
【資料５－３】 
小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（ガイドボランティア・コンシェルジュ） 

【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)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・妙延寺 

・十王堂 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・十王堂（時間調整の為）：２ 

・妙延寺⑦大橋家のかわり：２ 

・旧天王川（馬場町の銀杏の木⇔三木屋） 

・屋根神様（浦方） 

・かくれ狸（子供の参加が多かったため） 

・表題の戦国武将がらみのコースであったが参加者の中に小学生以下の人が５人いらっしゃり、

まず昭和の天王通りと大正時代の天王通り（宝町の通り）と説明し世間遺産のたぬきを急に止

まってびっくりしてもらい説明し石原印刷様の二階を指さし大正時代を強調した。 

（追記）たぬきの下塀の中のかえるももう少し見えるように出来ないかなあ！けど現状維持いつ

までしていただけるか持ち主様これからもよろしく！ 

・市神社 

・道標 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・⑩氷室作太夫家住居２ 

・⑨瑞泉寺 

・４.８キロのコースを短縮するため⑨瑞泉寺⑩氷室邸をカット⑧弘浄寺も今市場の通りから指さ

して説明する程度で帰る 

・弘浄寺 

・瑞泉寺 
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【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 

 

(4)マップの改善点は？ 

・①良王神社⑨瑞泉寺⑩氷室家住居は時代にずれがありますのでカットした方がいいのではと思

われます（参考地図添付）。⑦大橋家のかわりに妙延寺はいかがでしょうか。 

※ほとんど②コース「津島、戦国武将ゆかりのまち」とスポットが同じになります。 

・今回のコースで最長４.８キロは無理なのでスタッフ皆さんで短くしてもらいましたがなにしろ

武将の実名が出るのは「清正公のお社」でその他「ゆかり」の場所、お寺、御宮でその足跡な

りゆかりの説明がわかってもらえるように話しかけねばなりません。天下人信長は祖父（信定）

父（信秀）から大ウツケ姿ができると！このコースとしては前半後半と２回にするか昼、信長

飯にして１日コースに発展させる考えはいかがでしょうか？ 

・コースや時間等これからはお客様に選んでもらえばよい。お土産は色々と紹介してもらいまし

たがランチを頂くところとか食べ歩きの店等今回のコース内でどこをお勧めしていいのか？ 

・南北広域になりすぎるので南側を省略しました。信長と銘打ってのツアーだけに場所が限定さ

れるので難しいと思います。 

・⑦⑩はずし丁度１２時に帰着。津島神社にて、１５分ほど休憩、トイレ、水分補給、土産、み

たらしだんご等の時間を設け喜んでみえました。全体的に見学場所が多すぎると思いました。 
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【マップについて】 

 

 

 

コース２ 津島、戦国武将ゆかりのまち 

 

(1)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・該当なし 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・平野長泰（今市場十王堂付近） 

・奴野城跡（参加者の質問があったため） 

・旧天王川（馬場町大銀杏から三木屋まで） 

・上街道、下街道 

・橋詰三又路 

・今回の表題の添書に「平野長泰」についてゆかりの寺「龍淵寺」を今市場の交差点より南方と

指さして案内するも知名度も距離的に無理か？ 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・津島御殿（時代にずれあり） 

・⑦津島御殿（距離的に省略） 

・④堀田家住宅（お茶会の為） 

 

(4)マップの改善点は？ 

・小路めぐりを意識して王の瀬古（良王神社）を通りましたが時間短縮の為カット。⑥清正公社

の次に⑦津島御殿をカット。清正公社北側の道を⑩成信坊へ後⑧雲居寺→⑨不動院→南下して

天王通り（参考地図添付）※④の堀田家住宅見学される場合時間超過あり。ほとんど①コース

「ここが魔王の台所！信長をめぐる戦国津島ツアー」とスポットが同じになります。 

・今回も含む６コースが４㎞をオーバーしていて２時間では無理なようです。あれもこれも説明

したいのですが今後は２回に分けて天王通りで東西に線を引き上手（うわて）コースと下手（し

もて）コースにしてはいかがですか？（津島神社と天王川公園はいずれにも入れる） 

・津島御殿尾張藩別荘は省いても良いのではないかと思います。 

・津島御殿を省略されたのはよかったと思う。立ち寄り先としてマップに残すのであれば説明板

が必要だと思う。 
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【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)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・該当なし 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・本町筋の三又路道標 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・しんぷく園（閉店のため） 

・貞寿寺 

・興禅寺 

・十王堂 

 

(4)マップの改善点は？ 

・月曜休日の店舗が多く３店舗ほどお邪魔できず参加者の皆さん残念がっていました。事前

の店舗への連絡を入れて頂くと助かります。全店舗回れたとすれば買い物に時間を取られ

るため時間内で回るのは難しいのでは、各店舗滞在時間を短くするか店舗数を２，３店減

らした方が良いと思います。 

・定休日の商店が多く参加者も肩すかし、必ず商店との連携は必要。マップに定休日の記載

をすべき。 
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【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)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・登場長伊藤家の概略  

・お茶室ロードにある和菓子店：かきや饅頭など 

・まのや、お旅所、あかだくつわ店 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？  

・井戸（上切、坂口） 

・堤下神社 

・道標 

・千体地蔵 

・富永家の家業等、渡辺家の家業等 

・登場長の名前由来 

・瑞泉寺と四家七名字について、松尾芭蕉碑 

・遠山家の家業 茶室を撮影した冊子の写真を見せた 

・まのや、お旅所、大銀杏  

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・遠山家：２ 

・登場町 

・茶室を実際に見ていただけないためほとんど説明ができなかった。 

・観光交流センター内 
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【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)マップの改善点は？ 

・説明するところが多く時間内にまわるのには無理がありました（お茶もいただくので）。ほとん

どのお茶室を見学することができなかったので楽しみにして来ていただいたお客様には申し訳

なかったです。「見学不可」の表記が必要だったと思いました。道で立ち止まって写真を見て頂

くこともなかなかできませんでした。確実に見学できる所のみにしてゆったりとまわっていた

だいた方が良かったかも。 

・今回はお茶室が全部見られると期待された方が多く期待を大きく裏切ってしまった。時間超過

したため見ていただけるところだけに絞った方が良いと思う。実際にお茶がいただけ瑞泉寺さ

んのお茶室を拝見出来た所はすごく良かった。 

・お茶室ロード企画は良いがコースを欲張りすぎて２時間ではまわれなく抹茶、煎茶もゆっくり

飲んでいられない。ぜひ二つに分けるなどしてお茶室の公開も働きかけてほしい。 

・１.説明しながら茶室で一服と結構時間がかかる。２時間で目一杯。 

２.１とは相反するがもう１箇所位茶室が見られるところがほしい。あるいは絵図等でどんな茶

室なのか想像できるネタが欲しい。 

・お客様全部のお茶室拝見出来ると踏んで申し込まれた様子。「お住まいになられていますか

ら」本日は２カ所のみと途中ご説明。３班に分かれましたがお茶室に８人はぎゅうぎゅう。

当日申し込みの方は分かっていてもお抹茶なし。大部不満の様子。マップを作るとききち

んと調べ記入をお願いします。 
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【マップについて】 

 

 

 

コース５ 江戸時代の蔵と井戸の旅 

 

(1)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・長珍酒造さんの蔵：２ 

・堀田家住宅 

・吉村人形さんの蔵と茶室 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？  

・江戸時代の蔵で本町筋の遠山宅の商い用の玄関から北面の貴人門。東面の勝手口門とお屋敷の

大きさを見ていただき表通り（本町筋）に大店を構えて奥に蔵が建てられています。（戎徳呉服

店は別）と説明する。  

・かくれ狸 

・良王神社 

・市神社 

・成信坊 

・吉村人形店の茶室 

・千体仏       

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・⑥坂口神社すぐ隣の渡邊家の屋根神様を紹介して町内の氏神様が今は並んでいるので、坂口神

社のお話が勉強不足の為説明できませんでした。 

・坂口神社 

 

(4)マップの改善点は？ 

・①井戸について…共同井戸は３カ所だが個人宅で紹介して頂ける井戸があれば？世間遺産とし

て井戸でなくポンプですが天王通り、元天王通り派出所跡、コンクリートの基礎とポンプで水

がでるようになればなお良い！ 

②蔵のあるお屋敷…今回の２時間ではお茶室ロードと重なるかと思うが北町から南本町の入口

（岡本宅）までにしたなら江戸時代から物流配送センターとしての蔵の役目が理解してもらえ

るかも！ 

・マップ通りなら 30 分で回れる。上記の６カ所プラス、不動院、雲居寺などを加えるのがよい

のでは。 

・現在のコースでは時間が余り今回のテーマとは関係のない説明が多かったと思われますのでコ

ースの変更が可能であれば堀田家住宅を追加してはいかがでしょうか。 

※堀田家住宅：蔵の石垣が石畳として再利用されています。蔵が内蔵になっています。（書院から

の説明のみでもいいのではないでしょうか） 

・駐車場の書き込みがあると便利。コンビニだけでなく喫茶店もマップにある範囲内で書いてあ

ると歩く人にとっては次回また来る時の休憩の目安となる気がする。 
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【マップについて】 

 

 

 

コース６ 尾張津島商いのまちめぐり 

 

(1)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・お店の方と話ができるといい。 

・教津坊 

・一の鳥居の根石(埋田町・エリア外) 

・明治天皇小休止記念碑(埋田町・エリア外) 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？  

・コースの中で出会う寺 勅使門から参宮通りなど（橋詰町） 山車蔵コース中で 

・稚児門 

・池須の北材木商があったところ（天王川を利用） 

・歓楽街が有ったところ 

・天王川の東西の堤防 

・千体仏 

・秋祭 

・天王川のこと 

・蔵の道 

・天王祭 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・該当なし 

 

(4) マップの改善点は？ 

・参加者がお店で食品を買ったり食べたりもありなどで時間（限られた）内にゴールに着くのは

きついものがある。地域を限定して寺院、史跡、商店等含めて回った方がベターかな。・あまり

興味が無いのではないか。機織り工場では興味を示した。 
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【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) マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・屋根神様をコース内に注記載する 

・津島神社南鳥居（アメリカ移民の有志が寄進した鳥居） 

・十王堂 

・清正公社 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？  

・車河戸：４ 

・野口米次朗宅への途中の「六角地蔵堂」：３ 

・かくれたぬき：２ 

・予定コースでの屋根神様（地上含む） 

・天王川藤棚「藤まつり」のイメージアップの為の説明 

※参加者へ打診し希望有りを確認のうえ時間内説明に留意した 

・橋詰三又路（津島神社前工事のため迂回） 

・常楽禅寺 

・円空仏 

・観光交流センター 

・瑞泉寺 

・上街道・下街道 

・津島神社南門桜門の説明 

・藤まつり、天王祭り等の説明 

・大土社（子授け石）見てもらう 

・十王堂見てもらう   

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・藤棚の南の通路 

・他全てまわりました。 

 

(4)マップの改善点は？ 

・テーマが「尾張津島から世界へ津島の接点を探す旅」となっていましたが①上切の井戸②塀③

堀田家の荒神様が世界にどうつながるのか理解しかねました。②の津島神社では参拝又、別の

場所を見学希望の方もみえ、塀のみというのはいかがなものでしょうか。コースとしては⑥以

南はカットでいいかと思われます。コースとして弥生町は交通量が多い為今市場→十王堂横→

ハ―キュリー通りはいかがでしょうか。 

・通りに面したスポットを追加しました。比較的単調なコースであったので。 
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【マップについて】 

 

 

 

コース８ 町衆の生活 津島の世間遺産 

 

(1)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・十王堂：２ 

・津島神社 

・渡邉家住宅 

・西光寺（地蔵がみれるならば） 

・石原印刷さんの西洋建築・看板建築の建物（外観がレトロで趣がある） 

・隠れたぬきの横のかえる 

・清正の松（妙延寺内） 

・妙延寺 

・大土社 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？  

・市神社 

・清正公社 

・上切の井戸 

・吉村人形店 

・十王堂 

・距離も割合短く丁度良い。 

・稚児門のある家１箇所でよい。道沿い、通りすがりにご案内できる。 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・該当なし 

 

(4)マップの改善点は？ 

・町衆の生活を歩くためには、茶室やそれを飲むところを考えにいれておく必要があるので

は。 

・時間内容もよかったと思う。③三木屋さんでおまんじゅうを買い⑥交流センターで食べた。結

構楽しかったです。①までの道にお寺の説明⑫から駅までの間十王堂の説明がありよかった。

どこかで抹茶がいただけるとよりよかった。③三木屋⑨伊勢屋で断られました。⑨⑩の店名が

あったほうがよいのでは？ 

・マップに距離が書き込んであると歩きやすい。 

・だいたい時間通りに行うことができました。地図に目印が少ないのでガイドがない場合、とて

も迷うと思う。（私自身２回下見をしたくらいです。）細い小路が多いので曲がり角の目印を地

図内に表記しないと次の目的地に辿りつけないのではないかと案じます。 
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【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) マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・土蔵が並ぶ町筋 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・秋祭山車蔵 

・秋祭のこと 

・蔵の道 

・市内寺院（巡った途中の） 

・当初予定した神社の「天王祭レプリカ」説明が、神社が新嘗祭行事であけていただけなく

省略させていただきました。 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・該当なし 

 

(4)マップの改善点は？ 

・少し時間が短い。神社のレプリカを説明するのにはあと 30 分必要。当ルートでは清正公社は

不要と思う。 

・ガイドリーダー１人で案内していただきまして、天王祭行事９０日間のうち斎竹立（２週間前）

船分け（４日前）稚児（３日前）神輿（土曜）などの諸行事も紹介する方法はないでしょうか？

遠来近郷のお客様は提灯の宵祭りが昔は花火が沢山上がったよという声を聞きます。同じ市内

でも名鉄経路東の人たちにも行事日程内容を知ってもらいたいです。 

・上街道と下街道の分岐点となる地点に「道標」を追加し昔の街道の説明文を掲示する。 
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【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)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・山車蔵空につき人形のカラー写真（大）扉に貼っていただきたい。 

・大土社 

・今市場 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・蔵の道（石垣） 

・西方寺 

・辻の車切跡 

・大土社。妙延寺を通り、真田丸ブーム,折角故妙延寺をご案内。コース外ですがお客様大喜び。

空の山車蔵減らし追加２カ所して頂きたいです。スタンプ押し回りと重なり子供大人並び３０

分ほど時間オーバーしましたがコース外の寺社、ご案内も臨機応変に「おもてなし」必要かと

思います。 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・小野座、大中切…休止中 

 

(4)マップの改善点は？ 

・中之町と馬車町の山車を実際見ることができてお客様は大喜びでした。できればもっと多く実

物を見せてあげたかったので午後の方が良かったと思う。また、山車の一台一台の写真やから

くりの写真が貼ってあるともっとよく理解し楽しんで頂けたかと思う。 

・居森社、向島は少し遠いですからなくしてもよいと思いました。 

・当日は山車が出ていたりスタンプラリーができたりと面白みが増していたと思いますが、

通常は本当に蔵だけを見て回ることになるので時間はおそらく短縮されると思います。と

はいえ楽しみながら回っていただきたいので町の名前の由来や以前盛んだった産業につい

てなどの説明板やスタンプラリー（景品はなくても楽しめるだけで楽しいので・・・）が

あると良いと思います。 
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【マップについて】 

 

 

 

コース 11 面構えが面白い七切りの山車蔵を巡る 

 

(1)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・不動院 

・雲居寺 

・宝寿院 

・宝泉寺 

・市の係、ガイドさんの朝挨拶時またはパンフに、祭りのときは山車が出払っている事のご

案内をした方が良い。 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・天王通り開通の歴史案内 

・池須を通る時には天王川関係の解説 

・明治、大正、昭和の地図により解説 

・町の変遷の解説（歩きながら） 

・大銀杏の木の解説 

・津島駅尾西鉄道開通の頃の解説 

・本町筋とは 

・上街道、下街道、佐屋街道の解説 

・宝泉寺 

・雲居寺 

・円空の千体仏 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・該当なし 

 

(4)マップの改善点は？ 

・七切の山車蔵だけでは見るところがなく蔵だけみても観光にはならない。面白味もなくつ

まらない。全ての蔵とそれに付随する場所を見て歩くことが必要ではないであろうか。 

・蔵も半分程で良いのでは。 
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【マップについて】 

 

 

 

コース 12 つしま四大祭り舞台めぐり 

 

(1)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・該当なし 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・⑨瑞泉寺東前の「六地蔵尊」堂（六角堂） 

・⑫以降の「蔵の道」石垣等（帰路途中） 

・「千体仏堂」や途中になる「屋根神様」→移動中説明のみ。目視できる範囲で。 

・⑥～⑦移動中、天王川の歴史・丸池の話→歩行移動中説明のみ。５～６分間 

・他コースと重複する点を意識した上でさらりと簡便な説明にとどめました。移動中何の説明も

しないのは無駄です。    

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・該当なし 

 

(4)マップの改善点は？ 

・①21コースのうち 3コースのみ手書きであった点から作成者（グループ）の意向を反映した結

果と思いますが他の 18 コースと同じようなデザインとすることが参加者への印象はより良く

なるのかなと感じました。（複数回参加の方、資料としてファイルする）巡回コースごとに距離

およその所要時間など「おすすめ」コメント（キャッチフレーズ）をより充実することで選択

の幅が出来おもてなしの気持ちが伝わると思います。 

②お客様への案内充実を・・・食事、喫茶等初めて津島へお越しの方の参考となる別紙パンフ

等の添付を。店名表示など支障が予想されるのであれば「食事」「喫茶店」などの表示で良い。

商工会議所・商店街振興組合などから資料入手可能。 

・前半説明が長くなったりテーマである四大まつりにあわない場所を説明したりしてしまったた

め津島駅到着が 20分ほど遅れた。 
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【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)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・中の島の歴史とおいたち 

・上河原の清正公社 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・天王川公園の明治・大正 

・天王川公園の歴史 

・天王通りの歴史 

・天王祭の内容 

・町方と地方 

・津島神社 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・作成したコースの所要時間が長く⑭⑮の新堀川の説明・現地説明を省略した。 

・向島排水場あたり 

・新堀川の堤防 

 

(4)マップの改善点は？ 

・時間的に長く⑭⑮の新堀川の現地説明を省略した。しかし、天王川の川筋にポイントを絞

るコースにした場合は、北は十二城から南は津島高校までの堤上を散策すると良いと思わ

れる。（ツアー時は）昼食を加えて、時間（コース）をながくしてはいかが。 

・天王川の川筋をめぐるコースだったはずだが全体的にみて津島の旧跡をめぐる他のコース

と大きな違いはない内容に感じられた。１枚のマップの中でかつての川筋と現在の津島が

対比できるような写真の並べ方、あるいは天王川だけでなく蔵に面した水路などかつての

津島をイメージできるマップ作りが必要ではないだろうか。 
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【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)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・宝泉寺 

・堤下神社 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・御嶽神社の場所の由来 

・旧天王川の川筋（堤防） 

・大銀杏から続く堤の建物 

・宝泉寺付近の街並み 

・蔵道での「町方・地方」の身分差 

・弘浄寺（長島一向一揆） 

・岡本家住宅 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・眺めるだけで実感できる場所②③④ 

 

(4)マップの改善点は？ 

・今回ガイドさんの写真・資料があったことから交流センターにてミニ講座を１５分ほど取った

が今回の小路での散策としては表面的な地形の違いだけではつまらない内容と思われる。内面

的な津島の高地、低地を深く調べる（体感）出来る企画・情報が必要かなあ・・・津島の歴史

上の「身分制度」と「祭り制度」の関係等と地形（天王川堤）の高低差など。 

・交差点の目印が少ない為 1人で廻るのは難しいと思います。 
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【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)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・該当なし 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・天王通り、常楽寺 

・良王神社 

・上街道 

・布屋の山車蔵 

・貞寿寺 

・興禅寺 

・十王堂 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・該当なし 

 

(4)マップの改善点は？ 

・①不動院の写真が違う（写真は遠山家）不動院の写真を入れた方がいい。 

・時間的にポイントが多すぎ。（２コースに分けるのも可） 

・不動院は入口外側から見たのみ、庭園内だけでも入れるよう他の場所に関しても事前連絡

をしておいてほしい。 
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【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)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・白山社 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・観音寺 

・堤下神社 

・白山社 

・宝泉寺 

・市神社 

・廃寺 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・該当なし 

 

(4)マップの改善点は？ 

・千体仏裏より成信坊に抜ける道はショートカットで時短にする。 

・西光寺の地蔵尊美しく華麗。津島の財産で宝だと思う。ほとんどの寺院は外から拝見（もった

いない）お願いすれば見せていただく事も可能だ。何とか交渉していただきいつも拝見できる

様にしていただきたい。 

・距離時間共に良かったと思う。お茶休憩が出来ると尚良い。（これを入れると時間が足りないか

も）このコースはガイド付きで行った方が良い。 

・２時間のちょうどよいコースだったと思います。西光寺の地蔵菩薩立像は近くで拝見できコー

スの目玉になったと思います。 
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【マップについて】 

 

 

 

コース 17 健康長寿極楽めぐり 7,000歩コース 

 

(1)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・該当なし  

 

(2)トマップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・興禅寺：２ 

・もろこ寿司の店 

・天王川公園について 

・川魚店（ウナギ等） 

・蔵の道、沖家 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・該当なし 

 

(4)マップの改善点は？ 

・各所（瑞泉寺等）にある図(案内版)を記載しておくとよい。簡略図でトイレ、喫茶店、食事

をする店、コンビニ、駐車場がどこにあるかを示す。 

・天王川堤防の道路よりは片町を通ったほうが安全！ 

・⑨貞寿寺は通りから見るだけでした。⑧妙延寺は住職が寺の中で詳しくお話して下さりとても

喜んでいただけました。時間距離は丁度いいと思います。１箇所でも寺の本堂に入れていただ

けるだけで皆様に喜ばれるので協力してもらえると本当に有難いと思います。 

・妙延寺さん、１１時３０分迄に入れご住職がご丁寧にご案内くださりお客様からよかったとの

声を耳にしました。お頼みありがとうございました。９ケ寺後２ケ寺程せめてご案内見せて頂

ければ…。試験的マップですので皆様のご意見でより良いコースを。 
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【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めぐり 

 

(1)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・浦方町の屋根神様、ルート上の屋根神様（地上へ）など、立ち止まってのガイドが可能。 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・蔵の道⑨堤下神社から⑩白山社へのルート変更・宝泉寺から天王通りへ⑩に 

・丸池、お旅所…歩道上で３０秒ほどコメント 

・天王川公園・津島湊 

・市神社 

・妙延寺 

・御神木の銀杏 

・あかだくつわ 

・円空の千体仏・西方寺  

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・該当なし 

 

(4)マップの改善点は？ 

・第二回ワークショップの時には下調べが十分にされていなかったのであいまいなコメント

が多くその後歴史等を調べるうちに詳しいいわれ等が分かってきたためコメント欄を手直

しした方がいいのではないかと思いました。 

・コースの下見をした時にも感じましたが、2 時間コースにしては内容が多くて時間内には

廻りきれないと思いました。（時間オーバーでした） 
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【マップについて】 

 

 

 

コース 19 歴史のあるまちと屋根神様 

 

(1)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・観光交流センター 

・糀屋 

・津島神社 

・ハーキュリーズ通り呉服屋やまも横 

・麩屋町山車蔵横 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・屋根からおりた神様の案内 

・何故屋根に上がったのか解説 

・何故屋根から下りたのか解説 

・山車蔵屋根神様 

・片町筋一帯の家 

・世間遺産の大正ロマンのたてもの…たぬきの前の石原印刷 

・宗念寺の屋根の鯉の瓦 

・蔵の道（石垣） 

・ヨネノグチ生家の横の降りた屋根神様 

・片町の名前の由来 

・浦方通りと天王川（旧堤防） 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・該当なし 

 

(4)マップの改善点は？ 

・当日別資料として以前に作られた「屋根に祀られている屋根神様」と「地上に降りた屋根神様」

の資料を資料として添付したい。 

・建物内に入ることなく見ることが出来るので１箇所ごとの滞在時間が短く思ったより早く駅に

到着しました。屋根神様のスポット数をもう２、３増やすか、１箇所の説明をより詳しくして

滞在時間を延ばしてはどうでしょうか？ 
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【マップについて】 

 

 

 

コース 20 子育てのお悩み解決！！津島ご利益めぐり 

 

(1)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・津島神社境内の社 

・津島神社 

・天王川公園（お旅所から全景を見る）  

・八柱神社(津島神社境内社) 

・天王川公園（子どもと遊べる公園、休憩場所としても案内） 

・稲田社（津島神社境内社） 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・蔵の石組み 

・堀田家住宅 

・清正公社 

・昔の天王川と橋 

・津島神社境内の社 

・マップコースに入っていなくても各々の道沿いで寺社等中迄入らなくても良いから簡単に

御案内も。時間少々押しても可。しつこく成らずさらりと。お客さま満喫しましたと申し

ておりました。 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・該当なし 

 

(4)マップの改善点は？ 

・津島神社境内に子育てに関する社がいくつかあるので追加すると良い。 

・食事できる場所の記載がほしい。弁当もちの人にも好適地の案内。曲がり角の目印が必要。市

内で金を使ってもらえるような工夫を。 

・私は、子育てのお悩み解決には一番良いマップだと思いました。 

・④⑥⑨は紹介だけでルートに入れなくても良いかも？と思いました。⑦の馬場町の大銀杏も⑧

の垂乳根の銀杏と区別できるようにしておけば必要ないかと感じました。その分津島神社内の

子育ての悩み解決のご利益や夫婦円満などのご利益のある神社を追加した方がより目的がはっ

きりしてよいのではないかと思いました。 

 

 

  



【資料５－３】 
小路めぐり in津島☆お試し体験 アンケート結果（ガイドボランティア・コンシェルジュ） 

【マップについて】 

 

 

 

コース 21 あかだつくわと御朱印ツアー 

 

(1)マップに追加したほうが良いと思うスポットは？ 

・西方寺 

・宝寿院内泉龍神社 

・渡邊家住宅 

・蓮台寺 

・観音寺 

・宝泉寺 

 

(2)マップに載っていないスポットでガイド中に、追加で説明したスポットは？ 

・西方寺 

・ご神木（2本） 

・観音寺 

・上街道 

 

(3)マップに載っているスポットでガイド中に、説明を省略したスポットは？ 

・伊勢屋茶舗（時間なく） 

 

(4)マップの改善点は？ 

・今日案内したお客様が宝寿院内の泉龍神社と水琴窟に興味を示されました。ボランティアガイ

ドさんと歩くのは２時間くらいが良いのかなと思います。 

 

 

 

 

 


