
陽自動車道と国道２号・185号・432号・486号および主要地方道三原
東城線などにより、地域内外を連絡する格子状の骨格道路網が形成

され、公共交通機関としては、JR三原駅をターミナルとするバスネットワー
クが形成されているほか、ＪＲ山陽新幹線とＪＲ山陽本線・呉線による鉄道
網が形成されています。
　また、三原港と須波港を中心とした、瀬戸内海島しょ部との航路網も充実
しています。
　三原市の大きな特長として、中国・四国地方の拠点空港に位置付けられて
いる広島空港を擁しています。同空港へのアクセスは、リムジンバスや高速
バスの利用を主体とする自動車交通アクセスにより、県内にとどまらず岡
山・今治方面とも連絡されています。

交通体系

市民憲章

広島県

三原市って
こんなまち

Mihara city's plofile

三原市

原市は、2005（平成17）年3月22日に、三原市、本郷町、久井
町、大和町が合併してできた市です。

広島県の中央東部に位置し、面積は471.51ｋｍ²で、広島県の5.6％
を占めています。また、中国・四国地方のほぼ中心にあり、当地方の
各地域と連携する上で恵まれた地理的条件を有しています。

三

山

わたしたちは、海・山・空　夢ひらくまち三原をめざして、この憲章を定めます。

１ 豊かな自然をいかし、美しいまちにしましょう。
１ 歴史と文化を大切にし、人をはぐくむまちにしましょう。
１ みんなで助け合い、人がふれあうまちにしましょう。
１ 心もからだも健康で、明るいまちにしましょう。
１ 楽しく働き、活力あるまちにしましょう。

三原本郷IC

山陽自動車道
広島空港

JR山陽新幹
線

JR山陽本線

三原港

須波港
佐木島

三原久井IC

2

185

世帯数
43,716世帯

人口
92,314人

男 44,383 人
女 47,931人

2020（令和2）年9月30日現在
人口・世帯数 2005（平成17）年10月1日制定
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にぎわい交流拠点 市からの情報を
キャッチしよう！

「Kia Ora」は、ニュージーランドの公用語マオリ語で「こんにちは、ありがとう、はじめまして」などの意味で、感謝や愛情を表したり、新たな人間関係を築いたりする時に使われます。

令和２年７月に生まれ変わった駅前東館跡地！JR三原駅前が三原市の新しい憩いの場・交流の場として賑わっています。
リニューアルした図書館や広場で開催されるイベントなど、ぜひお楽しみください。

「広報みはら」を毎月1
回、発行しています。新
聞折り込みのほか、市
内の一部店舗や公共施
設で配布しています。市
ホームページや無料ア
プリ「マチイロ」で読む
こともできます。

三原市の情報を知ることの
できるツールを紹介！自分
に合った方法を見つけてう
まく活用しよう！

三原市ホームページ
くらしの情報や市
政情報などを掲載
しています。最新の
情報を確認するこ
とができます。広報
みはらも掲載しています。

広報誌「広報みはら」

市メール配信システム
災害や火災の発生、防犯情報など、暮らしに欠かせない安心・
安全に関する情報をメールで配信しています。ぜひ登録してく
ださい。
※登録は無料ですがメール送受信やインターネット画面表示にかかる
通信料などは登録者の負担になります。右の二次元コードを読み込
んで、手順に従って登録してください。

FMみはら
災害時は一斉伝達手
段として緊急情報を届
け、平常時はローカルの旬な話題をタ
イムリーにお届けしています。
●周波数 ８７.４MHz
FMみはら ☎0848-67-0874

外国人住民の方へ

外国人住民の方へ向けた
「外国人のための生活ガイドブック」
があります。
詳しくは、問い合わせてください。

問

問

三 原 市

がいこくじんじゅうみん

がいこくじんじゅうみん

かた

けいえいきかくか

がいこくじん

かた む

せいかつ

くわ と あ

キ オ ラ ス ク エ ア

Kia Ora Square

　 経営企画課 ☎0848-67-6270

 　広報戦略課 ☎0848-67-6007

問

JR三原駅前

三原テレビ放送
ニュース番組などで、
市の取り組みなどを紹
介しています。
※三原テレビ放送への加入が必要で
す。料金等詳しくは確認してください。
三原テレビ放送 ☎0848-63-8600問

N EW

OP E N
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自然・遊び

四季が織りなす姿、
時間が作り出した姿…
ここでしか見ることの、
感じることのできない
絶景と自然を堪能する。 

　自然林を生かした「山のゾーン」、里山をイメージした「里のゾーン」、宮島を連想させる
数寄屋風水上建築の庭園事務所（潮見亭）を配置した「海のゾーン」からなる、築山池泉回
遊式庭園です。山・里・海の三つの風景にちなんで「三景園」と名付けられました。

　広島空港周辺の自然を生かした公園で
す。様々なイベントも開催しています。 

　標高699ｍの備南最高峰 宇根山にある
天文台。口径60ｃｍの大型反射望遠鏡や
デジタルプラネタリウムなどでスター
ウォッチングを楽しめます。

　イチゴ、ブルーベリー、桃、梨、ぶどう、りん
ご等、旬の果物狩りなどが楽しめる観光農園
です。

　日本最大規模の岩海。備南最高峰 宇根山
の麓にあり「ごうろ」とも呼ばれています。直
径1m～7mの巨岩・怪石が特異な景観をなし
ており、岩に耳を当てれば、地下に流水の音
が聞こえます。

　標高311mの筆影山、その西南に連なる標
高445mの竜王山とともに、この山並み一帯
は地元では畑山（はたのやま）と呼ばれて親
しまれてきました。竜王山山頂付近は、いこい
の森として整備され、桜の名所です。筆影山
山頂、竜王山の展望台から眺められる多島美
は瀬戸内海随一と評され、1950（昭和25）年、
瀬戸内海国立公園の一部に指定されました。

Mihara city guide

三景園

本郷町善入寺64-24 　　0848-86-9200 
【4月～9月】9:00～18:00 
【10月～3月】9:00～17:00 
※入園は閉門の30分前まで 
12/29～12/31 
大人270円、小・中学生130円  
※まつり期間中：大人320円、小・中学生160円

本郷町上北方1315番地 
0848-86-9101 
【4月～9月】9：00～18：00
【10月～3月】9：00～17：00
12/29～12/31 
無料
（駐車料金は有料） 

久井町吉田10370番地28 
0847-32-7145
（閉館日☎0848-67-6147（生涯学習課）） 
【昼間】10:00～17:00（土・日曜日、祝日）　
【夜間】18:00～22:00（土曜日）
（イベント開催日は別途時間を定める） 
詳細な開館状況はホームページで確認
してください。 
大人310円、中・高生210円、小学生100円

久井町吉田

須波町・沖浦町 

大和町大草75-28 　     0847-34-0005 
受付 9：30～15：30 　  12/31～1/3　 
※果物狩りは果実により開催時期が
　異なりますので、問い合わせてください。  

2大イベントは
6月の「花まつり」11月の「もみじまつり」

国
天
然
記
念
物

晴れた日には
四国山地が遠望でき、

しまなみ海道の
10橋のうち7つの橋を
見ることができるよ

宇根山天文台
久井岩海

筆影山・竜王山
中央森林公園

　塔の峰は向田港から歩いていける小高い山。以前は
みかん畑だった山の一面に桜の木が植えられていま
す。桜が満開の時期には、塔の峰を１周する道に桜色の
トンネルができあがります。

鷺浦町向田野浦
0848-87-5004（鷺浦コミュニティセンター）

塔の峰千本桜

沼田西のエヒメアヤメ自生南限地帯

果実の森公園

　エヒメアヤメは、青紫色の花を咲かせ、中国東北部・
朝鮮半島や西日本（主に瀬戸内・九州）に分布していま
す。日本の自生地は、その南限にあたるとともに、氷河
期に大陸と日本が陸続きだったことを示す、植物学的
に重要な場所です。
普段は立入禁止ですが、毎年４月の開花期には一般

公開が行われ、美しい花を間近で見ることができます。
沼田西町
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歴史・文化

時を超えて
受け継がれるもの、
語り継がれること。

私たちの生活の礎を学ぶ。

　戦国時代の終りごろに活躍した武将。大名 毛
利元就の三男で、子どもの時の名は徳寿丸。
　12歳のときに竹原(現在の竹原市)の小早川家
の養子になり、後に本家の沼田(現在の本郷町)
小早川家の跡を継ぎ、小早川家を一つにまとめ
ました。
　本郷の新高山城を中心に、各地の戦で活躍
し、中国地方をはじめ四国、九州まで勢力を伸ば
しました。1567（永禄10）年に、隆景は瀬戸内海
で活動するため三原に城を築き、活動の中心地
を移しました。1596（慶長元）年には、隆景はこ
の地を隠居所と定め、その翌年に三原城内でこ
の世を去りました。

Mihara city guide

城の石垣の一部など、
市内のあちらこちらで
戦国～江戸時代の息吹を垣間見ることができます。

小早川隆景 こばやかわたかかげ
（1533（天文2）年～1597（慶長2）年）

　隆景は瀬戸内海の交易路としての有用性に気 
付き、1567（永禄10）年三原の湾内に浮かぶ大
島、小島をつなぐ三原城を築きます。城を見た豊
臣秀吉も感激したといわれています。小早川氏
の後も福島氏、浅野氏の支城として明治時代は
じめまで存続しました。

三原城跡

館町・城町

　高山城は沼田川の東岸にあり、対岸の新高山城とともに沼田小早川氏の居城でした。
高山城は、小早川茂平が築城したといわれています。1551（天文20）年10月に隆景が入
城しましたが、まもなく新高山城に本拠を移しました。
　新高山城は、副城として茂平の子雅平によって建てられました。隆景がこの副城を修
築して1552（天文21）年6月から本拠とし、瀬戸内海への進出の礎を築きました。現在
は、本丸、中の丸、釣井の段や匡真寺などの跡が残っています。

高山城跡・新高山城跡
たかやまじょうあと・にいたかやまじょうあと

本郷

　1153（仁平3）年に建てられた寺院で、
1235（嘉禎元）年小早川茂平が念仏堂を
建立して氏寺としました。以来、小早川家の
菩提寺であり、17代隆景までの宝篋印塔
20基の墓がつくられ、保存されています。

　2018（平成30）年の西日本豪雨災害で被災した小早
川家墓所の復旧のため、国や県、市の補助金のほか米
山寺がクラウドファンディングにより資金調達を行い
ました。その結果、市内外の皆さまから多大な支援が集
まり、2021（令和3）年には復旧完了する予定です。

▲被災以前の小早川家墓所の様子

米山寺

沼田東町納所460 0848-66-0693

写真左が新高山城跡、
右が高山城跡です

国の重要文化財である
高さ2.5ｍの宝篋印塔や
絹本著色小早川隆景像、現在の三原城は、天主台、

船入櫓の石垣など一部が
残っています。

県史跡に指定された
小早川隆景の墓を
見ることができます。

べいさんじ

国指定
史 跡

国指定
史 跡みはらじょうあと
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佛通寺

歴史・文化

　白滝山山頂にある龍泉寺。行基が開山したとされ、一際目をひくのが釈迦三尊像の磨崖仏
で、それぞれ雲に乗った釈迦如来坐像、迦葉、阿難尊者立像（脇侍）を見ることができます。

八畳岩の
上からは

360度の

パノラマ
ビューが

楽しめま
す

龍泉寺磨崖仏

　広島県最大の横穴式石室（全長13.2ｍ、幅
3.0ｍ、高さ4.2ｍ）7世紀初め頃の古墳で、山
腹を切り開いて巨石を積み重ねてあり、古代
豪族の勢力の大きさを示しています。

梅木平古墳
ばいきひらこふん

本郷町下北方

市指定
史 跡

県指定
史  跡

　６～７世紀のものとされている沼田川
流域の横穴式石室を有する古墳。奥行
10.76ｍ、幅2ｍ、入口を南に向けて開口
し前室と後室の２室に分かれた全国でも
珍しい古墳です。
本郷町南方

御年代古墳
みとしろこふん

ぶっつうじ

　7世紀前半頃の円墳で、南西に開口した
横穴式石室となっています。県内では例の
ない石棚を有する珍しい古墳です。

黒谷古墳
くろたにこふん

大和町下草井

県指定
史 跡

　1397（応永4）年に小早川春平が、名
僧愚中周及禅師を迎えて開いた日本屈
指の参禅道場として知られる臨済宗佛
通寺派の大本山です。応仁の乱後、幾多
の興亡の歴史を経て今日に至りました。
かつて雪舟が滞在したと伝えられる篩
月庵の跡地もあります。

小泉町4543

高坂町許山22
0848-66-3502
紅葉の時期は要拝観料
大人300円、中学生以上の学生200円です。

　938（天慶元）年創建され、伏見稲荷大社の
分霊としては日本最古です。初詣には数万人も
の参拝客で賑わいます。

久井稲生神社
くいいなりじんじゃ

久井町江木1-1

　鎌倉時代初期、小早川初代土肥実平、
二代土肥遠平親子が遠平に嫁いだ源頼
朝の娘、天窓妙仏の早逝を悼み建立され
ました。

棲眞寺
せいしんじ

大和町平坂

　備後総鎮守一の宮神社で和気清麻呂
の姉和気広虫(法均尼)が流された地で
す。天正年間には、豊臣秀吉が三原城に
滞在中参拝し、境内に桜樹を手植えした
と伝えられています。

御調八幡宮
みつきはちまんぐう

八幡町宮内7 0848-65-8652

0847-34-1605

0847-32-6029

含暉院地蔵堂が
国の重要文化財に
指定されています

県重要文化財
木造二十八部衆
立像を所有

県重要文化財
「紙本墨書大般若経」を所蔵

社叢が県の天然記念物に
指定されています。

木造狛犬及び
版木などが

国の重要文化財、

国指定
史 跡

　大野浦海岸の前に見えるお椀を伏せた
ような小さな島が宿祢島です。名称は飛
鳥時代の実力者、武内宿祢に由来してい
ます。旧石器時代の石器も出土しており歴
史的にも注目されています。
※島に上陸する定期船はありません。

宿祢島 すくねじま

りゅうせんじまがいぶつ

新藤兼人監督の
映画「裸の島」の

ロケ地になっているよ
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物
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品
の
品
々
を
ご
堪
能
あ
れ
♪

特産品・名産品

　瀬戸内でも有数のマダコの産地として知られていま

す。潮の流れが速く、きれいな三原の海で育ったタコ

は弾力があり、噛みしめるほど豊かなうまみを堪能で

きます。

　三原のお店では生タコの刺身や生タコを豪快に天

ぷらにしたタコ天のほか、お好み焼き、洋食、おやつな

ど多彩なタコ料理が楽しめます。

　三原市漁業協同組合は三原沖で漁獲されたタコを

「三原やっさ祭り」にちなんで、「三原やっさタコ」とし

てブランド化しています。三原のタコ漁は江戸時代か

ら代々と受け継がれてきたタコつぼ漁が中心で、タコ

の体に傷がつきにくく、味がよいことが特徴です。

　現在、三原市内で日本酒を醸造しているのは「醉心山根本店」のみ
ですが、第二次世界大戦後は10軒余りの蔵元がありました。
　醉心山根本店の創業は万延元（1860）年。明治時代から数々の賞
を受賞してきた醸造元です。大正時代には、全国酒類品評会で3回
連続の優等賞を受賞し、「名誉賞」を受賞しました。3回連続して受賞
した醸造元は、醉心のみです。これにより「名誉醉心」として、国内外
で広く知られています。 

Mihara city guide

Octopus

タコ

だるま

三原やっさタコ

地酒 醉心

　江戸時代の末頃から作られて
いた三原だるまは、「願いが成る
ように」と鳴り物の鈴や小石を
入れ、頭が細長く豆絞りの鉢巻
きをしているのが特徴です。「握
りだるま」という人のこぶし大の
だるまが多く作られています。
　三原観光協会で購入や、三原
だるま制作・面相書き体験がで
きます。

三原だるま

　生のタコに衣をつけて揚げた
三原の名物。

タコ天

地
酒

　タコの食感と味わいが直
接楽しめる、産地ならでは
の贅沢な味わいです。

生タコの刺身

伝統のタコつぼ漁 ▶
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の
絶
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特産品・名産品

　瀬戸内でも有数のマダコの産地として知られていま

す。潮の流れが速く、きれいな三原の海で育ったタコ

は弾力があり、噛みしめるほど豊かなうまみを堪能で

きます。

　三原のお店では生タコの刺身や生タコを豪快に天

ぷらにしたタコ天のほか、お好み焼き、洋食、おやつな

ど多彩なタコ料理が楽しめます。

　三原市漁業協同組合は三原沖で漁獲されたタコを

「三原やっさ祭り」にちなんで、「三原やっさタコ」とし

てブランド化しています。三原のタコ漁は江戸時代か

ら代々と受け継がれてきたタコつぼ漁が中心で、タコ

の体に傷がつきにくく、味がよいことが特徴です。

　現在、三原市内で日本酒を醸造しているのは「醉心山根本店」のみ
ですが、第二次世界大戦後は10軒余りの蔵元がありました。
　醉心山根本店の創業は万延元（1860）年。明治時代から数々の賞
を受賞してきた醸造元です。大正時代には、全国酒類品評会で3回
連続の優等賞を受賞し、「名誉賞」を受賞しました。3回連続して受賞
した醸造元は、醉心のみです。これにより「名誉醉心」として、国内外
で広く知られています。 

Local
 sake

Daruma

タコ

だるま

三原やっさタコ

地酒 醉心

　江戸時代の末頃から作られて
いた三原だるまは、「願いが成る
ように」と鳴り物の鈴や小石を
入れ、頭が細長く豆絞りの鉢巻
きをしているのが特徴です。「握
りだるま」という人のこぶし大の
だるまが多く作られています。
　三原観光協会で購入や、三原
だるま制作・面相書き体験がで
きます。

三原だるま

　生のタコに衣をつけて揚げた
三原の名物。

タコ天

地
酒

　タコの食感と味わいが直
接楽しめる、産地ならでは
の贅沢な味わいです。

生タコの刺身

伝統のタコつぼ漁 ▶
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特産品・名産品

　三原の名物「神明鶏」を使った燻製ピザは
スモークさと神明鶏の香ばしさが口いっぱい
に広がります。 

神明鶏の燻製ピッツァ

　ふんわか、とろりん、口どけの良さが
好評のくりーむパンです。

八天堂のくりーむパン

　三原市ふるさと大使、熊谷喜八シェフの監修で生まれた佐木島
の柑橘ジャム。花崗岩由来の土壌のため水はけがよく、太陽の恵み
いっぱいに育ったミカンを使用。 砂糖を極力減らし、ミカン本来の
甘さを活かした商品です。

みかんじまのみかんジャム

　登町や沖浦町で採れるおいしいごぼう。「葉田
ごぼう」は約800年の歴史があり、平家の葉田重
五郎国重が戦いから逃げた竜王山で栽培を始め
たといわれています。小早川隆景も好んだ逸品と
もいわれ、とても人気があります。

葉田（はた）のごぼう

　本郷町で栽培されています。
ピンとした穂先の瑞々しいアス
パラはおいしいと評判です。

アスパラ

　大和町で多く栽培さ
れています。独特の香り
と味が人気です。お茶や
うどんで楽しめます。 

はと麦

　わけぎの栽培が盛んな三原市。瀬戸の日
差しをいっぱいに浴びて育つわけぎは評判
のおいしさ。木原や佐木島を中心に栽培さ
れ、日本有数の生産量を誇ります。

　国道2号沿いにある道の駅で、展望デッキでは瀬戸内海と三原市街を一望でき
ます。新鮮な野菜や海産物、土産物など、三原市全域のおいしいものを購入するこ
とができます。

　国道432号沿いにある洋風な道の駅で、本格的な石窯で焼き上げるピザが味わ
えるレストランがあります。農産物売り場では、地元の新鮮野菜を販売しています。

わけぎ

　大和町は県内一の
米粉用米の産地です。
米粉の麺「おこめん」や
米粉パンも人気です。

米粉
糸崎四丁目21番1号 
0848-63-8585 
9：00～18：00 
毎月第３火曜日 

みはら神明の里

よがんす白竜

道の駅

大和町和木652-3 
0847-35-3022 
9:00～17:00
（土日・祝日 9:00～18:00） 
毎月第3木曜日、年末年始 

Sw+ts

Vegetables

道の駅よがんす白竜で購入できるよ！
他にも三原の特産を
使用した商品もあります！
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i
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お祭り・イベント

4大祭りをはじめ、三原市には活気
あふれるお祭り・イベントが盛りだくさん。 
三原の生活を彩る様々な催しを楽しもう！

Mihara city guide

　市の花である「サツキ」が咲き
誇る宮浦公園で、パレードをは
じめ、各種ステージやサツキの
展示会、ミニ新幹線など多彩な
イベントで市民に親しまれてい
ます。

三原さつき祭り

3月
4月

6月

筆影山夜桜ライトアップ／能地春祭のふとんだんじり
白竜湖花火 in だいわ／棲眞寺まつり／鉢ケ峰大祭／
御調八幡宮春季例祭（桜花祭）
三景園 花まつり／半どん夜市

7月

8月

沼田神社 祇園祭／すなみ海浜公園海開き／沼田本郷夏まつり／
久井稲生神社ぎおん祭りのおどり 
本郷沼田川あゆまつり／ちんこんかん／トライアスロンさぎしま大会

やっさ踊り… JR三原駅前周辺 
花火観覧… JR糸崎駅南側、
　　　　　 糸崎港1・2号岸壁

宮浦公園 

　小早川隆景公が築城した三
原城の完成を祝って始まったと
いわれる「やっさ踊り」。三味線・
太鼓・鉦などに合わせて町中を
練り歩きます。フィナーレには花
火が夜空を彩ります。

市内の
お祭り・
イベント

5月

三原やっさ祭り

8月の
第2日曜日
を含む
金・土・日

かね
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お祭り・イベント

10月 だいわ元気まつり／久井稲生神社の御当／
ひろしま空の日ふれあい秋まつり／
三原臨空商工まつり／
久井！さわやか高原祭り

11月

12月
2月

佛通寺秋季特別拝観（紅葉ライトアップ）／白竜湖ふれあいグリーンマラソン大会／
三景園もみじまつり／御調八幡宮秋季例祭
ポポロ冬の祭りウインターイルミネーション／冬ホタル ペットボトル&イルミネーション
久井稲生神社御福開祭・はだか祭／みはら彩るまち歩き おひなまつり

市内の
お祭り・
イベント

ＪＲ三原駅周辺 

　「浮城」三原城をテーマに、多
くのイベントが開催されます。
見どころは、隆景広場を皮切り
にJR三原駅周辺を約50人の武
者行列が練り歩く小早川甲冑
部隊。まつりの風物詩である甲
冑部隊の迫力を間近で体感し
てみましょう。

東町、館町、本町一帯

　備後路に春を告げる、室町時
代末期より続いているお祭り。
JR三原駅北側一帯に特産品の
だるまや植木の販売、飲食など
約500店の露店が立ち並びま
す。高さ3.9ｍ、重さ約500㎏の
「日本一の大だるま」は迫力満
点です。

わしは元々は三原神明市の大だるま
なんじゃが、やっさ踊りが大好きで、
いつかは踊りたいと思っとったら願い
が叶って踊れるようになったんよ。

実はわしの映画を作っても
らったり、大手家電メーカー
やファミリーレストランのテ
レビＣＭに出演したこともあ
るんじゃ。

三原浮城まつり

三原市公式マスコットキャラクター

11月
上旬

三原神明市

2月の
第2日曜日
を含む
金・土・日

座右の銘
七転び八起き

年  齢
推定450歳

好きなタイプ
三原なまりの女性

チャームポイント
ワイルドな眉毛と
つぶらな瞳

住まい
東町のとある倉庫

趣  味
人前に現れ、

ハッピーをもたらすこと
やっさ踊りを踊ること

かっちゅう
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