
平成３０年３月２日

津まんなかガイド詰所を
お城東駐車場に開設

平成３０年４月６日から

～津城おもてなしの取り組みを展開～



これまでのおもてなし

平成２９年４月６日 日本城郭協会が津城、多気北畠氏城館を選定

リーフレット・チラシの作成

お城ＥＸＰＯ２０１７ 出展 城郭めぐりスタンプラリー

Ｈ２９. １２.２２～１２.２４ パシフィコ横浜

津・伊賀・亀山
松阪・鳥羽

の城郭をめぐる

Ｈ２９.８月スタート
継続実施中

続日本１００名城

ドライブコースの紹介 など



津城、津観音等のＰＲ看板の設置

津駅前観光案内所での企画展
続日本１００名城 津城、多気北畠氏城館の魅力

続日本１００名城 スタンプラリー スタート

高山神社、北畠神社などへスタンプを設置！

立町商店街入口横

４月６日（金）から
城（しろ）の日

公益財団法人 日本城郭協会

３月１３日（火）～２５日（日）

公式ガイドブック
学研プラス刊 １，６００円（税別）

イメージ

今後のおもてなし



開設
日時

４月６日（金）９時３０分からスタート
通常は土、日、祝日の９時３０分～１６時在所

概要

津観光ガイドネットのガイドが在所し、駐車場の利用者
をはじめとしたお客様に、津城やまんなか地区の案内
等のおもてなしを行う。

津まんなかガイド詰所を開設

お城東駐車場を活用した「おもてなし」の取り組み！
津観光ガイドネットが在所し、「津城」をはじめとしたまんなか地区を案内

名称 津まんなかガイド詰所

城（しろ）の日

続日本１００名城スタンプも設置



イメージ

津観光ガイドネット（津市観光協会内）
☎ ０５９-２４６-９０２０

連絡先

津観音

津城

津市お城東駐車場

津まんなかガイド詰所

出入口

お城東駐車場

津まんなかガイド詰所の位置図

お城東駐車場内場所

お城前公園



９：４５

津城

１０：００ １０：４５

京口町、立町

１１：００

恵日山観音寺

開催日 平成３０年４月６日（金）

コ―ス

申し込み
３月１６日（金）～３月２６日（月）に電話で
商工観光部観光振興課 （☎０５９ｰ２２９－３２３４） へ

津城～旧町名碑～恵日山観音寺 （約１．５ｋｍ）

定員 先着１００人 参加費 無料

●安濃津ガイド会の説明により散策いただきます。
●参加者にはおみやげをプレゼントします。
●参加者には大門・丸之内地区の各店舗の協力により

昼食や商品の割引きサービスなどの特典があります。

津城・城下町めぐりウオーク

石垣

旧町名碑百五銀行丸之内本部棟前

解散予定
11：30

続日本１００名城

ウオーク終了後は大門・丸之内地区の昼食やおみやげなどのお買い物をどうぞ！

勢州津高虎隊も登場

観音さん



続日本100名城 津城

商工観光部 観光振興課・商業振興労政課

電 話
ファクス
E-Mａｉｌ

０５９-２２９-３２３４・２２９-３１６９
０５９-２２９-３３３５
229-3170@city.tsu.lg.jp
229-3114@city.tsu.lg.jp

お問い合わせ

㈱まちづくり津夢時風と連携した
まんなかウオーク

津城の案内板のＱＲコード化 など

津城を活用した各団体との連携の取り組み

今後のＰＲ戦略



8

名松線に乗って美杉の自然に触れよう！

平成３０年３月２日
撮影:長谷 茂/平成29年４月撮影

名松線
ウオーク

春の美杉
満喫ツアー

ミツマタ群生地・
三多気の桜

臨時バス運行



名松線ウオーク ミツマタ群生地と早春の伊勢本街道を行く

11：02

名松線

ＪＲ伊勢奥津駅

12：00

昼食

伊勢地地域住民センター

伊勢本街道

13：00

ミツマタ鑑賞

ミツマタ群生地

15：08

名松線

ＪＲ伊勢奥津駅

開催日 ３月２５日（日） ※小雨決行

コ―ス

申し込み
３月２日（金）～３月１６日（金）に電話で
美杉総合支所地域振興課 （☎０５９-２７２-８０８２） へ
●同時に名松線弁当のご予約もお受けします（１個１，０００円）

ＪＲ伊勢奥津駅～ミツマタ群生地 （往復約６．２ｋｍ）

定員 先着１００人 参加費 無料 ※名松線乗車運賃は必要

●ウオーク参加者には参加賞を進呈
●『伊勢本街道を活かした地域づくり協議会』による伊勢本街道鍋の振る舞いのほか、

『名松線を守る会』からのプレゼントがあります

伊勢本街道 伊勢本街道



●名松線沿線の食材をふんだんにつかった弁当
●包装紙も含めて三重県立久居農林高校がプロデュース

ＪＲ名松線沿線の新たな魅力 名松線弁当

ＪＲ東海協力

久居農林高校の皆さん

名松線弁当販売店
おもてなし巡り加盟店

包装紙のイメージ

（５０音順）

名松線弁当の包装紙に名松線沿線の写真を掲載

名松線沿線魅力づくりと全線復旧２周年を記念して、名松線弁当を創作

３月２５日（日） 開催のウオークイベントで初披露 （名松線弁当は事前予約が必要）

※３月２６日以降の名松線弁当の予約は、各販売店までお願いします。

販売店名 電話番号
お食事処山里 ０５９-２７２-０６７７

季節料理ちとせ ０５９-２７２-０００３

きまぐれ ０５９-２７２-０９１８

旬のお食事処みすぎ ０５９-２７５-０１５５

たろっと（太郎生人）三国屋 ０５９-２７３-０００１

まねきそば ０８０-３８１８-６３２３

やきやき亭浜 ０５９-２７２-０３５６

レークサイド君ヶ野 ０５９-２６２-０９６６



春の美杉満喫ツアー

１０：３４

名松線

ＪＲ伊勢竹原駅

君ケ野ダム
公園桜まつり 道の駅美杉

伊勢本街道
ミツマタ群生地 三多気の桜 ＪＲ伊勢奥津駅

６０分

マイクロバスでぐるっと周遊プラン

開催日 ４月８日（日） ※小雨決行

周遊地

申し込み
３月２日（金）～３月１６日（金）に電話で
美杉総合支所地域振興課（☎０５９-２７２-８０８２）へ

●同時に名松線弁当のご予約もお受けします（１個１，０００円）

ＪＲ伊勢竹原駅～多気～伊勢地～ＪＲ伊勢奥津駅

定員 先着５０人 参加費 無料

４０分
散策 ウオーキング

５０分
散策

２０分
散策

ウオーク参加者には
参加賞を進呈

１５：０８

名松線

※名松線乗車運賃は必要



「名松線」の名前のとおり、名張駅と松阪駅を列車とバスで結びます！！

ミツマタ群生地と三多気の桜 臨時バスを運行

運行日 ４月１４日（土）、１５日（日）、２１日（土）、２２日（日）の４日間運行

三
重
交
通

名張駅前 910 1010 1300 1600 1735 1850

敷津（着） 1004 1104 1354 1654 1829 1944

敷津（発） 1004 1104 1245 1410 1445 1645 1829

杉平
（三多気の桜）

1009 1109 1250 1415 1450 1650 1834

下前戸
（ミツマタ群生地）

1013 1113 1254 1419 1454 1654 1838

奥津駅前 1019 1119 1300 1425 1500 1700 1844

名
松
線

伊勢奥津駅 1130 1306 1508 1715 1858

伊勢竹原駅 1157 1333 1535 1742 1925

関ノ宮駅 1221 1357 1559 1806 1949

一志駅 1236 1412 1614 1821 2004

松阪駅 1254 1430 1634 1841 2023

名
松
線

松阪駅 732 938 1133 1309

一志駅 751 956 1151 1327

関ノ宮駅 806 1011 1206 1342

伊勢竹原駅 831 1034 1229 1406

伊勢奥津駅 859 1102 1257 1433

三
重
交
通

奥津駅前 711 910 1110 1119 1145 1300 1355 1510

下前戸
（ミツマタ群生地）

717 916 1116 1125 1151 1306 1401 1516

杉平
（三多気の桜）

721 920 1120 1129 1155 1310 1405 1520

敷津（着） 726 925 1125 1134 1200 1315 1410 1525

敷津（発） 726 826 1200 1410 1525 1710

名張駅前 820 920 1254 1504 1619 1804

赤文字は臨時運行便

松阪駅→名張駅方面 名張駅→松阪駅方面

パークアンドライド… 一志・白山庁舎の名松線利用者スペースにお車を駐車し、最寄り駅から乗車 一志庁舎・・・一志駅 白山庁舎… 関ノ宮駅

臨時バス
所要時間・運賃

（片道）

奥津駅前 ⇔ 下前戸 （ミツマタ群生地）

奥津駅前 ⇔ 杉平 （三多気の桜）

名張駅前 ⇔ 杉平 （三多気の桜）

名張駅前 ⇔ 下前戸 （ミツマタ群生地）

杉平（三多気の桜） ⇔  下前戸（ミツマタ群生地）

６分
１０分

５９分
６３分

４分

１８０円
２６０円

９８０円
１，０４０円

２００円



ミツマタ群生地～和紙の原料が森林の木陰に芽吹く～

昭和２０年頃…杉苗を植栽
昭和３０年頃…山林の多目的利用のためにミツマタを植栽

平成２４年に行った森林の大規模な間伐後、数年で一面に広がる

ミツマタ群生面積約１．５ｈａ 杉林の樹齢約７０年

ミツマタとは・・・
●皮は和紙や紙幣の原料として、枝は生け花の材料

として使用される
●落葉性の低木でジンチョウゲ科ミツマタ属
●３月中旬～４月中旬にかけて黄色い花を咲かせ､枝が

必ず三つ叉に分かれることからその名が付いたと言われる
●花言葉：永遠の愛、豊かな力、肉親の絆 など

撮影：境光司/平成29年４月撮影

手入れの行き届いた森林に幻想的な空間が広がる

美杉町石名原地内



真福院に続く参道の両側には、
数百年前に植えられたという
ヤマザクラが並び、国指定の
名勝地になっている。桜名所
百選に選ばれた山桜の古木群
は歴史と風格を漂わせている

見頃：４月中旬～４月下旬

●ＪＲ名松線でお越しの方は、JR伊勢奥津駅から徒歩、または
電動アシスト付レンタサイクルで （群生地まで約２．５ｋｍ）

●お車でお越しの方は、ミツマタ群生地近くの伊勢地地域住民
センター駐車場をご利用ください （群生地まで約１．３ｋｍ）

ミツマタ群生地 周辺MAP

ＪＲ伊勢奥津駅

三多気の桜

ミツマタ群生地
見頃：４月中旬～４月下旬

見頃：３月中旬～４月中旬

道の駅美杉
☎059-275-0399

杉平
バス停

至名張

下前戸
バス停

フットパーク美杉

伊勢地地域住民センター

げ まえ ど

約１．１ｋｍ
徒歩２０分

約７００ｍ
徒歩１２分



※昨年の桜まつり来場者数 約３，０００人

ＪＲ伊勢竹原駅からまつり会場まで
ＪＲ名松線のダイヤに合わせ無料臨時バスを運行

君ケ野ダム公園桜まつり

日時 ４月８日（日） １０時～１４時３０分

内容
美杉地域産物と君ケ野鍋 （お楽しみ抽選付き） の販売
美杉連山のろし太鼓演奏、よさこいソーラン演舞、フラダンス、
歌謡ショー、白山高校茶道部によるお茶席 など

名松線 伊勢竹原駅着

下り （伊勢奥津駅行） １０：３４ １２：２９ １４：０６

上り （松阪駅行） １０：０２ １１：５７ １３：３３ １５：３５

まつり
会場

場所 君ケ野ダム公園 （美杉町八手俣）

バス



三多気桜まつり

日時 ４月１４日（土）・１５日（日） ９時～１５時

内容

美杉地域産物の販売、山賊鍋の振る舞い、
歌謡ショー、千本づき （餅つき） 、
ごく （餅） まき など
※山賊鍋の振る舞い・歌謡ショーは１５日のみ

開催

ＪＲ名松線伊勢奥津駅～近鉄名張駅間の
三重交通路線バスを増便

※昨年の桜まつり来場者数 約６，０００人

場所 真福院、夜桜広場 （美杉町三多気）

※三多気の桜周辺は駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。

●伊勢奥津駅から1日８便
●名張駅から１日４便



お問い合わせ先

美杉総合支所 地域振興課

電 話
ファクス
E-Mａｉｌ

０５９-２７２-８０８０
０５９-２７２-１１１９
272-8080@city.tsu.lg.jp

電 話
ファクス
E-Mａｉｌ

都市計画部 交通政策課
０５９-２２９-３２８９
０５９-２２９-３３３６
229-3289@city.tsu.lg.jp

イベントに関すること

交通全般に関すること

撮影:長谷 茂/平成29年４月撮影


