
第１回「中山道ぎふ１７宿」連携会議・研修会 

 

次   第 
 

日 時：平成 30年 5月 17日(木) 13:00～16:00 

会 場：御嵩町防災コミュニティセンター 2階大会議室 

 

１ 挨 拶 

岐阜県 商工労働部 観光国際局 観光企画課長  尾関 新太郎  

 

２ 事業説明 

（１）「中山道ぎふ１７宿」関連事業 今年度の取り組みについて 

（２）「中山道ぎふ１７宿歩き旅 2018」プログラムのエントリーについて 

      

３ 「中山道ぎふ１７宿 2018」研修会 

テーマ：「地域資源を輝かせる観光商品づくりとセールス手法」  

講師：林 克郎 氏  

株式会社 HK ワークス代表取締役、北海道ランドオペレーター協議会代表 

 

 昭和 55 年東急観光（現：トップツアー）入社、平成 4 年からはサッポロビール

Ｓ開発（現・恵比寿ガーデンプレイス）にて「サッポロファクトリー」への市

民・観光客誘致セールスを 14 年間担当。 

平成 18 年㈱HK ワークス設立、「まだまだあるぞ北海道！北海道の観光を元気

にしよう！」をテーマに、少人数でこだわりのツアーを企画。全道各地の仲間

とのネットワークを活かして着地型観光のパイオニアを目指し活動中。 

 

４ 質疑応答 

 

５ その他 

 

＜本日の配布資料＞ 

・次第 

・出席者名簿 

・別紙①「中山道ぎふ１７宿」関連事業 今年度の取り組み 

・別紙②「中山道ぎふ１７宿歩き旅 2018」プログラムエントリー用紙 

・別紙③「中山道ぎふ１７宿 2018」研修会 ワークショップシート 

・別紙④「中山道ぎふ１７宿 2018」研修会 参加者アンケート 

・関連資料「中山道ぎふ１７宿歩き旅 2017」公式ガイドブック 

・関連資料「中山道ぎふ１７宿踏破ウォーキング」チラシ 



実施概要

毎年、秋の2ヶ月間に集中して開催してきた「中山道ぎふ17宿歩き旅」ですが、今年度は、通年観光を目指し、メ

インイベントとなる秋の「中山道ぎふ17宿歩き旅2018」に加え、「中山道ぎふ17宿歩き旅 夏」と平成31年1月～3月

に「中山道ぎふ17宿歩き旅 春」を開催します。

事業展開

■ 体験プログラムのブラッシュアップ

「特別感・ご当地感・テーマ性の高さ」をポイントにブラッシュアップします。

（参考：H29年度は55プログラム中13件が1,000円未満／最高額:11,000円・最低額:無料／有料プログラムの平均

額2,175円）

＜例＞

・ 「料亭で味わう和宮御前」と参加無料の「地歌舞伎ミニ公演」、「藤村記念館ガイド付き」見学をセットにして「馬籠

宿スペシャル体験 和宮御膳・地歌舞伎・藤村記念館めぐり」として販売。

・大井宿で参加無料の「文楽教室」と恵那の秋の名物「栗きんとん・栗菓子で茶席」のセット販売。

散策プログラムのブラッシュアップ

“地元に精通したガイドさんとまわる”こと強く打ち出しながら、コースのテーマ性を高め、体験要素、グルメ要素を

加えることをポイントにブラッシュアップします。

（参考：H29年度は30プログラム中11件が1,000円未満／最高額:3,000円・最低額:無料／有料プログラムの平均

額：1,385円）

＜例＞

・ 中津川宿の「六歳市探訪」と六歳市での地歌舞伎公演をセットにしたプログラム。

・ 「ブラタモリ風 垂井宿探訪」に地元で開発された「半兵衛汁と握りめし」 をセットにしたプログラム。

・ 「大井宿を着物姿でぶらり散策」と江戸時代から続く料理旅館「いち川」のしぶろく御膳のセットプログラム。

■ プログラム概要：

「中山道ぎふ17宿歩き旅 夏」 平成３０年７月〜９月

８本程度 （体験・散策プログラム ３～４本／ウォーキングプログラム ３～４本）

※事務局が主導（事務局が企画運営し、地域の皆さんと連携する形）で製作・開催します。

「中山道ぎふ17宿歩き旅2018」 平成３０年９月２９日（土）〜１１月３０日（金）

５０本程度 （体験・散策・ウォーキングプログラム）

観光商品化を目指し、ブラッシュアップしたプログラムを「５０本」程度に厳選します。

「中山道ぎふ17宿歩き旅 春」 平成３１年１月〜３月

８本程度 （体験・散策プログラム ３～４本／ウォーキングプログラム ３～４本）

※事務局が主導（事務局が企画運営し、地域の皆さんと連携する形）で製作・開催します。

■ 場所： 中山道ぎふ１７宿沿道および中山道でつながる滋賀県・長野県の宿場

※今年度は集客の相乗効果を高める為に、戦略的に木曾路との連携を進めます。

■ 集客： 目標人数 ５,０００人（今年度約４,１００人から２２％アップ）

● 観光商品として収益性を確保すると同時に、観光消費を促進するための仕掛けを強化し

プログラムを完全有料化。（大人１，０００円以上を原則とする）

● 参加者が少なかったプログラムや不催行となったプログラムの集中ブラッシュアップ。

● 事務局そのものがプレイヤーとなり、地元人材と連携し資源を活用した新プログラムを開発。

別紙①



夏、秋、春の３シーズンを通して中山道ぎふ17宿を踏破するウォーキングイベントシリーズを実施します。岐阜県

の17宿に、長野県の妻籠宿、滋賀県の柏原宿を加えた19宿の間を１２のコースに分けて実施します。

H30 5月 17日 第１回連携会議：平成30年度の取り組みについて説明と研修会　（会場：御嵩町内）

　内容 ● H30年度の事業の取り組みとプログラムエントリーについて

　         ●研修会

31日 「中山道ぎふ17宿歩き旅2018」（秋のメイン）のプログラムエントリー締め切り（概要）

6月 上旬 プログラムの詳細調整・ブラッシュアップ指導

29日 プログラムの最終エントリー（詳細原稿の提出期限）

7月 ガイドブックの編集・制作、マニュアルの整備

8月 下旬 第２回連携会議：「中山道ぎふ17宿歩き旅2018」の取り組み発表（会場：美濃加茂市内）

　内容  ●中山道ぎふ１７宿歩き旅2018のプレゼンテーション（プログラム発表会）

●プログラム運営に関する注意事項等（マニュアル説明）

　       ●各種キット等の配布と説明

9月 1日 中山道ぎふ17宿踏破スタンプラリースタート（美濃歴史街道 中山道連合主催のため要調整）

29日 「中山道ぎふ17宿歩き旅2018」スタート

11月 30日 「中山道ぎふ17宿歩き旅2018」終了

12月 中旬 実施報告書の最終提出期限 ※終了したプログラムから随時ご提出いただけますと助かります。

H31 2月 中旬

　内容  ●プレイヤー、市町村からの実績報告

●アンケートの結果報告と分析

　       ●今後に向けた意見交換

第３回連携会議「中山道ぎふ17宿歩き旅2018」報告会

日付 季節 区間 活用するイベントや地域資源（仮）

柏原宿→今須宿→関ケ原宿 柏原宿やいと祭

（7.8km) 妙応寺の精進料理と宝物館見学

太田宿→伏見宿→御嶽宿 よってりゃあみたけ・夢いろ街道宿場まつり

（12.7ｋm） ゆったり伏見宿で菓子と抹茶でおもてなし

加納宿→鵜沼宿 中山道鵜沼宿秋まつり

（16.8ｋm） 加納宿サカエパン、地酒「百十郎」の試飲

大湫宿→大井宿 バスツアーにて開催／恵那市みのじのみのり祭り

（13.7km） 江戸時代から続く旅館　いち川のしぶろく御膳

赤坂宿→垂井宿→関ヶ原宿 関ケ原合戦祭り

（13.1km） 長浜屋で半兵衛汁とにぎり飯

馬籠宿→落合宿→中津川宿 中津川宿ごへー六斉市（秋の中山道まつり）

（8.8ｋｍ） 特製弁当付地歌舞伎公演

大湫宿→細久手→御嶽宿 バスツアーにて開催／紅葉にあわせて

（17.7km） みたけ華ずし弁当

妻籠宿→馬籠宿 妻籠宿文化文政風俗行列絵巻の行列

（7.9ｋｍ） 馬籠宿五平餅名店めぐり

中津川宿～大井宿 市神神社例祭で催される七日市

（9.8km） 中津川名物栗菓子

美江寺宿→河渡宿→加納宿 加納宿玉性院節分つり込み祭り

（10.6km） 日本泉で地酒の試飲

赤坂宿→美江寺宿 美江寺観世音お蚕祭り

（8.7ｋｍ） 和宮遺跡保存会によるお茶と菓子とお話

鵜沼宿→太田宿 太田宿御代桜酒造蔵びらき

（7.6ｋｍ） 太田宿中山道会館やどり木弁当

7月29（日） 夏

8月4日（土） 夏

9月23日（日） 夏

9月16日（日） 夏

11月4日（日） 秋

10月21日（日） 秋

11月23日（金） 秋

11月中下旬 秋

2月3日（日） 春

1月7日（月） 春

3月下旬 春

3月3日（日） 春



別紙②　

提出先：

・5/31（木） プログラムエントリー用紙提出期限（例年より締切が早いのでご注意ください！）

その後、随時、事務局より、プログラムのヒアリング・詳細調整・ブラッシュアップ指導　

・6/29（金） 詳細原稿の提出期限

プログラムについての連絡先

所　属 役　職 主任 担当者名

住　所 〒500-0000

電　話 FAX E-mail

プログラム名 開催場所
金額（1000円

以上）
開催日 新規/既存 分類 団体名 担当者名 電　話 E-mail

国分寺✖
JAZZ

美濃国分
寺境内

2,000円
10月21日
（日）

✔新規
□既存
→前回番号【　　】

✔体験
□散策
□ｳｫｰｷﾝｸﾞ

中山道jazz
倶楽部

宿場　一郎
0574-22-
2222

example@aa
a-ccc.co.jp

酒蔵めぐり中
山道 バル

◇◇宿
界隈

3,000円
10月28日
（日）

□新規
✔既存
→前回番号【10　】

□体験
✔散策
□ｳｫｰｷﾝｸﾞ

中山酒蔵協
会

中山　道雄
0574-22-
2225

example@aa
a-bbb.co.jp

□新規
□既存
→前回番号【　　】

□体験
□散策
□ｳｫｰｷﾝｸﾞ

※スペースや行が足りない場合は増やしてご記入ください。

■今後のスケジュール：

提出期限
2018年5月31日

（木）必着

ぎふ歴史街道ツーリズム事務局（日本イベント企画株式会社）／担当：青木、南
E-mail：aoki@ne-planning.com　FAX:0584-71-6130

「中山道ぎふ１７宿歩き旅２０１８」プログラムエントリー用紙
■今年度より、プログラム冊子・HP掲載の際に、体験・散策プログラムを「１つのカテゴリーとして宿場ごと」に並べて掲載することになりました。
　（内容に散策が含まれるプログラムには「散策アイコン」を表示し、参加者に分かりやすく表現します）

■今年度より、プログラム料金の設定は、大人1,000円以上にすることを原則とします。（観光商品としての魅力を高め、観光消費を促進するため）

⇒7月　冊子の編集・製作　⇒8月下旬：第2回連携会議（冊子配布）⇒9/29（土）「中山道ぎふ17宿歩き旅2018」スタート

◇◇◇市 観光企画課 中山　道雄

連絡先
岐阜市薮田南8-5-20

058-272-1111 058-272-1110

エントリー可能なプログラム プログラム実施者

内容（可能な限り具体的に）

国分寺境内で、中山道jazz倶
楽部によるピアノ、ドラム、トラ
ンペットの特別演奏。

◇◇酒造、◇◇酒造、◇
◇酒造の３蔵をめぐって、
試飲・酒蔵見学。この日限
定の◇屋の燻製をおつま
みに。

sample

mailto:example@aaa-ccc.co.jp
mailto:example@aaa-ccc.co.jp
mailto:example@aaa-bbb.co.jp
mailto:example@aaa-bbb.co.jp


別紙②　

提出先：

・5/31（木） プログラムエントリー用紙提出期限（例年より締切が早いのでご注意ください！）

その後、随時、事務局より、プログラムのヒアリング・詳細調整・ブラッシュアップ指導　

・6/29（金） 詳細原稿の提出期限

プログラムについての連絡先

所　属 役　職 担当者名

住　所 〒

電　話 FAX E-mail

プログラム名 開催場所
金額（1000円

以上）
開催日 新規/既存 分類 団体名 担当者名 電　話 E-mail

□新規
□既存
→前回番号【　　】

□体験
□散策
□ｳｫｰｷﾝｸﾞ

□新規
□既存
→前回番号【　　】

□体験
□散策
□ｳｫｰｷﾝｸﾞ

□新規
□既存
→前回番号【　　】

□体験
□散策
□ｳｫｰｷﾝｸﾞ

※スペースや行が足りない場合は増やしてご記入ください。

■今後のスケジュール：

提出期限
2018年5月31日
（木）必着

ぎふ歴史街道ツーリズム事務局（日本イベント企画株式会社）／担当：青木、南
E-mail：aoki@ne-planning.com　FAX:0584-71-6130

⇒7月　冊子の編集・製作　⇒8月下旬：第2回連携会議（冊子配布）⇒9/29（土）「中山道ぎふ17宿歩き旅2018」スタート

■今年度より、プログラム料金の設定は、大人1,000円以上にすることを原則とします。（観光商品としての魅力を高め、観光消費を促進するため）

内容（可能な限り具体的に）

「中山道ぎふ１７宿歩き旅２０１８」プログラムエントリー用紙

プログラム実施者エントリー可能なプログラム

■今年度より、プログラム冊子・HP掲載の際に、体験・散策プログラムを「１つのカテゴリーとして宿場ごと」に並べて掲載することになりました。
　（内容に散策が含まれるプログラムには「散策アイコン」を表示し、参加者に分かりやすく表現します）

連絡先


