
1 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２５年９月１８日（水） 県政記者クラブ配布資料 

 担 当 課 担 当 担 当 者 連 絡 先 

観光課 観光資源係 森・伊東 
058-272-1111(内線3075) 
058-272-8396(直通) 

 
 

「中山道ぎふ１７宿 歩き旅２０１３」がスタートします！ 
 

県では、“岐阜の宝もの”をはじめとする地域の資源をつなぎ、「高品質」かつ「本物」の宿泊滞在型観 

光が満喫できる「清流の国ぎふ」観光回廊づくりに取り組んでいます。 

その一環として、今年２月、新しく“岐阜の宝もの”に認定された「中山道ぎふ１７宿」を活用し、沿

道関係者が更なる連携を強化した街道歩き・まち歩き観光の確立を目的に、「中山道ぎふ１７宿歩き旅２０１

３」を下記のとおり開催します。 

県内中山道 126.5㎞の踏破にチャレンジする「踏破ウォーキング」や、地域の人と交流しながら宿場の歴

史や文化・食・伝統などを体験できる「体験プログラム」、ガイドと巡る「宿場歩き・まち歩きプログラム」

など、楽しい企画を盛りだくさんご用意しています。 

また、踏破ウォーキングのオープニングには、中山道を全踏破した飛騨・美濃観光大使の勅使川原
てしがわら

郁
いく

恵
え

さ

んが参加される他、スタンプを集めて応募すると、抽選で岐阜県の特産品が当たるスタンプラリーも行いま

すので、是非ご参加ください。 

 

記 

 

１ 実施期間   平成２５年１０月１２日（土）～平成２５年１１月１７日（日） 

        

２ 内  容 

【プログラム】 

（１）「中山道ぎふ１７宿」踏破ウォーキング（全 1２コース） 

   県内中山道の踏破にチャレンジしたい方のために、宿場～ 

宿場を歩く１２のコースをご用意しました。全コースに参加 

すれば県内中山道を踏破できます。もちろん１コースだけの 

参加も大歓迎。 

踏破ウォーキングのオープニングである大湫
おおくて

宿
しゅく

（瑞浪市） 

～大井
お お い

宿
しゅく

（恵那市）コースには、飛騨・美濃観光大使の勅 

使河原郁恵さんも参加されます。 

 １２コース中、５コースについては、ＪＲ東海と連携し 

「さわやかウォーキング（以下「さわやかＷ」）」として 

開催します。 

 また、踏破ウォーキングに合わせたバスツアー（全１２ 

コース）もご用意しています。 

 

 

インターネットでの情報提供 

提供予定日 ９月１９日（木） 

勅使川原郁恵 （岐阜市出身） 

元ショートトラック 

スピードスケート五輪代表 

日本ウォーキング協会親善大使 
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「中山道ぎふ１７宿」踏破ウォーキング 当日参加可能・無料 

 実施日 コース内容 歩行距離 

１ 10/12(土) JR釜戸駅～大湫宿～大井宿～JR恵那駅（オープニングコース） 17.4㎞ 

２ 10/13(日) JR岐阜駅～加納宿～鵜沼宿～JR鵜沼駅 18.2㎞ 

３ 10/19(土) JR柏原駅～柏原宿～今須宿～関ヶ原宿～JR関ヶ原駅   【さわやかＷ】 8.8㎞ 

４ 10/20(日) JR鵜沼駅～鵜沼宿～太田宿～JR美濃太田駅       【さわやかＷ】 11.9㎞ 

５ 10/26(土) JR美濃赤坂駅～赤坂宿～美江寺宿～樽見鉄道美江寺駅 9.7㎞ 

６ 10/27(日) 樽見鉄道美江寺駅～美江寺宿～河渡宿～加納宿～JR岐阜駅 10.6㎞ 

７ 11/3(日) JR関ヶ原駅～関ヶ原宿～垂井宿～赤坂宿～JR美濃赤坂駅 【さわやかＷ】 13.1㎞ 

８ 11/4(祝) JR中津川駅～中津川宿～大井宿～JR恵那駅       【さわやかＷ】 11.9㎞ 

９ 11/9(土) JR美濃太田駅～太田宿～伏見宿～御嶽宿～名鉄御嵩駅 13.9㎞ 

10 11/10(日) JR中津川駅～中津川宿～落合宿～馬籠宿        【さわやかＷ】 8.8㎞ 

11 11/16(土) 名鉄御嵩駅～御嶽宿～細久手宿～大湫宿～JR釜戸駅 21.4㎞ 

12 11/17(日) JR南木曽駅～妻籠宿～馬籠宿 11.5㎞ 

 

「中山道ぎふ１７宿」踏破ウォーキング バスツアー 要事前申込み・有料 

 実施日 コースタイトル ルート 

１ 10/12(土) これぞ山中の道 みだれ坂・十三峠編 大湫宿～大井宿 

２ 10/13(日) 昔 中山道、今 冬ソナストリート 街道今昔物語 加納宿～鵜沼宿 

３ 10/19(土) 芭蕉も歩いた薬草の里・伊吹山麓を行く 柏原宿～今須宿～関ヶ原宿 

４ 10/20(日) 伊能忠敬も眺めた日本ラインと犬山城を望む 鵜沼宿～太田宿 

５ 10/26(土) 嫁入
よめいり

普請
ふ し ん

・小簾
お ず

紅
こう

園
えん

に和宮道中ゆかりをたずねる 赤坂宿～美江寺宿 

６ 10/27(日) 長良川小紅
お べ に

の渡しから加納の城下町へ 美江寺宿～河渡宿～加納宿 

７ 11/3(日) 壬申から戦国へ 日本の歴史探訪 関ヶ原宿～垂井宿～赤坂宿 

８ 11/4(祝) 中津川から恵那へ 栗菓子の里をめぐる 中津川宿～大井宿 

９ 11/9(土) 美濃中山道名所 太田の渡し・蟹薬師 太田宿～伏見宿～御嶽宿 

10 11/10(日) 島崎藤村・夜明け前をめぐる 中津川宿～落合宿～馬籠宿 

11 11/16(土) これぞ山中の道 御殿場・弁天池・琵琶峠編 御嶽宿～細久手宿～大湫宿 

12 11/17(日) 中山道ハイライト 是より木曽路 妻籠宿～馬籠宿 

   ■旅 行 代 金／お一人 5,500円（特製ガイドブック、お弁当付き） 

■定 員／各コース 88名（定員になり次第締切） 

■発   着／ＪＲ名古屋駅（太閤通口） 

■旅行企画・実施／名阪近鉄旅行(株) 

■問合せ・申込み／名阪近鉄旅行(株)ツアー予約センター 

           TEL:052-563-7500、FAX:052-586-2202、 URL: http://www.kakkotour.com/ 

 

（２）体験プログラム（５３プログラム） 

  「郷土料理を作って味わう」「中山道の歴史や文化を学ぶ」「宿場内で開催されるイベントやお祭 

りに参加する」など、中山道の魅力に触れることができるバラエティに富んだプログラムをご用意し

ています。「中山道には興味があるけれど、歩くのはちょっと苦手」という方にもぴったりです。 

    ※参加方法等の詳細については、別添パンフレットを参照 

 

（３）宿場歩き・まち歩きプログラム（２５プログラム） 

    ガイドの説明を聞きながら宿場町を散策したり、街道沿いの史跡や名店を巡ったり、のんびりと

中山道歩きが楽しめるプログラムです。どのプログラムも２～３時間で歩くことができますので、

どなたでも気軽にご参加いただけます。 

   ※参加方法等の詳細については、別添パンフレットを参照 
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【プログラムを楽しむためのアイテム】 
（１）スタンプラリー 

   イベント期間中、各宿場に設置されたスタンプや、「踏破ウォーキング」「体験プログラム」「宿 

場歩き・まち歩きプログラム」に参加するともらえるスタンプを３種類集めて応募すると、抽選で総 

勢５０名に岐阜県の特産品が当たります。 

■賞品 「飛騨・美濃すぐれもの」をはじめとする県産品 

■応募要領 

スタンプ設置場所（別添パンフレット参照）に用意された専用のスタンプカード、またはパンフ 

レットに掲載のスタンプ台紙に３種類のスタンプを押し、必要事項（氏名、年齢、性別、電話番号、 

住所、ご意見・ご感想）をご記入の上、スタンプ設置場所にある専用ポストに投函してください。 

郵送の場合は、スタンプ台紙を切り取り、ハガキに貼ってご応募ください。 

■応募締切 

   平成２５年１１月１７日（日） ※専用ポスト設置最終日 

   （郵送の場合は、１１月３０日（土）必着） 

    当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

■応募先（郵送の場合） 

中山道ぎふ１７宿歩き旅事務局（日本イベント企画株式会社内） 

 〒500-8289 岐阜市須賀 1-1-5-305 

 

（２）「中山道ぎふ１７宿」ウォーキングガイドブックの発売 

   「踏破ウォーキング」の１２コースに合わせて、１２冊のガイドブックを作成しました。全ペー 

ジが旅心を誘う手書きのイラストで描かれています。道中の思い出を書き留めるページもご用意し 

ていますので、歩き旅のお供にぜひご利用ください。 

   ■価  格 １冊３００円（１０月１２日（土）より発売開始） 

   ■販売場所 中山道沿道市町観光案内所など（別添パンフレット参照） 

 

（３）「中山道ぎふ１７宿」チャレンジパスポートの発売 

   「中山道ぎふ１７宿」の踏破をめざす方のために「踏破チャレンジパスポート」をご用意してい

ます。各宿場に設置のスタンプを集めると、もれなく踏破者だけのオリジナルピンバッチを差し上

げます。さらに抽選で、１０名の方に中山道沿道の特産品をプレゼントします。 

  ■価  格 １冊５００円 

  ■販売場所 中山道沿道市町観光案内所など（別添パンフレット参照） 

  ■応募締切 １１月３０日（土）必着 

■応募先（郵送の場合） 

中山道ぎふ１７宿歩き旅事務局（日本イベント企画株式会社内） 

 〒500-8289 岐阜市須賀 1-1-5-305 

 

（４）「中山道ぎふ１７宿歩き旅」ｉＰｈｏｎｅアプリの開発 

    「岐阜県版スマートフォンアプリ開発人材育成事業」（通称：「A.i.Camp」）を活用した「中 

山道ぎふ１７宿歩き旅」ｉＰｈｏｎｅアプリをイベントの開始に合わせてリリースします。 

 中山道のルート案内、沿線の見どころ紹介などの機能が無料でダウンロードできますので、ぜひ 

ご利用ください。 

■利用方法 iPhoneの AppStoreにて、「中山道ぎふ」でアプリを検索し、ダウンロードしてください。 
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■「清流の国ぎふ」めぐる旅キャンペーン第２弾（秋）[8/21県政記者クラブ配布済み] 
「小坂の滝めぐりや天生県立自然公園を巡るコース」、「中山道を歩く旅」など、秋のモデルコース

（１０コース）を提案。併せて、「楽天トラベル」ＷＥＢ上で、期間限定の特別宿泊プランや旅行クー 

ポン、無料宿泊券のプレゼント企画を実施しています。 

 
■「清流の国ぎふ」まち歩き・みちの観光の展開 
滞在型観光を推進する「清流の国ぎふ」めぐる旅キャンペーンの一環で、県内各地の地域特性を活か

した新たなまち歩きプログラムを地域の皆さんと協働で制作。「まち歩きイベント」を開催しています。 

【１】『道の駅さんぽ博』の開催 [9/2県政記者クラブ配布済み] 
～県内５エリアでの新しい「まち歩きイベント」、第１弾スタート！～ 

第１弾として、西美濃・東美濃地域で、道の駅やその周辺をめぐって地域の「食」「風景」「モノ

づくり」を楽しむまち歩きイベント「道の駅さんぽ博」を開催します。 

全国２番目に道の駅が多い岐阜県ならではの、道の駅やその周辺観光資源を活用した体験プログラ

ム（トレッキング、ダム見学、そば打ち・陶芸体験など全１６プログラム）をお楽しみください。 

期 間／平成２５年９月２１日（土）～１０月２７日（日） 

場 所／揖斐川町・池田町・本巣市・土岐市・恵那市・中津川市の道の駅１４駅 

テーマ／道の駅からはじまる１６の小さな旅 

【２】『美濃焼こみち』の開催 [9/13県政記者クラブ配布済み] 
～美濃焼のふるさとで本物に出会う「まち歩きイベント」開催！～ 

美濃焼の産地で窯場や周辺観光地をめぐって、地域を五感で楽しむまち歩きイベント「美濃焼こみ

ち」を開催します。日本を代表する陶磁器「美濃焼」の魅力に触れる２３の多彩な体験プログラム（窯

場めぐり、陶芸作家への弟子入り等）をお楽しみください。 

期 間／平成２５年１０月１２日（土）～１１月１７日（日） 

場 所／美濃焼の産地（多治見市・瑞浪市・土岐市） 

テーマ／美濃焼のふるさとで本物に出会う、２３の小さな旅 つくる・まなぶ・あじわう・あそぶ 

 

■飛騨の森エリアの魅力をめぐる旅 [9/2県政記者クラブ配布済み] 

～飛騨の森をめぐるモニターツアーの実施と新たな路線バスを活用した企画旅行商品のご案内～ 

岐阜の宝もの「小坂の滝めぐり、乗鞍山麓五色ヶ原の森、天生県立自然公園と三湿原回廊」と飛騨地

域の主要観光地を一体的な広域観光エリア「飛騨の森」とし、来訪者の受入態勢づくりや二次交通の確

保などに取り組んでいます。このたび、秋の紅葉シーズンに「飛騨の森」の魅力を『めぐる』モニター

ツアーおよび路線バスを活用した企画乗車券の販売を開始しました。 

【１】「飛騨の森」の魅力を『めぐる』モニターツアーの実施（２コース） 

 旅行商品の造成に向けて、紅葉シーズンにモニターツアーを実施。 

コースは、山歩き初心者向けの「入門編」と経験者向けの「コアユーザー編」の２コース。 

   ≪入門編≫ 飛騨の森へ行こう！「小坂の滝めぐり」×「天生県立自然公園」 

開催日／１０月１９日（土）～２０日（日）[１泊２日、朝食１回・昼食２回・夕食１回] 

≪コアユーザー編≫ 飛騨の森へ行こう！「乗鞍山麓五色ヶ原の森」×「天生県立自然公園」 

開催日／１０月１５日（火）～１６日（水）[１泊２日、朝食１回・昼食２回・夕食１回] 

【２】高山・下呂発 路線バスで行く「小坂の滝めぐり」企画乗車券の販売 

   高山・下呂の両方面から「小坂の滝めぐり」を満喫し、両方面へ行くことが可能な路線バス「マル

チ乗車券」に案内ガイドや温泉、地元のグルメをセットにした２種類の企画乗車券を販売。 

（１）岐阜の宝もの「小坂の滝めぐり」プラン～ガイドと巡る！マイナスイオンをたっぷり満喫～ 

小坂の滝めぐりで人気の「覚明トレイルツアー」と昼食（弁当）がセットになったプラン。 

期間／９月１５日（日）～１１月２９日（金）の平日（ただし、９／１５、２２、２８は開催） 

（２）天然の炭酸泉 「ひめしゃがの湯」プラン ～身体の外と内から美しく健康に！～ 

天然の炭酸泉で有名なひめしゃがの湯の入浴と炭酸泉料理がセットになったプラン。 

期間／平成２５年９月１５日（日）～１１月２９日（金）の毎週水曜日を除く毎日 

参 考 
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