
（ 地 域 情 勢 報 告 ） 
作成年月日 令和３年３月30日 
作成部局  西 播 磨 県 民 局 

 
 

山城アプリのバージョンアップ及び御城印等の販売開始 
 
 
西播磨ツーリズム振興協議会＊１（事務局：西播磨県民局）では、管内に 130 以上ある山城をはじ

めとする史跡や伝統文化体験を活用し、西播磨への誘客を図る「西播磨山城復活プロジェクト」＊２

に取り組んでいます。なかでも主要な山城を山城11（イレブン ）＊３と銘打ちPR しています。 
西播磨山城復活プロジェクトの一環で取り組んでいる主要な３つの事業の取組を報告します。 
 

  

１ 山城アプリのバージョンアップ 

  建物が現存しない山城について、天守、櫓、竪堀（たてぼり）等をス 

マホ画面上の３次元ＣＧで再現したアプリで、昨年６月に第１弾として 

利神城を扱ったのに続いて、今回は第２弾として、新たに３城（感状山 

城、篠ノ丸城、龍野古城）を追加した。 

 ＜特徴等＞ 

 ・ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞでは西播磨の地図に４つの山城を配置し、希望の山城を選択。 

・各山城の歴史や特徴、城主について想像復原図とともに説明。 

 ・３次元ＣＧでは、縮尺・角度・位置を二本指で自由に変えられる。 

 ・現地にいる場合は、各山城の３次元ＣＧの中に現在の立ち位置が表示される。（新規機能） 
 ・４月１日（木）から、ｱﾌﾟﾘｽﾄｱで「西播磨の山城へＧＯ」と検索し、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞすることが可能。 
 

２ 御城印（山城イレブン）の発行 

  各山城の御城印を巡るツーリズムにより、西播磨の山城に親しみを持って頂くとともに、山城

ｲﾚﾌﾞﾝを束にして魅力を発信するため、主な山城をﾗｲﾝｱｯﾌﾟした御城印を発行。収益は、地域住民

による登山道整備や看板設置等の山城維持管理に活用する予定。 

 ＜特徴等＞（ただし、独自販売を行う予定の篠ノ丸城、白旗城は除く） 

・特  徴 佐用町産の皆田和紙を用いて地産地消にこだわった御城印 

・発行日  ３月２９日（月） 

・販売枚数 各山城200枚 ※販売状況を見て追加製作を検討 

・販売場所 道の駅、観光協会売店、歴史資料館等 

・販売価格 １枚400円  ※篠ノ丸城、白旗城は１枚300円 

・作 成 元 西播磨ツーリズム振興協議会（県民局、市町、観光協会、道の駅等で構成） 

・種  類 １１箇所（１２城） ※茶臼山城と坂越浦城は同じ山に存在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 「中世播磨２５０の山城・改訂版」（中世城郭研究家・木内内
ただ

則
のり

氏著）の発行（予約受付開始） 

  木内氏が播磨の山城の３００箇所以上に登り、メジャーで測量した結果をもとに、縄張り図や

建物の復原図を描かれたものを掲載した山城マニア垂涎の図書。（約２４０ページ） 

  山城マニアからこれから山城巡りを考えている初心者まで、幅広い層に必見！前回発行時から

増刷の要望も高かった標記冊子の予約販売の受付を開始。 

 ＜特徴等＞ 

 ・３年前に自費出版された内容に、西播磨の山城復活プロジェクト 

のために新たに描いて頂いた利神城、篠ノ丸城の想像復原図など 

が追加掲載された改訂版。 

・予約受付開始日 ３月２９日（月） 

（４月３０日（金）から道の駅等で販売予定） 

・予約受付窓口  西播磨ツーリズム振興協議会事務局 

（西播磨県民局地域づくり課内） 

・発行部数    ２，０００部 

・予定価格    ３，３００円 

 ・収益は、木内氏のご厚意により、御城印と同様、山城維持管理に 

活用する予定 

 

※１ 西播磨ツーリズム振興協議会 

西播磨地域の豊かな自然や史跡、文化施設・体験・交流施設等多彩なツーリズム資源を活用

し、地域住民の参画と協働のもと、西播磨のツーリズム振興を図るとともに、地域の活性化に

資することを目的として、西播磨県民局や市町、観光協会等ツーリズム関連団体が地域づくり

活動家の協力を得て、平成15年7月4日に「西播磨ツーリズム振興協議会」を設立。 

※２ 西播磨山城復活プロジェクト 

西播磨ツーリズム振興協議会が実施主体となり、利神城や白旗城をはじめとする、西播磨の

山城や城下町の町並み等を整備・活用し、伝統文化体験や西播磨ならではの食を楽しめる山城

歴史絵巻ツアーやモデルコースの開発、現存しない山城のAR（拡張現実）アプリの制作、眺望

や登山道の整備、観光ガイドの養成などを展開し、交流人口の増大を目指したプロジェクト。 

※３ 山城11(イレブン) 

利神城（佐用町）、感状山城（相生市）、白旗城（上郡町）、篠ノ丸城（宍粟市）、 

龍野古城（たつの市）、尼子山城（赤穂市）、楯岩城（太子町）、城山城（たつの市）、 

長水城（宍粟市）、上月城（佐用町）、坂越浦城・茶臼山城（赤穂市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】西播磨県民局県民交流室地域づくり課 ℡0791-58-2365 



ダウンロード方法は裏面をご覧ください。

3DCGで
当時の景観を

再現

西播磨の

山城へGO

第一弾の利神城に続いて、第二弾は一気に3城を追加

新田義貞の大軍を迎え撃つ総石垣の山城

感状山城

篠ノ丸城 龍野古城
黒田官兵衛の夢　播磨統一最後の山城 戦国の龍野城、鶏籠山にあり

西播磨山城ファンクラブ会員募集！
西播磨の山城を愛する方ならどなたでも入会できます（無料）

会員特典

① 会員限定、西播磨山城ツアーへの参加

② 山城保全ボランティア活動への参加と保全団体との交流

③ 西播磨のイベント、観光情報をメールにていち早くお知らせ

④ 掲示板にて会員間で西播磨の山城に関する情報交換ができる



「西播磨の山城へGO」をダウンロード

提供元：西播磨ツーリズム振興協議会（https://www.nishiharima.jp）

iPhoneユーザーの方 Androidユーザーの方

アプリストアで「西播磨の山城へGO」と検索。 または右のQRコードから
インストールできます。ご利用に際しては、位置情報（GPS）をオンにして
からお楽しみください。
■アプリ利用料は無料ですが、ダウンロードやご利用時にかかるパケット通信料はお客さまのご負担
　となります。
■動作環境：iOS 11以上／Android 5以上

各山城の概要説明や、自由に
操作できる３DCG、外部Web
サイトへの遷移ができます。

散策可能な山城は、現地で３
DCGを表示させると画面に現
在位置が表示されます。

歴史と山城が豊富に残る西播磨エリア。その

中から見ごたえある厳選されたお城を3DCG

で再現いたします。第二弾は感状山城、篠ノ

丸城、龍野古城を再現しました。現地で3DCG

を見ると、現在位置が同時に表示されるので

臨場感ある山城巡りが可能です。

それぞれの山城が活躍していた
往時の姿を再現。

 

感状山城は、南北朝期に赤松氏の城とし
て、新田義貞軍との戦いが伝わっている。
その後戦国時代に総石垣の城として大改
修された。

篠ノ丸城は、宍粟の領主であった宇野氏
の居城である。羽柴秀吉の播磨攻めの際
に落城し改修が加わるが、畝状竪堀群の
遺構は最大の見どころである。

龍野古城は、赤松村秀が築城したが、羽
柴秀吉の播磨攻めの際に降伏、後は秀吉
配下武将が入れ替わった。現在も山城遺
構が見応えあり。

< ３DCG画面 >< 各山城の画面 >

感状山城 篠ノ丸城 龍野古城

３DCGが掲載されているお城
・篠ノ丸城（宍粟市）

・龍野古城（たつの市）

・利神城（佐用町）

・感状山城（相生市）

山城の歴史や特徴を知ること
ができます。木内氏の復原図
は拡大表示が可能。

< 山城の説明 >



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西播磨の山城 
佐用産皆田和紙 の御城印販売中！ 

西播磨の山城の御城印を管内各所（裏面参照）で取り扱っております。 

詳細は、西播磨ツーリズム振興協議会ホームページ「西播磨遊記」をご覧いただくか、下記

連絡先までお問合せください。 

利神城（佐用町） 

お問合せ先 

西播磨ツーリズム振興協議会 

（西播磨県民局地域づくり課内） 

TEL：0791-58-2144 

利神城動画を YouTube で公開中 

3次元 CGにより幻の天守等を再現！ 

利神城動画 

西播磨遊記 

※ 

数に限りがあり、           

お１人様１種類２枚まででお願いします。 

※篠ノ丸城、白旗城を除く １枚４００円 



 

 

 

市町 
販 売 

開始日 

山城名 

 
取り扱い場所 お問い合わせ 営業時間 

相
生
市 

3/29 

（月） 
感状山城 

あいおい情報ラウンジ 0791-23-7113 9:00～19:00（無休） 

相生市観光協会 0791-22-7177 8:30～17:15（休業日：土日祝、年末年始） 

羅漢の里 里の店 0791-29-0900 9:00～16:00（休業日：月曜日） 

道の駅 海の駅 あいおい白龍城 0791-23-5996 9:30～17:30（無休） 

た
つ
の
市 

3/29 

（月） 

龍野古城 

たつの観光案内所 0791-63-9955 9:00～17:00（休業日：年末年始） 

龍野観光売店さくら路 0791-63-9456 10:00～14:30（休業日：月曜日、年末年始） 

道の駅みつ 079-322-8500 9:00～18:00（休業日：水曜日） 

城山城 道の駅しんぐう 0791-75-0548 9:00～18:00（休業日：火曜日、年末年始） 

赤
穂
市 

3/29 

（月） 

尼子山城 観光情報センター（赤穂市観光協会) 

高瀬舟 

奥藤酒造郷土館 

0791-42-2602 

0791-48-7122 

0791-48-8005 

9:00～18:00（休業日：年末年始） 

10:00～16:00（休業日：金・土・日） 

9:00～17:00（休業日：日・祝） 

坂越浦城 

茶臼山城 

宍
粟
市 

4 月 

上旬 
篠ノ丸城 

宍粟酒蔵通り商店街 0790-62-8849 

(デジタル工房 本門) 
10：00～16：00（休業日：月曜日） 

山崎旅館 Q中門前屋宍粟観光案内所 

3/29 

（月） 
長水城 

信徳寺（長水山） 

0791-58-2144 

 

9:00～17:00（不在の場合あり）   

※信徳寺（長水山）については、 

西播磨県民局地域づくり課へお問合せください。 

伊沢の里 0790-63-1380 8:00～20:30（不定休） 

道の駅ちくさ 0790-76-3636 9:00～16:00（休業日：木曜日、年末年始） 

太
子
町 

3/29 

（月） 
楯岩城 

太子町観光協会 079-277-2566 8:30～17:30（休業日：土日祝、年末年始） 

太子町立歴史資料館 079-277-5100 

10:00～18:00 

（休業日：火曜日※祝日の場合は開館、祝日の

翌日※土日の場合は翌月曜日、年末年始） 

絵夢 079-277-1816 
6:30～16:00 

（休業日：日曜日・第 1、第 3 土曜日） 

上
郡
町 

4/1 

（木） 
白旗城 上郡町観光案内所 0791-52-1116 9:30～16:30（休業日：月曜日、年末年始） 

佐
用
町 

3/29 

（月） 

利神城 

道の駅宿場町ひらふく 0790-83-2373 
8:30～19:00 

（休業日：水曜日 ※祝日の場合は翌日） 

お休み処瓜生原 0790-71-0812 

4 月～11 月 9:00～16:00 

12 月～3月 平日 9:00～14:00  

土日祝日 9:00～15:00 

（休業日：木曜日、第 4金曜日、年末年始） 

平福郷土館 0790-83-2635 9:00～16:00（休業日：平日、年末年始） 

上月城 
ふれあいの里上月 0790-86-8005 9:00～17:00（休業日：火曜日、年末年始） 

上月歴史資料館 0790-86-1616 10:00～16:00（休業日：平日、年末年始） 

西播磨の山城 御城印販売場所 

赤松氏・宇野氏・広瀬氏 宇喜多秀家   蜂須賀小六  福島正則                          尼子氏       山名氏      上月氏     山中鹿介  

地域づくり課 

平日 9－17 



中世播磨250の山城
メジャー測量から見た歴史観

予約販売受付を開始！

西播磨ツーリズム振興協議会

白旗城測量図 白旗城復原図

利神城測量図 利神城復原図

篠ノ丸城測量図 篠ノ丸城復原図

詳細は裏面



○ 作 品 名：中世播磨250の山城 メジャー測量から見た歴史観
○ 著　　　者：木内 内則（きうち ただのり）
○ 発 行 元：西播磨ツーリズム振興協議会（事務局：西播磨県民局）
○ 販売予定数：2，000部
○ 販 売 価 格：3，300円（税込）
○ 発売予定日：令和3年4月30日（金） 道の駅等御城印販売箇所を予定
○ 概　　　要

播磨地域の250を超える山城跡を50年以上にわたって著者自らメジャー測量した調査
成果と、その調査成果をもとに、同氏の絵画手法を駆使した色彩豊かな復原図、270の
山城と寺院の縄張図を1冊に網羅。今回の改定に当たっては、ＣＳ立体図をもとに発見し
た、新しい測量図を追加するなど、最新の調査成果も掲載。

木内内則（きうちただのり）氏 中世城郭研究家
1947年 徳島県生まれ。1963年、「播磨鑑古城蹟」を用い、山城の探索を開始
1983年 磁石、メジャーなどを使い各山城の測量図の作成を開始
2007年 特別展「再現播磨の中世城郭」（たつの市立埋蔵文化財センター）を皮切りに、播磨

地域にて、特別展、企画展を多数開催
2018年 「中世播磨250の山城」初版刊行

○ 予約販売受付開始日：令和3年3月29日（月）13：00～
※500部に達した時点で予約販売申込みを締め切らせていただきます。
※販売方法の詳細は、下記申込みフォーム記載のご連絡先あて、改めてお知らせしますが、本の代金（3,300円）に

送料（370円）を添えて、現金書留で送付いただくことを予定
○ 予約販売申込み方法

ＦＡＸ：下記お申込みフォームに必要事項を記入のうえ、送信ください 
Email：西播磨ツーリズム振興協議会お問合せフォーム（URL：www.nishiharima.jp/contact）、

に必要事項を記入の上、送信ください
※「お問い合わせ内容」欄に、希望購入部数、ご住所、連絡先電話番号を記載願います。

○ 問合わせ先：西播磨ツーリズム振興協議会（西播磨県民局地域づくり課内） TEL：0791-58-2144

【 著 書 】

【 著 者 】

【初版】

申 込 みフォー ム
西播磨ツーリズム振興協議会 行
FAX：0791-58 -0523 TEL：0791-58 -2144 

※5冊を超える場合は、その理由を以下に記載願います。

フ リ ガ ナ
お 名 前：

理由欄 （友人・知人に送付、など）： 

ご 住 所：

ご連絡先：　TEL： FAX：

Eメール：

希望購入部数：　　　　　　部

山城マニアからこれから山城巡りを考えている初心者まで、幅広い層に必見！　
前回発行時から増刷の要望も高かった標記冊子の予約販売の受付を開始します。

〒　　　―

問い合わせ
フォーム


