－5331
アンドウェブ㈱ 字堀2622ー1 23－7272
㈲ケーアイエスコミュニケーションズ 篠尾新町4ー26 25－0014
キデラ美容室 字岡ノ二町9－18 22－3673
㈱ダスキンクラウン 問屋町20－8 24－0777
ヘアメイクサロン　シゲ 字裏ノ55－10 22－6850
㈱ファイル２１ 篠尾新町2－29－2KIKUYAビル 23－5603
JR福知山駅 駅前町　JR福知山駅構内 

名　　前
その他サービス

所　　在　　地 TEL 市外局番（0773）

一般社団法人　長田野工業センター 長田野町三丁目1－1 27－2002
城下町を考える会 南本町30 22－8865
京都府福知山自動車学校 土師60 27－2451
新町商店街事業協同組合 下新町32 22－3964
福知山建設業協会 篠尾新町一丁目4 22－3467
（一社）福知山青年会議所 中ノ27（商工会議所3階） 23－2123
福知山まちづくり株式会社 中ノ205－1 23－0266
福知山石油商業組合 堀2318－2　日引商事㈱内 22－3335
福知山広小路商店街振興組合 東長53  ㈱ヨシヤ内 22－2557
福知山旅館ホテル組合 新庄790－1  旭旅館内 22－1770
福知山観光ガイドの会 拝師額塚1960 22－7659
福知山駅正面通り商店街振興組合 駅前町196－6  ヒトミ衣料内 23－3411
福知山城

名　　前
各種団体

所　　在　　地 TEL 市外局番（0773）

レストランあじくら 厚中町121 24－3600
あまづキッチン 字上天津1915 33－0055
魚辰 内記51－85（内記三丁目） 22－2680
大江山鬼そば屋 字雲原1248－2 36－0016
ほっこり居酒屋 俺ん家 末広町四丁目31－5 22－1413
丹波の和食処由良川 土師宮町一丁目93 27－1152
かき末 西中ノ216 22－3532
元祖特製ラーメン第一旭総本家広瀬家らーめん格別ヤ 字石原二丁目38（広瀬産業㈱） 27－3858
北半 猪崎（城山）1207－82 22－6750
紀文 内記二丁目44 22－6688
割烹 桐 西長町39 23－5236
神戸焼 東中ノ町35 22－4704
サンプラザ万助 篠尾新町三丁目88 22－3181
仕出しきんぼし 前田佳屋野1878 27－5313
御肉料理竹下 駅南町三丁目134 23－1014
味どころ丹波茶屋 駅前町140－3 23－5001
丹波の奥座敷　たかた荘 末広町四丁目22－1 23－5221
ふぐ・料理・仕出弁当　大源 西長34－2 22－2349
居酒屋　月の家 西中ノ町216－11 22－4705
鳥名子 中ノ 233 22－1804
江戸前握り華寿司 篠尾新町三丁目75－7 22－6000
ふくし事業協同組合 和久市町46 22－5009
珉珉福知山店 末広町二丁目29 23－6226
海鮮市場村来し 前田2321－6 27－4450
吉松寿司 昭和新町39 22－5981
イタリアンカフェ&リストランテ  ROSSO 石原一丁目11 27－5531
wine spot 芽留詩 篠尾新町二丁目6 23－7617
手打そば処　わきもと 駅前町221－3 23－2300

名　　前
料理・飲食

所　　在　　地 TEL 市外局番（0773）

ホームセンター コーナン福知山店 駅前町352 24－5212
呉服のたむら 上新町44 22－3310
サト酒店 堀水内1321－4 23－7369
鐵筆堂 篠尾新町101  京都新聞ビル1階 22－2745
マツダオートザム福知山 昭和新町53番地の3 22－0136
スーパーマーケット NISHIYAMA 駅前41－2（西山寛商事㈱） 22－0200
平佐仏具 内記61 22－3325
ヒトミ衣料㈱ 問屋町27－2 23－3311
ホンダカーズ福知山 東羽合町23 22－8033
㈱福島文進堂 駅南町エコタウン内 23－6377
堀百商店 内記三丁目51 22－2671
㈱前原 長田大野下2873－2 20－4488
㈱前川太市商店 駅南町二丁目261 23－3211
メガネのマキノ 和久市町138 22－8955
㈱三ツ丸ストア 篠尾新町三丁目116－1 23－4123
山のおくりもの釜八 東本町125 22－2075
㈱吉見ホンダ販売 土師宮町一丁目１11・112番地 27－1341
ヨシヤカメラ 東長53 22－2557
ローソン福知山多保市店 多保市134-7 27－8516

名　　前 所　　在　　地 TEL 市外局番（0773）
アールイン福知山 駅南町3－20－1 25－5000
旭旅館 新庄790－1 23－3092
荒川旅館 下柳6 22－2044
京屋旅館　五千石 西中ノ214 22－3202
ホテルサンルート福知山 末広町四丁目1番地 23－1888
三到 西中ノ 22－2805
セイワホテル 末広町二丁目（福知山郵便局裏） 24－1010
つるや旅館 菱屋19 22－3536
ホテルつかさ福知山 篠尾979－10 22－1701
旅館津田家 東中ノ（広小路通り） 22－2486
桧山旅館 北本町一区 22－2794
福知山市北陵総合センター 字坂浦135 36－0543
福知山アークホテル 末広町一丁目24 24－3333
ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ 字土師小字澤居山176 27－5000
ビジネスホテル　松代屋 駅前253－8 22－2509
福知山サンホテル 堀2080（福知山警察署前） 23－6161

ライフスタジオ・パル 南本町267 22－8713
名　　前 所　　在　　地 TEL 市外局番（0773）

小　　売

（順不同）


