
2022年 木曽路認定ガイド養成研修

「木の文化」を活かして、旧中山道の魅力を多角
化する体験型ツアーの創出

～将来的なインバウンド活用を見据えて～

True Japan Tour 株式会社
米原亮三
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観光庁においては、2022年事業として、「地域独自の観光資源を活用し
た地域の稼げる看板商品の創出事業」を実施します。その事業の目的は、
「地域経済を支える観光の本格的な復興の実現に向けて、地域の稼げる看
板商品の創出を図るため、地方公共団体、 DMO 、民間事業者等の地域の
関係者が連携して実施する自然、食、歴史・文化・芸術、生業、交通等の地域
ならではの観光資源を活用したコンテンツの造成から販路開拓まで一貫し
た支援を実施する事業」です。

観光庁の助成制度

後援

・岐阜県中津川市 商工観光部 観光課
・長野県南木曽町 産業観光課 商工観光係
・長野県上松町 産業観光課 商工観光係
・長野県塩尻市 産業振興事業部 観光課
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実施予定のツアー

ツアー番号 行程 主な訪問地

N005 1泊2日 苗木城、落合宿、馬籠宿、妻籠宿

N005-1 オプション 山守資料館・加子母明治座

N006 2泊3日 苗木城、落合宿、馬籠宿、妻籠宿、藪原宿、奈良井宿

N007 3泊4日
苗木城、落合宿、馬籠宿、妻籠宿、藪原宿、奈良井宿、木
地師の里、赤沢自然公園、木曽平沢

◆スケジュール
10月 True Japan Tour ホームページにて、発売予定
11月 モニターツアー
11月 旅行会社招聘ファムトリップ

〇ツアーの開始 中津川駅
〇ツアーの終了 中津川駅、(奈良井駅、南木曾駅、 木曽福島駅)
〇オプション 送迎サービス

名古屋駅、京都駅、新大阪駅、東京駅
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ポスト・コロナ、ウィズコロナ時代の国際観光のトレンドは、アドベンチャーツーリズムです。
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東京→富士山→高山→金沢→京都→大阪→広島
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2022年4月9日～11月6日
の毎日運行

→桜シーズンは、運航しない
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木曽路の交通

JR名古屋駅：特急で約48分
普通・快速の場合、名古屋駅から中津川駅まで約1時間
JR塩尻駅：特急で約1時間3分
JR松本駅：特急で約1時間13分
JR長野駅：特急で約2時間5分
JR大阪駅：新幹線と特急で約2時間1分
JR東京駅：新幹線と特急で約2時間38分

名古屋：東名高速道路名古屋ICより約70.3km/所要時間：約51分
大阪：名神高速道路吹田JCTより約230.8km/所要時間：約2時間44分
東京：東名高速道路東京ICより約294.5km/所要時間：約4時間2分

中津川駅

名古屋９時→中津川９時５０分

JRパス
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新宿→富士山→奈良井宿→木曽福島→南木曾

8時８分 河口湖駅発
→バス
→９時０１分 石和温泉着
→９時２９分 石和温泉発
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2019年のコロナ前、馬籠宿と妻籠宿の間を歩く人の7割が外国人であったと聞き
ました。
ニセコや高山など、国際観光地は、全部、外国人の人気が先行します。その点で中
山道には、2022年以降、ブレイクする可能性が大きくあります。

しかし、多くの外国人観光客は、日本人のガイドなしで歩いています。
私達のツアーにおいて、ツアー料金が高くなるが、それに相当する付加価値をつけ
るためのガイドの役弱りは、何でしょうか。

① 安全
不意の雨、風、怪我など、自然歩きには、危険がつきものです。ガイドが付くことにより、
危険を未然に回避し、事故ある時も、より被害が少なくできます。

・天候判断(雪の可能性あり)
・地理・地形(山岳・ハイキング)
・服装と靴
・手荷物の手配
・団体の指導
・弱者への対応
・事故対応
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② 人々の生活を伝える
山村の生活は、SDGsの生活です。棚田、クルミや栗、川魚などの食料、檜・さわらなどの建
築資材、薪などのエネルギー、山野草から得られる漢方薬は、自給自足できます。こうした
現地の暮らしを現地ガイドに学び、通訳案内士が外国人に伝えていくことが大切です。

③ 歴史と文化
五街道は、1600年頃から現在に至る歴史があり、妻籠宿などに、歴史的な建造物
があります。
自然と人が結びついて、その結果として生まれた建築物には、歴史が刻まれていま
す。エリザベス1世と徳川家康は、同時代を生きました。
西洋と日本の歴史をお客様とキャッチボールをしながら、語り合うことができるのが、
通訳案内士の魅力です。
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1 9月15日
13時30分から14
時

米原 亮三 True Japan Tour 代表 本事業の概要

2 9月15日 14時から16時 小澤 弘氏 江戸東京博物館元教授 五街道と中山道

3 9月22日
13時30分から15
時

柳川 浩司氏 木曽路ウォークガイド会 会長
日本遺産・中山道木曽路 宿場町と街
道のみどころ

4 9月22日
15時15分から16
時45分

遠山 高志氏
南木曽町博物館 名誉館長・
学芸員

中山道宿場町の生業と生活・文化と
街並み保存

5 9月29日
13時30分から15
時

内木 哲朗氏 山守資料館 館長
木曽の林業・森林保護政策と木の文
化

6 9月29日
15時15分から16
時45分

池田 聡寿氏
木曽官材市売協同組合、池田
木材 社長

「伊勢神宮」式年遷宮等の寺社仏閣
を支える木曽の林業・木材産業

7 10月6日
13時30分から15
時

太田 洋志氏
(一財)塩尻・木曽地域地場産
業振興センター 専務理事

森の恵みと匠の技が育む中山道の
「木の文化」

8 10月6日
15時15分から16
時45分

酒井 慶太郎氏 木曽漆器組合 副理事長、 「和食」の食文化を支える「木の文化」

9 10月13日
13時30分から15
時

森 正己氏
グローバルツーリズム研究所
代表

中京地域の国際観光の魅力について

10 10月13日
15時15分から16
時45分

（各自治体・観光
協会）

中津川市、塩尻市、上松町、
南木曾町

木曽地域の観光資源と地域の取り組
み
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9時30分 名古屋駅出発 バス移動

11時 苗木城遠山資料館 資料館見学

11時20分

11時20分 苗木城あと視察 昼食（試食：朴葉寿司）

12時20分

12時20分 四十八曲がりから恵那山
街道との交差点へ

徒歩約40分

13時10分

13時10分 落合宿本陣跡へ バス移動

13時30分

13時30分 落合宿から馬籠宿 徒歩2時間
石畳の道15時30分

15時30分
～17時

馬籠宿
藤村記念館

見学
脇本陣資料館 16時30分
藤村記念館は、17時まで

17時 馬籠宿発 バスによるホテル送り

◆10月18日 火
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◆10月19日 水

日時 場所 移動手段・説明

7時20分 ホテルルートイン中津川インター出発 バス移動

7時40分 ホテル花更紗出発

7時55分 馬籠宿

8時 馬籠宿 徒歩3時間45分

9時15分 水車塚

10時15分 一石栃立場茶屋

女滝・男滝

12時 妻籠宿着

13時45分 妻籠発 バス

14時15分～16時 木地師の里 3グループに分か
れて3社を訪問

17時 上松・めざめホテル着 バス移動

17時30分 自由旅クラブ
木曽三河家着

バス移動
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◆10月20日 木

日時 場所 移動手段・説明
7時15分 自由旅クラブ

木曽三河家出発
バス移動

7時45分 上松・ねざめホテル出発

8時30分
～11時

赤沢自然休養林 ウォーキング→
10時45分トロッコ電車でUターン→11時頃に昼食

11時15分 赤沢発 バス移動1時間
トイレ休憩12時 藪原駅

12時30分 藪原・消防署前 徒歩2時間45分
鳥居峠越え

15時15分 奈良井宿着
奈良井宿見学

16時40分 奈良井駅 （東京方面帰宅組）
奈良井駅発16時57分の塩尻乗り換えで、20時08
分新宿着

16時45分 奈良井宿発 （名古屋方面帰宅組） バス移動

17時15分 木曽福島着 しなの20号木曽福島発 17時31分名古屋行き、
19時07分 名古屋着

17時30分 自由旅クラブ
木曽三河家着

バスによるホテルへの送り
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◆10月21日 金

日時 場所 移動手段・説明

7時45分 ねざめホテル出発 バスによるホテル迎え

8時 木曽古道ぬくもりの宿
駒の湯出発

8時15分 自由旅クラブ 木曽三河家出発

8時55分 日々別荘出発

9時5分 奈良井駅 徒歩

9時30分 木曽平沢

9時30分 木曽平沢 体験・工房見学

11時30分 木曽平沢 バス移動

13時20分 中津川駅 ツアーの集合地点を確認

13時30分 中津川駅 バス移動

14時 加子母明治座 明治座

15時30分 もくもくセンター バス移動
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木曽平沢と日々別荘
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かしも明治座
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木曽路認定ガイド養成研修 フォローアップ研修/認定証

研修参加者は、オンライン研修
及び実地研修で得られた知識
をさらにブラッシュアップする
ために、フォローアップ研修を
実施します。

・実地研修後、各チーム、5名か
ら6名の6グループに分かれま
す。
・各グループは、以下のテーマ
を参考、自主研究を行います。
・別のテーマでも結構です。
・グループは、主体的な活動で
す。
・グループの発表会を実施しま
す。原則、英語によるスピーチ
です。
・実地研修、オンライン研修、
フォローアップ研修の全課程を
終了した方は、「木曽旅ガイド
認定書」を贈呈します。

① 苗木宿と馬籠宿
② 妻籠宿と南木曾町
③ 赤沢自然公園と上松町
④ 藪原宿と奈良井宿

地域テーマ 例示です 課題テーマ

⑤ 木工・漆などの手工芸
⑥ 加子母明治座
⑦ 木曽の食
⑧ 薬草

木
曽
路
認
定
ガ
イ
ド

加
羅
博
子

TJTGuide

Hiroko


