
【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース１：ここが魔王の台所 信長をめぐる戦国津島ツアー 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・津島神社：4 

・雲居寺：3 

・津島神社近くのお団子屋：2 

・成信坊：2 

・五百羅漢：2 

・天王川公園と祭りの歴史についての説明：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・隠れたぬき：4 

・カエル：2 

・井戸：1 

・蔵の喫茶店：1  

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

※意見なし 

 

(4)お気づきの点 

・子供でも説明が分かるよう漢字にふりがなをつけていただけると嬉しいです。天王川の新旧、

見比べられる地図を別紙ではなく載せるとよいと思います。 

・本日は時間の都合で廻れなかったが⑩氷室作太家住居等も見たいと思った。 

・案内地図か現地に見どころの詳しい説明があるとうれしい。案内人の方と一緒に廻る時は良い

が勝手に廻る時に必要である。 

・寺と飲食スポットと数字に囲いの色をかえると見やすくなると思います。 

・様々な由緒があるのでトリビア的な紹介があると良いです。 

・いろいろな武将が訪問していたこと。 

・うだつとかお寺が京都よりも多いとはびっくりです。よく説明があり楽しく歩きました。 

・近鉄のまち歩きにはよくでかけたけどガイド付きは初めてです。信長が津島に関係しているの

がよくわかりました。津島は歴史の町なんですね。 

・歩き仲間と名鉄電車の利用で行くことをやっておりましてちょっと場違いだったかもしれませ

んが楽しい一日を過ごせました。お弁当持参だったので途中で休憩があったほうが子供さんた

ちにはよかったかと思います。ありがとうございました。 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース２：津島、戦国武将ゆかりのまち 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・妙延寺：7 

・津島神社：6 

・雲居寺：4 

・御旅所：1 

・成信坊：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？  

・天王川公園：3 

・良王神社：1 

・本町筋（お茶室ロード）：1 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・成信坊：4 

・天王川：1 

・雲居寺：1 

・不動院：1 

 

(4)お気づきの点 

・説明のパンフレットがあるとよい。 

・堀田家がイベントの為入れなかったので日にちが行事と重なっていなければ良かったと思いま

す。 

・マップが分かりにくい。（津島駅から各スポットがわかる部分だけあればよい。） 

・イラストを多用し観光客が分かりやすいものがよい。各スポットが一見してわかるようなもの

が必要である。 

・各スポットの入口に案内標識を出したり、道路の角に行き先を表示して道に迷わないようにし

てほしい。 

・市外の観光客を呼ぶためにＰＲするとともにインターネット等を利用してもっと津島市をアピ

ールできるものを作ってもらいたい。 

・「津島ＯＳＨＩ」を活用し全国に発信してもらいたい。（私は「おすすめスポット」をＦＡＣＥ

ＢＯＯＫで活用している）・ユネスコ文化遺産に登録されるのを機会に市内のスポットを見直し

市民が参加できる環境と身近に感じられ楽しめるようなものを作ってもらいたい。 

・通りの「～街道」の名称を地図にいれてもらうとありがたい。 

・蔵が目につくが、蔵めぐりもしてみたい。 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース３：清正ゆかりの津島～お菓子とお団子を添えて～ 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・妙延寺：10 

・清正公社：5 

・あかだ・くつわ：3 

・糀屋さん：3 

・赤のれん：2 

・お茶屋さん：1 

・抹茶屋さん：1 

・総本家角政：1 

・堀田家住宅：1  

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・尼寺 

・よくわからないが信長に因んだ所をある程度関連話を交えて説明して頂いては。 

・町中の井戸 

・神社内のお話会を開こう(神社の詳しい説明) 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・清正の育ったところ 

・糀屋のこうじの作り方見学、「茶の間」の中をみたい 

・糀屋 

・甘酒や抹茶のことが地図に載っているとよい 

・地蔵尊（上河原の地蔵堂） 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース３：清正ゆかりの津島～お菓子とお団子を添えて～ 

 

(4)お気づきの点 

・和菓子屋さんが休みだったのでやっていると良かったです。 

・お店がいくつか閉まっていました。また行きたいので定休日の記載があればうれしいです。あ

りがとうございました。 

・今日名鉄が遅れていた関係で到着が遅れてしまった。ＴＥＬしようと思ったが電話番号が記載

されてないため連絡できなかったが待っていて下さったので良かった。 

・お休みなのにお店を紹介されてもピンとこない。 

・店の定休日が必要・各ポイント間の距離、時間 

・コースをもう少し拡大した地図にしてガイドさんが話してくれたようなトピックを絵やコメン

ト風に入れると興味をもって回れると思う。 

・各お店の定休日（営業時間）の記載があると訪れやすいと思う。 

・他にもたくさんお店があるようなので裏面等により詳しい地図があると楽しめそうだと思いま

す。 

・数字を各種類（神社、寺、お茶屋、お菓子屋等）で色分けしてあるとより分かりやすいと思い

ます。 

・お店が閉まっていたので残念でした。その割に時間が押していたようで忙しかった。 

・2 時間のコースだったが各名所での滞在時間がもう少しあればよかった。かなり急ぎ足でめぐ

ったので箇所数を減らしじっくり見学出来たらよい。 

・「小路めぐりスポット」といったのぼり旗があれば目印になっていいと思う。 

・津島にぎわい創出プロジェクト「ガイドなし小路めぐりＩＮ津島☆お試し体験」のコース３と

コース４に掲載されているスポットをめぐった。目的は「所在地の確認」と「津島のお茶屋め

ぐり」のコース設定のための下見。立ち寄ったのは、お菓子を購入した「わたよ菓子舗」と書

院と茶室の見学をした「堀田家住宅」の２ケ所のみ。 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース４：お茶室ロード～茶室からかいまみる町人文化～ 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・堀田家住宅：7 

・吉村人形店（茶室含む）：4 

・瑞泉寺（茶室含む）：3 

・成信坊：2 

・茶席・茶室：2 

・三養荘：1 

・長珍酒造：1 

・渡邉家：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・円空仏の公開をしてほしい 

・観光交流センター 

・円空仏が見られれば良かった（個人所有とのことで難しいとは思いますが） 

・六角地蔵（２箇所/全国） 

・本町通りと通称（旧）銀座通り＝橋詰町の街並み 

・一宮同様、津島にもモーニングサービスのある喫茶店があるはずなので、喫茶店情報が欲しい。

また、津島市探訪がランチタイムにかかることもあると思うのでランチ情報も欲しい 

・茶席だけでなく、抹茶をひいているお店や、お菓子のお店も、あわせてプロットしてはどうで

しょうか。買い物もできますから 

・津島三十六坊をめぐるコース（地域別に分ける） 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・一六庵 

・三養荘、登場長 

・宝泉寺、成信坊 

・各茶室 

・長珍酒造の中に入りたかった 

・堀田邸 

・茶室を見学できないスポット（茶室がある構造物からしかみることができない）については但

し書きを載せるか、除外してほしい。構造物の外観を見るだけなら「茶室めぐり」にはならな

いから 

・何処というより、開放されていないのが残念です。順番にでいいので、見ることができるとい

いと思います。ところどころで、ガイド付きの方たちに行き合いました。イベント仕立てでな

くても、日常のものとして、体感することができるといいです。お茶が、日常の中にあるとい

うのが、この地域の特徴でしょうから 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース４：お茶室ロード～茶室からかいまみる町人文化～ 

 

(4)お気づきの点 

・貞寿寺、雲居寺、成信坊、円成寺(神島田地区)、蓮台寺５ケ寺お願いします。有料でもよい。 

・抹茶とお煎茶をゆったり味わい楽しいみち歩きでした。ＭＡＰは見やすくて良いと思います。 

・ちょっと欲張りすぎのように思いました。もう少し廻る場所を少なくしてゆっくりと見学した

い。茶室の資料（ガイドさんが持っていらしたもの）などがあると良い。前もって申し込みし

ていた人がわかるようにリボンなど付けると良い。当日申し込みの人はその人達だけ一緒に行

った方がよい。 

・地元のお店（通りがかった店等）に寄る時間があるとお土産を買えて地元のお店も潤うのでは？ 

・実際にお茶室に入ることができお茶をいただけたのは良い体験でした。ただお茶室などをもう

少しじっくりと拝見したかったですし内部の説明もあったらよかったと思います。 

・津島市内の散策をして初めて歩くところが多く楽しく過ごせました。お茶をいただきゆったり

できて良かったです。ありがとうございました。買い物ができるようなところがところどころ

あるとよいです。 

・食事ができる場所の表示があればよいと感じた 

・少人数のグループでよかった。多人数の場合参加者が分かる印をつけると良い。 

・食べ歩き（まんじゅう、抹茶）つし丸くん（茶をたてている姿）の入ったマップ。目印がない

（迷いやすい）ガイドがいないとわかりにくい。あとは縁日市（マルシェ、地産物）今回はコ

ースが多いので時間があまりない。もう少し減らして女性向きにするといい。 

・マップが分かりにくい。コースの地域を詳しく表す。特に路地が多いので慣れない人はどこを

どのように行けばたどりつくのかわからない。分かりやすくする。各スポットの入口等に案内

板を建てる。 

・マップにイラスト等を多用し見て楽しめるように、また分かりやすいものにしてほしい。 

・各スポットにガイドなしでもわかるような看板（説明書等）を立てる。 

・駅付近に駐車場をもうける。 

・お茶をいただくのに予約制とはびっくりしました。まあまあこのくらいの距離で良いと思いま

す。毎回予約することがはっきりわかると良いですね。ありがとうございました。 

・有料でよいので呈茶ありの「茶室めぐり」を定期的に企画してほしい。また、４～５名のグル

ープの申し込みで「茶室巡り」ができるようにしてほしい。 

・野良茶、縁側茶に関するセミナーを開いてほしい。マップに記載すべき注意事項が欠落してい

る。また、実際とは違うコピー「おススメお茶好きな人におすすめ！！」は外したほうがよい。

「ガイドなし」でこのコースを体験してもお茶が飲める茶室がないから。 

・堀田家住宅で呈茶があるとよい。 

・スポット名に住所を併記してほしい。（スポット名とマップだけでは道に迷う可能性が高いから） 

・コース４のマップに「堀田家住宅」の開館時間「10 時～17 時」とあるが「10 時～15 時」の間

違いである。「津島のお茶屋めぐり」の訪問先候補は「吉村人形店」（呈茶）「伊勢屋茶舗」（茶

室見学）「堀田家住宅」（書院・茶室見学）津島神社の４か所となる。問題は「堀田家住宅」の

開館が「土日祝かつ午後３時まで」に限定されること、「吉村人形店」において呈茶（もちろん

有料）に対応してくれるかどうかの２点である。 

・独立した茶室だけでなく、座敷の設えがそのようになっているところもたくさんあると思いま

す。是非、ご紹介ください。 

 

 



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース５：江戸時代の蔵と井戸の旅 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・蔵の道：8 

・坂口神社：3 

・茶の間の蔵：2 

・渡邉家の蔵：2 

・上切の井戸：1 

・堤下神社の井戸：1 

・各井戸：1 

・観光交流センター：1 

・人形店（茶室）：1 

・石垣：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・十王堂：2 

・津島神社：2 

・桔梗屋（抹茶）：1 

・堀田家住宅：1 

・長珍酒造の見学：1 

・いしうす（成信坊）：1 

・吉村人形（茶室）：1 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？ 

・蔵の道：3 

・渡邉家の蔵の石垣：1 

・渡邉家の事（屋根）：1 

・茶の間の蔵：1 

・妙延寺、尼寺、加藤清正の鬼まつり：1 

・街道について：1 

・昔と今の関係：1 

 

(4)お気づきの点 

・今日のコースはお寺が入っていないのでお寺の前まで行って少し説明がほしかった。 

・全体的によかったです。 

・休憩場所を二カ所ほどほしい。 

・いわれ、歴史についての説明を載せる。 

・歴史（南北朝時代（後醍醐天皇）のゆかりや瑞泉寺、みんなが知っている信長の祖先等わけて

分かりやすいほうがいい。今日はいろいろ年代の参加者がたくさんいて楽しかったです。津島

の裏話が出て知らなかった部分があって楽しかったです。（寺が多い。） 

・昔の佐屋川流域を破線で示したらどうか？ 

・今と昔がわかるマップ（川や用水路） 

・空き家利用をどうするか活用法があれば。 



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース６：尾張津島 商いのまちめぐり 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・津島神社：4 

・銀行跡：2 

・柿屋まんじゅう：2 

・長珍酒造：2 

・岡田屋：1 

・観光交流センター：1 

・呉服屋さん：1 

・毛織物の音：1 

・糀屋：1 

・氷室作太夫家住居：1 

・全部：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・かくれたぬき 

・古民家を利用したショップ 

・天王川公園を出たところのお茶屋さん、おまんじゅう屋さんの前も少し見たかった 

・和菓子屋 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

※意見なし 

 

(4)お気づきの点 

・とても興味深く銀行跡地などその後わかり楽しくまわれました。 

・お店の情報をもっと載せて欲しい。次に来る時の参考にしたいです。 

・子供と一緒でも歩ける距離でいい運動になりました。普段行かないような細道などを歩き昔を

感じることができました。 

・長酒酒造の建物がすばらしい。残してほしい建物群です。柿屋まんじゅうの味すばらしかった。

ご主人さまいつまでもお元気で！！ 

・津島神社の奥まで入りたかった。 

・糀屋（甘酒）あかだ屋清七（くつわ）柿屋まんじゅう（酒元まんじゅう）小林毛織のご当主の

説明がありとてもよかった。 

 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース７：尾張津島から世界へ～津島と世界との接点を探す旅～ 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・堀田家住宅：9 

・ヨネノグチ生家：3 

・津島神社：3 

・ヨネノグチ銅像：1 

・車河戸：1 

・天王川公園：1 

・堀田家の荒神様：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・十王堂 

・観光交流センター 

・かくれたぬき 

・津島のお店屋さんがもう少し見たい 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・津島神社：3 

・堀田家住宅：1 

 

(4)お気づきの点 

・堀田家の中まで入れて良かった。 

・天王川公園が良かった。 

・地名があったら良いと思います。信号もあったほうが良い。イラストが素敵です。 

・糀屋さんの甘酒が飲みたかったです。（時間が） 

・天王川公園（南 OR東）屋台置き場が沢山ありすぎ少ないのが良いのでは。 

・各々のＳＰＯＴの説明書き（案内板）があると良いと思われます。 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース８：町衆の生活 津島の世間遺産 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・成信坊：3 

・かくれたぬき：1 

・清正公社：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・水落地蔵(西光寺) 

・長珍酒造 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・清正公社 

・円空の場所 

 

(4)お気づきの点 

・町の地図に地名が書いて欲しかったです。 

・見学場所の説明文書等を作って配布するとよい。 

・津島にもお城があったとのこと初めて知りました。三人の説明者で良かった。 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース９：天王祭のウラ側でオモテなし 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・津島神社：2 

・車河戸：2 

・町家：2 

・稚児門：1 

・全体：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・広小路通の終点（名古屋の道路元標と津島の道路元標の話） 

・道路元標 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・車河戸の船の説明 

・津島神社 

 

(4)お気づきの点 

・天王川の位置が分かる地図（現在の道路などと比較できる地図）があれば。天王川の堤がわか

る地図。 

・説明を聞きながら散策楽しかったです。歴史も少々わかりました。 

・ビデオを見せてもらって本日の場所のことが良く分かった。天王祭の説明がよくわかった。 

・ガイドの方が持っていたような写真が手元にあったり持ち帰れる写真があると良いと思う。 

・「道路元標」「分水嶺」の話は興味深かった。マップに距離標が必要。車道を歩くのであれば「通

行車両に注意」といったコメントがあると安全。もしくは安全なルートで歩かせるか（車河戸

天王川公園付近） 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 10：深い!? 尾張津島秋祭りの山車蔵ツアー 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・馬場町：3 

・津島神社：2 

・馬場町の山車蔵：1 

・小中切山車蔵 1 

・中之町の山車蔵：1 

・山車蔵：1 

・西分団車庫：1 

・池之堂：1 

・市神社：1 

・妙延寺：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・津島神社 

・中之町 

・子宝の石？ 

・池之堂山車蔵近くの石垣 

・天王川公園外周コース 

・山車蔵コースで、曳き出されない山車が外れているのは仕方が無いのでしょうが、そうではな

い上之町だけが外れているのは残念です。離れているからということなのでしょうが、是非加

えてください 

・市神社横の寺の鯉の瓦(宗念寺) 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・津島神社：3 

・山車蔵のからくり：1 

・各蔵に山車の説明がほしい：1 

・市神社：1 

・秋祭の 1 日目で、スタンプラリーも一緒に開催されていたので、それぞれの町の人からお話し

していただけました。普段でもそうだといいのですが。むつかしいでしょうけど、一斉にとい

うことでなくても、それぞれ毎月日にちを決めて山車蔵を開放していただけるといいと思いま

す。：1 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 10：深い!? 尾張津島秋祭りの山車蔵ツアー 

 

(4)お気づきの点 

・各山車蔵にある山車のからくりの特徴や人形の写真があるとわかりやすい。 

・コースが長すぎる。 

・コースが長い。 

・歴史地震（風水害）コースもあるとよい。過去の災害の記録が古い寺や社にあるかもしれない

のでそれを調べて巡るコース。（水がここまで来た。石垣が崩れた。液状化した。等、、、） 

・マップもしくは蔵に山車や人形の説明があると分かりやすい。 

・２時間では周ることは難しい。山車蔵めぐりはなかなか体験できないのでよかった。 

・町名の名前の由来など聞きたかった。 

・スタンプラリー形式はいいと思う。 

・お年寄りや小さいお子さんがいるので距離によるコース分けをしたらいいと思った。 

・このマップで、ということではないのですが、秋祭の際に、町内毎に、獅子頭を飾ってみえま

す。こんなにたくさんある地域はそうはないのでは？その紹介マップはできないでしょうか。 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 11：面構えが面白い七切の山車蔵を巡る 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・山車蔵：2 

・雲居寺：1 

・蔵の道：1 

・天王川公園：1 

・裏道の風景：1 

・良王神社：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・加藤薬局 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・清正公社：4 

・山車蔵の内容：1 

・七切の山車蔵を巡る。山車蔵毎に写真入りとからくり人形の説明文：1 

 

(4)お気づきの点 

・御近所の理解を得ていないのか全体的に道がきれいになっていなかったです 

・工場や寺にくもの巣がはってあり汚かった。（6カ所以上のスポットでみつけた） 

・「神様の休むところ」と言っていたスポットに落ち葉がたくさん落ちていて残念だった。観光ス

ポットにするのなら掃除しておいてほしい。 

・「昔のまま」というより放置された感じがする。全体的にきれいにされていない。（例えば上河

原の木が伸びっぱなしだったり） 

・コース名がついているが歩いたルート説明とどうリンクしているかわからなかった 

・プラタモリみたいで楽しかった。もう少し時間が欲しかった。 

・全体に小路ルート種が多すぎて選ぶのに迷う。もう少しルートを大きくした方が良いと思う。 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 12：つしま四大祭り舞台めぐり 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・車河戸：3 

・御旅所：2 

・瑞泉寺の稚児門：1 

・蔵の道(小之座)：1 

・津島神社：1 

・天王川公園：1 

・藤棚：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・車切跡の前のいちょうの木(馬場町) 

・瑞泉寺の庭を少しでも拝見出来たら幸せです 

・稚児の前の六地蔵入れるべき 

・天王川公園全体 

・千体仏（円空） 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・車河戸：2 

・天王川の橋の歴史：1 

・御旅所（水路と堤防は知られないため）：1 

・藤まつり：1 

・道路元標：1 

・瑞泉寺入口がわからない案内ほしい：1 

 

(4)お気づきの点 

・途中休憩は良かった。天王祭りのことが少しわかった。一連の話をもっとききたかった。 

・天王祭り、提灯準備、稚児行列の写真やイラスト（屋形船）を簡単に分かりやすくする。（他お

みと秋祭り、宵祭り） 

・稚児門を入れる（水路の出発点、江戸時代の様子）。信長、秀吉時代に天王川と現代（平成）や

江戸時代を見比べる（地図） 

・史跡（探しクイズ）が面白い(蔵の道の石垣の事か) 

・寺巡りに参加した時にお寺の本尊等が見られたらもっと良かったかなと思いました。 

・いつも通ったことのない小路に行けて良かったです。 

・マップにちょっとメモが書けるスペースがあるとよい。 

・なかなか良かったです。 

・ちょっと疲れた。途中 1分でも座って休憩できるところがあると楽だと思います。 

・瑞泉寺の外を一回り少しでも中を拝見できたらと・・・車河戸～瑞泉寺の道路迷います。地図

の字にルビを願います。 

・車河戸の解説板がほしい。瑞泉寺稚児門前の六地蔵も案内の一部いれて、瑞泉寺行きの道路表

示板も作っていただきたい。 

 



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

コース 13：天王川の川筋と津島湊～むかしつしまを想う旅～ 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・蔵の道：5 

・瑞泉寺：3 

・渡邉家：2 

・東十王堂：1 

・天王川公園付近：1 

・天王川：1 

・大銀杏：1 

・本町筋：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・川筋 

・蔵の道 

・あるテーマを実感できる根底をたどるコース 

・三養荘 

・川筋を体験したかった 

・石垣 

・歴史のある建物 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・津島代官所：3 

・天王川の形状をたどるスポット：1 

・渡邊家の中：1 

・天王橋：1 

・堀田家：1 

・宝泉寺：1 

・旧天王川：1 

・川筋、津島原風景を伝える町なみ：1 

 

(4)お気づきの点 

・省略された場所にも行きたかった。時間がもっと欲しかった。 

・時間的にはこれが限度ですが津島の歴史についての説明、パンフがあれば。もう少し津島周辺

を入れた地図があればと思います。 

・マップは今ので良いと思う。 

・もっと時間がほしかった。このコースではもう少し時間が欲しい。説明は良かった。 

・古図をつけて頂くとよかった。休憩してお茶を頂けるようなところがあれば加えて下さい。 

・テーマに合わせると三養荘、ヨネノグチの生家の説明をなしにして、旧天王川、川筋、津島原

風景を伝える町なみまで歩けると昔の川筋がわかり良いのでは？津島の商家の説明は堤下神社

のとなりの家でもよさそうです。 

・津島湊が栄えていた当時の絵が欲しい。例えば瑞泉寺にはそのような絵が掲げられていたので

住時におもいをはせることができたように思う。蔵の道もなぜここに蔵が多いのか説明が欲し

い。 



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 14：堤沿いの表通りと裏通りの低い屋並 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・十王堂：2 

・坂道：1 

・小路坂道：1 

・打ち出の小槌：1 

・天王通り：1 

・扇：1 

・ひょうたん：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・蔵の道 

・十王堂 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？詳 

※意見なし 

 

(4)お気づきの点 

・昔の津島が偲ばれ新しい発見もあり楽しかった。 

・思ったより高低差があり驚いた。 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 15：信長・秀吉の歩いた いにしえの路を歩く 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・雲居寺：2 

・本町商家（三養荘）：2 

・野口米次郎：1 

・お寺すべて：1 

・長珍酒造：1 

・不動院：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・津島の旧天王川 

・長珍酒造 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・商家（岡本家）：2 

・野口米次郎の話をもっとゆっくり：1 

・長珍酒造、蔵中を見学してみたい：1 

・雲居寺：1 

 

(4)お気づきの点 

・不動院の写真が違っていないか雲居寺、井戸（坂口町）の写真がほしい。難しい字、読みつら

い字にルビ（読み方）を書いてほしい。 

・コースの中に一休みできそうな所があれば記載していただきたいです。 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 16：寺ガール必見! 細道でめぐる津島の寺々 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・西光寺：8 

・らく楽菓子舗：2 

・成信坊：2 

・かくれたぬき：1 

・津島神社：1 

・仏像：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・五百羅漢のお寺 

・成信坊 

・通り道だったので寄りたかった 

・特にないのでコースの整備をしてもらいたい 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・成信坊：2 

・清正公社：1 

・西光寺（今回は説明があってよかった）：1 

・各寺院の説明がしてもらいたい：1 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 16：寺ガール必見! 細道でめぐる津島の寺々 

 

(4)お気づきの点 

・駅→神社解散がいい。 

・昼食やっているところが？なのでマップがほしい。 

・マップが初めての人だとわかりにくいので目標となるところを入れ込んだほうがいい。目的地

をもっと詳しく説明する。 

・寺ガールの目線としてはマップ評価５点である。記入してほしいのは「ご利益」「スイーツ」で

ある。寺の説明はあるがご利益が記入されていないのでマップだけだと行こうと思わない。又

すべてに写真は必要。「予約がいる」「外からしか見れない」など注意事項は必要である。あと｢京

都と二つしかない」などここしかないなどのＰＲが必要。みたらしや,麹のスイーツなどの実物

の写真があったほうがよい。マップに「つし丸」があるとよい。このマップだけだと観光した

いと思わない。 

・名称（名前など）の説明書きがあったほうがいい。例：氷室長翁はだれ？良王君はだれ？津島

神社はだれをまつってあるか？等説明があるとわかりやすい。 

・裏道の細い道はとてもよかった。 

・津島市内にお寺は何寺ありますか。 

・最後の説明場所で解散になると寄りたい所に立ち寄りできると思いました。 

・津島はまだまだ見どころがあるように思います。 

・道を大きくしてその周りの寺の写真を配置し説明は番号でマップ外に書いてもらうのはどうで

しょう。 

・最後の駅までくるのではなく各自解散もいいのでは？お土産の問題があるが・・・・。・トイレ

の場所も入れるとよい。（津島駅のトイレの中に荷物をかけるところがないので、考慮してほし

い。） 

・マップに見るべきポイントを三つぐらい記載して頂きたいです。 

・マップを半分に折ると片側が切れて見にくいので、折った状態でも見やすくしてほしいです。 

・普段は知らない小路を歩いて大変良かった。 

・地図に目印をかいてもらうといい。壁や電柱に道案内があるといい。 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 17：健康長寿極楽巡り 7,000歩コース 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・妙延寺：5 

・観音寺：2 

・十王堂：1 

・清正の寺子屋：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・町人文化 

・氷室家住宅 

・お茶室ロード 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・貞寿寺：2 

・瑞泉寺：2 

・蓮台寺の書院、松尾流庭園：1 

・全体的に説明を詳しくしてほしい。：1 

 

(4)お気づきの点 

・小路案内をもっと詳しく掲載してもらいたい。 

・スポットへ入るところがわかりにくいので小路の入口に案内標識を立ててもらいたい。（私の意

見）お金がかかるので無理かもしれないが津島市郷土資料館を建てて津島市の概略が一目でわ

かってから市内を探訪した方がよいと思う。観光センターだけでは津島の概略がわからない。

展示物が限られている。 

・スポットごとに質問時間をとっていただけたら。 

・各寺の住職の説明が聞けるとよい。 

・津島をはじめてこられる方に補足として津島の歴史がわかるようなものがほしい。 

・距離はよかったです。途中水分補給する休憩があるとよいと思います。ありがとうございまし

た。 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 18：ご利益総採り つしまパワースポット巡り 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・津島神社：15 

・清正公社：3 

・大土社：2 

・十王堂：2 

・山神社：1 

・石神社：1 

・堤下神社：1 

・全て：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・妙延寺：2 

・尼寺：2 

・十王堂：2 

・天王川公園：1 

・加藤清正が通った寺子屋：1 

・加藤清正コースのみ選定：1 

・江戸期の街並みと今の街並みの比較：1 

・西方寺：1 

・大土社：1 

・千体地蔵：1 

・津島神社：1 

・宝寿院：1 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・津島神社：3 

・熊野社：1 

・十王堂：1 

・清正公社：1 

・山神社：1 

・堤下神社：1 

・天王川公園の行事：1 

・昔の通りの名前：1 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 18：ご利益総採り つしまパワースポット巡り 

 

(4)お気づきの点 

・休憩できる場所をコースの中に示してほしい。 

・若い人も楽しめるようにもっとお店やお茶屋さんがあるといいと思った。 

・一つの場所の案内をもう少しゆっくり聞いてみたいと思います。 

・おもしろく大変分かりやすかったです。 

・数か所での施設（神社、寺、町やなど）内の説明（関係者からの）。 

・丁寧な説明でとても勉強になりました。マップにメモ欄があるといいですね。 

・抹茶又は煎茶で休憩を入れたコースを作ると良い。経路途中にある見どころスポットを紹介し

てくれてよかった。このコースはもっと時間がほしかった。 

・パワースポット津島神社の神様のイラスト、天照さんなどのイラストで分かりやすく見やすい

マップ。 

・マップではないですが距離的に初心者むけではないのでそのことを追加したほうがよいと思い

ます。歩きなれていないとついていくだけで大変だと思います。 

・うまくまとめてあり良かったとおもいます。 

・十王堂とか円空仏がいつ見ることができるのか知りたい。 

・175年の地図と比較して歩いたが昔からたくさんのこっている寺社の変遷も知りたい。 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 19：歴史のあるまちと屋根神様 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・三養荘：4 

・かくれたぬき：2 

・車河戸の松並木：1 

・むくり屋根はめずらしかった：1 

・浦方の屋根神様：1 

・町屋：1 

・本町３丁目：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・アクセサリー等が売っていた場所（津島テンポラリー）：2 

・信長のいわれのある神社：1 

・大いちょうの木：1 

・食べ物屋さん：1 

・清正：1 

・蔵の道（写真のスポットになる←蔵に向かって）：1 

・名物めぐりは？：1 

・うだつをさがしてみよう：1 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・渡邊家（宮大工の造り←茶室）、三養荘←服部家（元の持ち主） 

・錦町の屋根神様 

・屋根神様がどう管理されているか、たとえばいつお参りするかとか。 

 

(4)お気づきの点 

・申し込み方法がＷＥＢだけ？なのは窓口が狭すぎると思う。ＴＥＬ番号も載せたほうが良いと

思います。マルシェ等で多少買い物ができるような時間があれば参加したいと思いました。 

・コース的には短い時間で済んだので説明時間を長くするか他のコースと合わせてもよいと思う。 

・こんなに沢山の屋根神様があるとは知りませんでした。次回主人と来たいと思います。 

・お祭りのときの山車の入っているところで説明があって良かったです。 

・もう少し説明がほしかったです。一つのポイントを見る際パンフレットに記載されているが、

説明をお願いしたいです。 

・今回マップでめぐってみました。今回で三回目です。地図の作成ですが信号機の表示があると

便利だと思います。 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 20：子育てのお悩み解決!! 津島のご利益めぐり 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・上河原地蔵堂：2 

・大土社：2 

・津島神社：2 

・堤下神社：2  

・おこり地蔵：1 

・おもかる石：1 

・石垣の打ち出の小づち：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・パワースポットの場所も一緒にまわれてよかった。 

・お菓子屋さんの中で食べられる所 

・昔は川だった所をうめたところ 

・観音寺（大きな数珠玉でお参りできると楽しい） 

・堀田家住宅 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？  

・お茶屋さん：2 

・津島神社：1 

・天王川公園：1 

・祀られているさまざまな神様に関する説明があれば良いと思います。：1 

・お店の営業時間、定休日がわかるといいです。：1 

 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 20：子育てのお悩み解決!! 津島のご利益めぐり 

 

(4)お気づきの点 

・期間限定でもいいのでスタンプラリーのイベントがあると楽しめると思います。（先日京都のス

タンプラリーのお寺巡りをして楽しかったので）今回のイベントで津島がお寺の多い歴史ある

町だということを知りました。またお茶（抹茶）が有名ということも初めてしりました。スタ

ンプラリーで回ったあとお抹茶を楽しめる機会がいいなと思います。 

・訪問する側としては各スポットへの所要時間（徒歩○分等）があれば大変参考になると思いま

す。 

・訪問する立場としてはお勧めのランチ、お茶のお店、メニュー等あれば。載っているともっと

楽しめると思います。 

・距離と時間の目安がわかると歩きやすいと思います。全てのポイントが①～⑩で示されていま

すがお勧めポイントに★などをつけると時間に合わせて優先して回れます。コンビニが書いて

あると便利。公共施設も目印になります。主な信号交差点は名前がついていると目印になりま

す。 

・昔の道の名前とかも目印がマップにあるといいと思いました。 

・お参りするコースなので御朱印帳のようなもの、スタンプラリーの様なものがあると説明ガイ

ドなしでもひとりで回っても楽しめる。自動車の通行については車歩分離しにくいので何か対

策というか工夫がいりますね。小路は舗装が新しくなってとても歩きやすいです。 

・「ご利益めぐり」なのでもう少しおまいりする時間もあるといい。Ａ「子育て」コースだけでな

くいろいろご利益毎に設置されるといい。Ｂ人生のステージごとに順に一生分めぐるコースと

か。 

・小路の地図にくせを感じ、慣れるまではグーグルマップと見比べながら歩きました。もっとわ

かりやすいと良いなあと。できるなら曲がり角毎に⇒でも欲しいです。 

  



【資料５－２】 

小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（参加者） 
【マップについて】 

 

コース 21：あかだくつわと御朱印ツアー 

 

(1)一番気に入ったスポットは？ 

・妙延寺：3 

・大龍寺：3 

・本町筋：1 

・あかだ屋清七：1 

 

(2)本日体験されたコースに載ってないスポットで、ここはおもしろいと思うスポットは？ 

・高低差のあるところ 

・御朱印の仕組みをきちんと整えることができれば、もっとたくさん紹介できると思いますがど

うでしょうか。 

 

(3)本日体験されたコースの中で、もっと詳しい説明があると良いと思うスポットは？ 

・お寺全般（歴史など）：2 

・宝寿院、津島神社：1 

・途中まで、ガイド付きのコースの人たちと一緒だったので、雲居寺と、大龍寺では、お寺の方

のお話がありました。こういうのは、ありがたいです。（常楽寺では、朱印帳を預けて、すぐ次

のところへ向かっていました。）：1 

 

(4)お気づきの点 

・市のホームページからのイベントにはなかなかいけなかった。ホームページに独立でドーンと

わかるようにしたら良いかと。本日の人数なので朱印をもらえたがガイドが２名では無理なコ

ースになると思います。 

・ご朱印がもらえるマップがあればよい。 

・体験型を増やすといいのでは。 

・２時間で回り切れなかったのでルートをもう少し考えたほうがいいのではと思った。今回の少

人数でもまとまるのは難しかったので 1 人程度になると歩いているだけで時間がとられ見学が

できないような気がしました。和尚様のお話は興味がありおもしろかったのでいろいろなとこ

ろで話がきけると良いと思いました。 

・回る場所の数を減らして場所ごとの滞在時間をもう少し長くしても良いのでは？ 

・"ふだんでも、御朱印をいただけるところが、増えるといいと思います。納経して、そうでなく

ても、お参りして、御朱印をいただくとなると、それなりの時間が必要です。そのあたりも考

慮して、所要時間を書くか、それとも、ポイント間の所要時間を表示する方式にするといいの

ではないでしょうか。" 

 

 


