
はじめまして。

宮崎県高原町
です。

いきなりですが、問題です。

「 高 原 町 」

読み方ご存知ですか？



正解は・・・

「たかはるちょう」
です。

宮崎県のココに高原町は位置

しています。

初めて町名を目にされた方は

「こうげん」 や 「たかはら」

などと読む方が多いようです。^_^;

そして、町内には「高原」と書いて

「こうはら」 さん

という名字の方々が在住しております(^O^)

ややこしいかと思われますが、せめて

「たかはる」

という読み方だけでも、覚えてください。m(__)m



「高原町」って・・・
どんなとこ!?

読み方が分かったそこのあなたっ!!
すこーしだけ「たかはる」のこと、気に
なったでしょ？



高原町は、霧島連山高千穂の峰の麓でもあり
自然がたくさん溢れている町です。



春には色とりどりの花があちこちで咲きほこり、
鮮やかな表情を見せて楽しませてくれます。

春
✿

✿



夏
☀

☀

夏になると、霧島連山は鮮やかな新緑をまとい、
強い日差しが夏らしさを一層かきたててくれます。



秋

秋には、たわわに実った稲穂をはじめ「食欲の秋」に
ふさわしい実りの秋を感じられます。
特に新米は、自然の美味しさを贅沢に味わえます。



冬
❄

❄

冬は霧島連山からの「霧島おろし」が町全体に吹きおろします。
身に染みる寒さですが、晴天時には青く澄んだ空に霧島山が
よく映え清々しい気持ちになります。
寒気の厳しいときは「南国宮崎」のイメージとはかけ離れた、
雪化粧に覆われた高千穂の峰を目にすることができます。



小さな町ですが、町内のいたる
ところで四季を楽しむことができ
ます。
また、四季折々で表情を変える
霧島連山を望むことで、自然の
雄大さを肌で感じることのできる
素晴らしい環境の小さな田舎町
です。



そんな宮崎県の小さな田舎町ですが、
実はこんなすごい話が・・・

あるんですっ!!



実は・・・

高原町は、「神武の里」
と呼ばれているのです。

霧島連山 高千穂の峰山頂

「天之逆鉾（あまのさかほこ）」

高原町にそびえたつ霧島山の主峰高千穂峰。

日本最古の書物、古事記の中で語られている
天孫降臨（ニニギノミコト）の舞台となった場所
と伝えられています。

山頂には「天之逆鉾」という１m３０cmほどの
鉾が祀られています。伝承によれば、ニニギ
ノミコトがご降臨された際、祀ったとも言われ
ています。

そして１８６６年に

坂本龍馬・おりょう

夫婦が新婚旅行に

訪れた際、龍馬は

この逆鉾を引き抜いた

という逸話があります。



な、なんと・・・

高原町には伝説の「池」が
存在している。

その名は「御池（みいけ）」。

霧島山の南端に位置する、霧島山最大の火口湖です。約
４６００年前に大噴火を起こし、膨大な量の軽石を放出
しました。その噴火口に水が溜まり、現在の美しい姿と
なりました。

美しい姿とは反対に、太平洋戦争において武器や戦車が
池の底に沈められたとも言われています。

また別の言い伝えとして「龍の涙から出来た湖」だとい
う“龍伝説”もあります。

その他にも、未確認生物の「ミッシー」がいるとかいな
いとか、黄金に輝く巨大魚が生息しているとかしていな
いとか・・・。

御池は自然のパワーを感じられるだけでなく、ロマンス
やミステリアスな面も兼ね備えています。

御池には、神武天皇が幼少のころ遊んだという伝説の
「皇子港」をはじめ七つの港があります。

現在は観光地としても有名で、ボートハウスや野鳥の森
公園御池キャンプ村があり、自然を体験できる有名な観
光地になっています。



高原町では、国の重要無形民俗文化財に指定されている
神楽「高原の神舞（かんめ）」をはじめ、代々受け継がれて
いる伝統行事を大事に守り続けています。



《神楽》
高原町には500年以上の歴史を持った神楽『高原の神

舞』が伝わっています。
毎年12月第一土曜日は「狭野神楽」、第二土曜日は「祓
川神楽」が行われます。
神楽は３３番で構成されています。神楽面は室町時代の
作であることから、古い伝統を持っていることがうかがえ
ます。
舞は夜を徹して舞われ、見る人の心を掴んで離しません。



《苗代田祭（ベブガハホ）》
宮崎県無形民俗文化財に指定されています。
毎年２月１８日行われており、狭野神社に伝わ
る豊作を祈願する農耕神事です。
木牛を使った疑似耕作や、演者の西諸弁を
使った会話が特徴であり、観覧者を笑いで
包み楽しませてくれます。ちなみに「ベブ」とは
「牛」のことで、「ハホ」は「婦人」を意味します。



《お田植祭》
毎年５月１６日に狭野神社にて、
行われています。
狭野神社に伝わる稲作儀礼で
４００年以上の歴史を持つ「棒踊り」
と「奴踊り」が奉納されます。



先ほど紹介いたしました伝統行事の中で、

チラッと登場した『狭野神社』・・・

気になりませんか!?

高原町には『狭野神社』をはじめ、
パワースポットとも言える神社が
存在しているのです!!



☆彡 高原町のパワースポット ☆彡
宮崎県は天孫降臨の地としても有名で、神話に深く繋がりがあります。言い伝えや伝説の
ある神社が数多くあります。 そして、高原町にも神秘的な言い伝えや伝説のある神社が
存在しております。

狭野神社

霞神社

霧島東神社



◆狭野神社◆

創建は約2500年前。
江戸時代には、高千穂周辺に創られ
た「霧島六社権現」のうちの一つ。

高原は神武天皇御降誕の地としても
広く知られています。日本書紀には
「神武天皇は狭野尊」とあり、皇族の
幼名には生まれ育った地名をつける

慣習があったことから、古来より「狭
野」が神武天皇御生誕の地と伝承さ
れています。

樹齢400年を超える狭野杉に
囲まれた参道は、直線参道と
して日本一長い参道だと言わ
れています。



◆霞神社◆

古くから商売繁盛、畜産、縁結びの神様として庶民の信仰を集め
ている由緒ある神社です。
「霞」(かすみ)とは、修験道の綱張りを意味する言葉で、かつて、
霧島六社権現参りを行う前に修験者たちが修行の無事と世の
安泰を祈願した場所と言われております。
鹿児島からも商売や畜産業に携わる方が多数お参りしています。
起業をお考えの方、商売の神様がいる高原町へ是非!!



◆霧島東神社◆

創建は2100年前と言われています。
狭野神社と同じく「霧島六社権現」のうちの一つに
数えられ、鹿児島県の霧島神宮が「西御在所宮」
と言われたのに対し、当社は「東御在所宮」と称され
ました。高千穂峰山頂を飛び地境内として持ち「天逆鉾」
を社宝として祀っており、江戸時代には薩摩藩主が代々
献納するなど、崇敬の厚い神社であります。

御池の上に位置しており、御池を上から眺められる
絶景スポットでもあります。



皆さんは日本一に輝いた

「宮崎牛」ご存知ですか？

高原町も「宮崎牛」の生産・
肥育が盛んなのであります。

その証拠に・・・



高原町は・・・
町全体の人口より

そうです・・・(^_^;)

それだけ畜産業が栄えているという

ことなんです。これは、大自然という

環境が成せる産業ですよね。

自然の中で育てられた牛さんたちは

「宮崎牛」というブランドを身に
まとって皆様のもとに流通するのです。

牛の数の方が
多いっ!!



あふれているのは、
自然や牛だけでは
ありません!!
美味しい食べ物も
たくさんあふれて
いるのです(^^)/

なぜ美味しい食べ物
が小さな町にあふれ
ているのか・・・

しかーしっ!!

ほら、
漬けもんを
かまんね！
（訳：漬け物を
食べま
せんか？）



高原町にそびえ立つ霧島連山。
この霧島連山は日本有数の名水の産地でもあります。
高原町もその恵みを受け、町内には県外からも汲みに来られる
水源地があります。

空気だけでなく、水もきれい。
そのきれいな水で育てられた農作物・畜産物は、まさに自然の
恵みです。



自然の恵みを受けた食べ物は、高原町にはこんなにたくさんあります。
神楽でふるまわれる「神楽そば」を始め昔から伝わっている伝統料理を
大事にしつつ、新しいものも続々誕生しています。



ここまで、高原町の色んな恵みを紹介させていただきました。

大自然に恵まれ、美味しい食べ物に恵まれ・・・

そんな恵まれ放題の高原町。

実は、もう一つ恵まれているものが
あります。それは・・・

ヒント!?



温
泉
に
も
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。♨ ♨

高
原
町
は
、



♨湯之元温泉♨

こちらの温泉は、敷地内の源泉井戸に噴
出した高濃度炭酸温泉をそのまま湯船に
入れた高濃度の炭酸温泉掛け流し風呂で

す。

こちらの温泉水でご飯を炊
くと、なんとっ!!薄い緑色の
ご飯が炊きあがります!!

ご飯もいつもより美味しくて、
おにぎりにすると最高です!



♨極楽温泉♨

こちらの温泉は、20トンの石をくり

貫いて作られたドーンと構えている
迫力満点の湯船が特徴です。



♨皇子原温泉健康村♨

こちらは大浴場のほかに

超音波風呂や泡風呂・サウナも楽し
める健康志向の温泉です。

西日本一の養鱒場も併設されて
いて、ニジマス釣りも楽しめるのが

特徴です。



♨家族温泉 御池の湯♨

源泉かけ流しの家族風呂です。
こちらには「温泉ソムリエ」の方が

いらっしゃる町内では珍しい施設
です。（現在休業中）



実際、住み心地
はどうなの!?

一泊では暮らしぶり
が分からないので
連泊したいけど、普
通の宿泊施設だと
少しお金がかかるよ
うな気もするし・・・

話を聞くだけじゃ、
ちょっとイメージ
しにくいか
なぁ・・・

ここまで高原町についてお聞きになって、
このように思われた方、いらっしゃいませんか？



高原町への移住をお考え
で、住居・仕事を探す活動
等を行う方に対し、宿泊費
の一部助成を行います。

お試し滞在事業とは・・・

このようにお考えになった、あなたっ!!
ぜひ、お試し滞在事業のご利用をっ!!
「百聞は一見にしかず」です！



１人の場合 １泊あたり２，０００円（最大5泊）

２人の場合 1泊あたり４，０００円（最大５泊）

１．事業対象期間 各年度４月１日～翌３月３１日

２．利用負担金額

※１ レンタカーの利用も可（ただし、燃料費は自己負担）

※２ 高原町までの交通費は自己負担となります。

※３ お試し滞在の助成金は、最大２名様までとなります。
３名様からは助成の対象外となり、実費負担となります。



３．利用助成対象者 本町へ移住定住を目的として、居住または仕事を探す活動等を
行う方で、宿泊施設の利用が必要と認められる方。
※観光目的等の利用は対象外となります。

４．対象宿泊施設 高原町観光協会 皇子原公園 コテージ施設
※自炊となりますが、町内各所で買い物・食事等
していただけます。



高原へ移住された

あとの支援事業も
充実しているので、しっかり
サポートさせていただきます!!



将来人口１万人を目指した「１万人の笑顔あふれるたかはる復活創造事業」において、平成２５年度より
「高原町移住定住支援金交付事業」が始まっております。 （平成３０年度までが事業実施予定期間）

支援金の種類 支援金額 支援金額限度額 交付要件

移住支援金
定額
（1世帯）

30万円 公務員及び転勤による転入は除く

住宅等取得支援金
（移住者※１）

取得費の
10％

100万円 町内業者を利用し住宅を新築又は購入

50万円 町外業者を利用し住宅を新築又は購入

住宅等取得支援金
（移住者※２）

取得費の
10％

30万円 町内業者を利用し住宅を新築又は購入

20万円 町外業者を利用し住宅を新築又は購入

※１ 本町以外の市区町村から定住の意志をもって、平成２５年４月１日以降に本町に転入し、本町の町民として
住民基本台帳又は外国人登録原票に記録若しくは登録された者、かつ、当該住所地を生活の根拠とする方
を言います。ただし、かつて本町に住民基本台帳等への記録等があり、町外に５年以上居住していた方を含
みます。

※２ 本町在住者で今後も本町に住み続ける意思をもっている方で、当該住所地を生活の根拠とする方を言います。

１ 支援金の額



２ 支援金の交付方法

支援金の種類 交付方法 備考

移住支援金
転入後３年経過後に１０万円、４年経過後
に１０万円、５年経過後に１０万円交付

現金が２分の１、高原町
商工会発行の商品券が
２分の１

住宅等取得支援金
当初申請年度に全体額の２分の１を交付
し、５年経過後の最終申請年度に２分の１
を交付



３ 交付対象者

支援金の種類 交付対象者

移住支援金

①転入した日から引き続き５年以上本町に居住する意思がある方
②２人以上の家族で世帯を構成する方
③世帯主である方
④居住地の区班に加入した方
⑤市町村税等の滞納がない方

住宅取得支援金

①基準日以降に住宅を新築又は購入し、引き続き５年以上本町に
居住する意思がある方

②２人以上の家族で世帯を構成する方
③世帯主である方
④居住地の区班に加入した方
⑤市町村税等の滞納がない方



お試し滞在・支援金交付事業の他にも、
様々な事業・サポートをしております。

◆空き家バンク◆
高原町の空き家情報
を提供しています。

◆お試し滞在事業◆
高原町への移住をお考
えで、住居・仕事を探す
活動等を行う方に対し、
宿泊費の一部助成を行

います。

◆移住定住支援金交付事業◆
・他市町村から転入

・町内で住宅を新築又は購入
以上の場合に支援金を交付します。

◆空き家リフォーム事業◆
空き家バンクに登録された物
件をリフォームする際に費用
の一部補助を行います。

◆住宅リフォーム事業◆
移住後、高原町民となられてから利
用できる制度です。町民ご本人がお
住まいの住宅等の増改築工事を町
内の施工業者に発注される場合に、

一部補助を行います。



高原町は高速のインターもあり、宮崎・鹿児島・熊本の
３空港からアクセス可能な利便性の高い町です。

町内をめぐる際には、車での移動がオススメです!!

【熊本空港から】
車で高速道路利用・・・約100分
高速バス利用（なんぷう号）・・・約2時間20分

【鹿児島空港から】
車で高速道路利用・・・約５０分
高速バス利用（はまゆう号）・・・約１時間

【宮崎空港から】
車で高速道路利用・・・約５０分
高速バス利用・・・約５０分

高原町



高原町は、
あなたをお待ちしております。

最後までご覧いただき、ありがとうございましたm(__)m


