
2011-12-29 13:53:02  

平成 23年度第７回環境部会  

テーマ：ブログ  

 

 

いつの間にか年の瀬になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 

当環境部会は、１２月１３日に今年度第７回の部会を開催し、活発な議論を行

いました（参加者は９名）。主な内容は以下の通りです。 

① サイクリングコースの googleMAP作成について 

現在、当部会では伊勢市内（一部市外を含む）の観光スポット・主要神社等

をめぐるサイクリングコースの検討に取り組んでいます。コースは全２２コー

スに渡り、多忙な部会メンバーも多い中、実走及びカルテの作成を進めていま

す。次回は完成カルテの校正を行う予定です。最終的には googleMAP上に、情

報・画像等を織り込み、活プロホームページ上で閲覧できるようになります。 

自動車の移動では見過ごしがちな穴場スポットも多く含まれており、実走を

重ねた地域精通者ならではの充実した内容のものが出来上がる予定です。 

 

 

② 外宮－内宮間のサイクリングロードルートの検討 

以前から取り組んでいる外宮内宮間のサイクリングロードの検討については、

浦田駐車場の有料化が動いている最中であり、現時点で内宮近辺のルートを確

定させることは困難なため、二通り作成し、試走を行うことになりました。 

その試走は、下記④の和船「みずき」を利用したコース検討の試走と同時に、

平成２３年 1月２９日に行うことが決定しました。 

③ 外宮－内宮間の自転車レーンの提案 

従来からの議題である県道３７号線沿いの外宮－内宮間の自転車レーンの提案

について、提案内容のより具体的な検討を行いました。レーンの設置のために

は、歩道・車道の全面フラット化が理想なのですが、灯篭の撤去・街路樹の移
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設等の問題からやや困難なため、現状の車道部分（幅員 10ｍ程度）の中での配

置の案を検討することになりました。 

具体的には、両側に１ｍ×２の自転車レーンを設置し（可能であれば１.５ｍ）、

車道を４ｍ×２で絵を描き、先々の全面改修も想定した上で、共通の断面図一

枚を作成することを目指します。 

自転車レーンの作成が実現できれば、自動車ドライバーの意識も変わり、よ

り安全な走行が可能になり、また自転車の存在意義を位置づけることができる

と思います。 

まずは、できるところから進めていきます。 

④ 和船「みずき」を利用したコースについて 

前回部会で提案があった、ＮＰＯ法人神社みなとまち再生グループとのコラ

ボによる和船「みずき」を利用したコースを作成することが決定し、上記②の

外宮－内宮間のサイクリングロードの検討と含め、平成２３年 1月２９日に試

走を行うことが決定しました。 

  

以上、末筆ながら平成２４年も環境部会を宜しくお願い致します。 

 



2012-01-26 16:08:58  

第８回環境部会の報告  

テーマ：ブログ  

年が変わり、最初のブログです。 

本年も当部会の精力的な活動をお伝えしていきたいと思います。 

 

１月２４日に今年度第８回の部会を開催しました。 

活発な議論と検討が行われ、とても良い会議となりました。 

 （参加者は９名）。 

主な内容を以下に掲載します。 

 

１．1月 29日の試走について 

前回のブログでもお伝えしましたが、ＮＰＯ法人神社みなとまち再生グルー

プとのコラボにより、和船『みずき』を利用したコースの試走を実施すること

になり、その詳細が以下の通り決定しました。 

当日は、外宮－内宮間のサイクリングロードルートの検討も兼ねて試走を実

施します。 

 

（１） 目的 

外宮－内宮間のサイクリングロードルートの検討 

御幸道路の課題の拾い上げ 

写真撮影 

（来訪者がレンタサイクルを利用することを想定するため、今回は歩道走行

とします） 

（２） スケジュール 

9：45集合の 10：00スタート。15：00頃終了予定。 

（３） 参加者 

当部会から５名参加。その他、部会以外の人にも個別に当る。 

（４） 昼食 

忙しい時期なので、特に予約はしないこととしました。 

（候補店としては、いちし、い～菜、とん亭、あしょろ等） 

（５） 『みずき』について 

今回の試走は神社みなとまち再生グループと共催のため、乗船は無料とな

りました。 

（本来の乗船料は、定期航路乗船の場合３００円） 
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（６）アクシデントへの備えについて 

 サイクリングコースの検討には試走がつきものです。試走は頻繁に停まっ

たり、写真を撮ったりするので結構慌しく、アクシデントの発生が考えられ

ます。 

 アクシデントには様々なものが考えられますが、市民活動やイベント用の

保険は参加者が怪我をした場合にしか対象になりません。 

 自転車で走行中に他人を傷つけた場合などは、自転車が車両である以上、

運転者である参加者の責任になるため、参加者自身が対処する必要がありま

す。 

 事前の手立てとして『運転に伴い発生する事故は自己責任』という考えを

徹底し、個人賠償責任保険等への加入を勧めることが必要となります。 

 チラシに注意喚起の文言を入れ、試走当日は参加者に保険の状況に同意し

てもらった上で参加してもらう形をとることになりました。 

 

課題もありますが、実現にむけて取り組んでいければと思います。 

 

２．Google ＭＡＰでのマップ作成について 

かねてから作成中の伊勢市内（一部市外を含む）の観光スポット・主要神社

等をめぐるサイクリングコースについて、大まかなカルテが完成したため、

GoogleMAPへの加工の詳細と今後の予定が検討されました。 

３月末には、GoogleMAPが完成する予定です。 

前回お伝えしました通り、地域精通者が実走を重ねたからこそ実現する、充

実した内容のものが出来上がる予定です。 

 

３．その他 

外宮－内宮間の自転車レーンの提案については、時間不足・提案者不在のため次

回の議題としました。 

今後もブログ上に議事録をアップしていくこと等が決定しました。 

 

 第 8回の部会の報告は以上です。平成 24年度も環境部会を宜しくお願い致し

ます。 

 



2012-02-03 16:21:16  

お伊勢さんエコサイクリングツアー試走～海路･陸路で巡る伊勢参りと伊勢のま

ち～  

テーマ：ブログ  

平成 24年 1月 29日に行われました、NPO法人神社みなとまち再生グループと当環

境部会のコラボによる試走の報告です。 

従来から検討しているサイクリングコースに、船参宮イメージして和船「みずき」を組

み合わせた興味深い試みです。 

 

乗船前にみなとまち館を見学、和船船大工の道具等に一同見入っていました。 

 
 

御食神社も見学。 

 
 

乗船光景、いよいよです。 

 

http://ameblo.jp/isekanko-kankyo/entry-11192491906.html
http://ameblo.jp/isekanko-kankyo/entry-11192491906.html
http://ameblo.jp/isekanko-kankyo/theme-10039792480.html


乗船中の船内、並びに「みずき」からの景色 

爽快です。 

 

 

無事に、河崎「川の駅」に到着。 

船頭さん、ありがとうございました。 

 
 

河崎の街並みを散策。 

 
 

おなじみの月夜見宮 やはり外せません。 

 



 

岩淵の光明寺 画像は「光明寺の一つ鐘」 

 

 

外宮－内宮間のサイクリングロードルートの検討を兼ねて内宮前に移動。 

宇治橋前で自転車置き場等を確認。 

 

 

中村町の宇治山田神社に到着、少し分かりにくい場所です。 

 

 



皇女の森を通過。 

 

 

徴古館並びに倭姫宮を見学。 

 

 

神社は『車馬乗り入れ禁止』です。自転車は適切な場所へ駐輪しましょう！ 

 

無事戻ってきました。 

みなとまち再生グループの方々、ご協力ありがとうございました。 



 

船参宮とサイクリングコースの融合、並びに外宮－内宮間のサイクリングロードルー

トの検討と、密度の濃い、有意義な一日だったと思います。 

 



2012-02-22 15:54:09  

第９回環境部会の報告  

テーマ：ブログ  

寒さで梅の開花も遅れ気味ですが、 

部会の活動は忙しさを増している感があります。 

当環境部会は、2月 22日に今年度第 9回の部会を開催しました。 

 

参加者 6名で、活発な議論と検討を行いました。 

今回は、かねてから取り組んでいるサイクリングコースの 

Google ＭＡＰ作成が大詰めとなったため、 

完成品をイメージした詳細な取り決めに時間を割きました。 

 

主な内容は以下の通りです。 

1. マップのトップページ検討 

 （１）トップページの名称 

   マップのトップページのタイトルを 

 

 “自転車で巡る お伊勢さんの町『伊勢人が選ぶサイクリングコース』”  

 

 に決定しました。 

また、コースの順番を地域ごとにまとめることとしました。 

①外宮～内宮、②山田⇒⑱玉城のような感じ。 

（２）コース名称・『テーマ及び内容』 

 精通度の高いお二人に案を作ってもらうことになりました。 

  

（３）カルテの内容について店などの固有名詞が出てくるコースがあるため、 

掲載のし方について検討しました。 

一部のコースは、ツアーを想定して作成したもののため、 

今回のサイクリングコースからは外すことにしました。 

他に、メンバーから提出のあった分のカルテの内容についても検討しました。 

（４）地図について 

以前事務局が配布した地図に、各班で試走したルートと 

コンビニの位置を記載することとしました。 

 

（５）マップ作成作業は 3月 13日（火）19：00から、 

環境部会メンバーの方の事務所をお借りして作業することになりました。 
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２. 外宮－内宮間のサイクリングロードルートの検討 

1月 29日に実施した試走結果について報告・検討する予定でしたが、 

時間不足のため、次回以降の検討となりました。 

３. 外宮－内宮間の自転車レーンの提案 

かねてから検討しているこの件も、時間不足・提案者欠席のため、 

次回以降検討となりました。 

 

Google ＭＡＰはいよいよ完成品の作成に取りかかりますが、 

当初予想していた以上の充実した内容のものになると思われます。 

それでは、次回の記事で、また環境部会の活動を報告させて頂きます。 

 



2012-03-29 16:16:25  

第１０回環境部会の報告  

テーマ：ブログ  

当環境部会は、3月 29日に今年度 10回目の部会を開催しました。 

参加者は 5名 

Google ＭＡＰのデータ入力が完了したため、詰めの検討を行いました。 

 

主な内容は以下の通りです。 

 

1. マップ作成について 

（１） マップのトップページのタイトル 

前回の部会でタイトルを 

“自転車で巡る お伊勢さんの町『伊勢人が選ぶサイクリングコース』” 

に決定しましたが、サイクリングコース名称や『テーマ及び内容』と 

並べた時に長くなるため 

“自転車で巡る お伊勢さんの町” 

に短縮しました。 

（２） トップページの内容 

コース一覧（地図画像入り） 

活プロサイクリングコースの説明 

サイクリング 10 カ条 

125社の説明 

『ご意見・ご質問などはブログへコメントください』と勧める 

などを掲載することに決まりました。 

（３） コース名称・『テーマ及び内容』、コース№を決定しました。 

（４） カルテの取り扱い 

『とっておきの話など』はマップには入れないことにしました。 

カルテは事務局で地図をスキャンし、カルテと合体した上で、メンバーみんなで保管することになりました。 

（５） 今後の流れ 

マップデータにタイトル・コース名称・テーマ及び内容を入力する。 

⇒次回環境部会でマップ内容の最終確認 

⇒トップページ作成 

⇒公開 

公開は早くても 5月になりそうです。 

（６） その他 

作成中のマップには、神社仏閣以外の立ち寄り先情報はあまり入れていません。 
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今からでも追加できないかという意見が出ましたが、 

追加しようとするとカルテ・マップデータともに作り直しになるため、 

今の形のままで公開にもっていくこととで決定しました。 

 

２. 外宮－内宮間のサイクリングロードルートの検討 

1月 29日に実施した試走結果を参考に、 

外宮－内宮間サイクリングルートを御幸道路往復するルートで決定しました。 

また、このルートをサイクリングコース№1にすることで決定しました。 

このルートには基本的に立ち寄り先はありませんので、 

マップに掲載するとなると、走行中の景色の写真や走行時の注意点を 

まとめたカルテを作成する必要があるということになりました。 

カルテ・マップの作成担当者は次回の環境部会で決めることになりました。 

 

３. 外宮－内宮間の自転車レーンの提案 

このテーマには、マップが完成するまでは取り組めそうにないです。 

提案者が欠席ということもあり、次回以降の検討としました。 

 

環境部会に引き続き開催された活プロ環境部会で、 

出席者にマップのデモ画面を見ていただきました。 

とても好評でした。 

 

次回環境部会は 4月 20日（金）19：00からの予定です。 

それでは、また次回の記事で環境部会の活動を報告させて頂きます。 

 

 



2012-04-30 16:11:24  

4月 20日 平成 24年度第一回環境部会の報告  

テーマ：ブログ  

気候も暖かくなり、観光にも適した季節になってきましたが、いかがお過ごし

でしょうか。 

  

当環境部会は、4月 20日に平成 24年度第 1回の部会を開催し、活発な議論と

検討を行いました。 

参加者は 8名。 

今回は、サイクリングコースの Google ＭＡＰが完成しつつある点を踏まえ、

その活用方法と、従来から進めている外宮－内宮間のサイクリングロードルー

トの検討が中心となりました。主な内容は、以下の通りです。 

  

1 Google ＭＡＰでのマップ作成について 

出席者全員で分担し、マップの内容を細かく確認しました。 

マップの活用方法については、人を集めるとなると旅行業の問題があるため、

ひとまずセーラビリティ伊勢のメンバーなど『同好の士』が集うという形や、

活プロとジョイントという形での活用を目指すことになりました。 

先々はガイドをつけの実施や、旅館の宿泊客がレンタサイクルでコースを回

れるようにするなどの展望も確認しました。 

マップの活用には、レンタサイクルの乗り捨てを可能にする必要があること

などの課題も確認しました。 

マップは完成に近づいていますが、労作を生かすために、完成後も検討する

ことは多そうです。少しでも多くの人に活用してもらえることを期待します。 

  

2 外宮－内宮間のサイクリングロードルートの検討 

外宮－内宮ルートは、マップのコース№01として組み入れることにしました。

分かりやすさを優先するため、往復ともに御幸道路としました。 

もともとスポットの多い区間ですので、こちらもかなり充実したものが出来

上がる予定です。 

  

3 外宮－内宮間の自転車レーンの提案 

外宮～内宮間を自転車で安全に走れるようにとの思いから自転車レーンの

設置を検討してきました。しかし、マップ作成の過程で、現状の歩道でも安全
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に通行できることが確認できたため、急ぎ検討する必要性は薄れたとの意見が

ありました。継続して検討していくテーマになりそうです。 

時間はかかりますが、少しずつでも改善されていけばと思います。 

  

次回の環境部会は、5月 21日（月）19：00～21：00、会場は市役所東庁舎 5-1

会議室となります。 

それでは、次回の記事で、また環境部会の活動を報告させて頂きます。 

  

 



2012-05-30 15:02:07  

5月 21日 平成 24年度第二回環境部会の報告  

テーマ：ブログ  

梅雨時も近づき、夏の観光行事の準備の話も聞かれ始めるようになりましたが、

いかがお過ごしでしょうか。 

  

当環境部会は、5月 21日に平成 24年度第 2回の部会を開催し、活発な議論と

検討を行いました（参加者は 6名）。 

今回は、完成の近づいている『自転車で巡るお伊勢さんのまち』サイクリング

コースのトップページの検討と、マップ完成記念行事に関する検討が中心とな

りました。 

  

１ 『自転車で巡るお伊勢さんのまち』サイクリングコースのトップページ検討・

確認 

環境部会メンバーがトップページ案を作成しました。 

トップページは簡潔にまとめた上で、環境部会の関わりを明確にするため「エコ

な観光地を目指してコースを作成しました」と書き加えることに決まりました。 

完成イメージが、より明確になってきました。 

公表の日が本当に楽しみです。 

  

２ 『自転車で巡るお伊勢さんのまち』サイクリングコースマップの活用 

単に「マップが完成しました」と言うより、「マップの完成を記念して○○し

ます」と言った方が、アピール力が高まるため、何らかの行事の実施を検討す

ることになりました。 

  

行事開催は 7月 8日を目標とすることにしました。 

それまでに、内容の詰め・チラシ作成・呼びかけ・情報提供などが必要になり

ます。次回環境部会で全て決定することになりました。 

  

他の意見として 

・ 「○○と走る」というインパクトを持たせてはどうか。 

・ 環境部会メンバーが、マップのデモンストレーションとして走るだけでも良

い。 

・ 人が多すぎると収拾がつかない。身内プラスアルファ程度が良いだろう。 
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・ 旅行業法の関係で、イベントやツアーではなく、「呼びかけ」という形にな

る。 

・ コースは外宮～内宮が有力か。その際、外宮、内宮を参拝するか？ 

・ この時期はイベントが多く、スタッフを集めにくい。 

 などの意見が出ました。 

  

次回の環境部会は、少し早目の 6月 12日（火）19：00～21：00となります。 

まだまだやることは多いですが、完成記念行事の成功に向けて、メンバーはも

うひと踏ん張りというところです。 

次回の記事で、また環境部会の活動を報告させて頂きます。 

 



2012-06-15 14:04:03  

第３回環境部会の報告  

テーマ：ブログ  

梅雨時になり、あいにくな天候が続いていますが、来るべき夏の観光シーズン

に備え、 

当環境部会の活動も引き続き活発になっています。 

  

当部会は、6月 12日に平成 24年度第 3回の部会を開催し、議論と検討を行い

ました（参加者は 9名）。 

今回は、7月 8日に開催予定のマップ完成記念行事に関する検討が中心となり

ました。 

主な内容は以下の通りです。 

  

１ 『自転車で巡るお伊勢さんのまち』サイクリングコースのトップページについ

て 

ほぼ完成し、見られる状態になったので、各自確認することとしました。 

観光協会のホームページにリンクを張ってもらうことについて、観光協会情報発

信部会の会議で了解が得られました。 

  

 間もなく、閲覧可能になります。伊勢観光活性化プロジェクト会議ホームページ

からもアクセス可能ですので、是非ご覧になって下さい。 

  

２ マップ完成記念行事について 

① 日程・スケジュール等 

日程：7月 8日（日）（予備日 7月 29日（日）） 

安全第一なので、雨天時はもちろん少雨で地面が濡れている場合も延期

とする。 

行程： 9：30観光協会前集合～外宮参拝～出発（10時頃）～内宮参拝～昼食

～立寄り先 2ヶ所程度～観光協会前（15時頃） 

立寄り先：当日、参加者に選んでもらい決定する。 

昼食場所：予約はしない。 

マップ：スマートフォン利用者には、アドレスを伝える。スマートフォンを利

用しない方にはマップのトップページを印刷して配る。 

② 呼びかけ先 

デモンストレーションが趣旨のため、一般募集はしない。 
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保険の関係で、参加者が 20名を超える必要がある。 

活プロメンバー、観光協会青年部、セーラビリティ、神社みなとまち再生グル

ープに参加を呼びかける。 

河崎で早朝サイクリングをしている人達にも打診する。（125社を巡っている

らしい） 

各団体に声かけした人が確実に把握する。 

③ 役割分担 

チラシ作成、当日の仕切り、ガイド役などを決めました。他の環境部会員は、

安全確保のため、他の参加者に目配りすることとしました。 

  

  

具体的なイメージが見えてきました。後はイベントの成功を祈るだけです。 

  

次回の環境部会は、マップ完成行事後の 7月 11日（水）19：00～21：00となり

ます。 

次回の記事で、また環境部会の活動を報告させて頂きます。 

 



2012-06-28 16:58:39  

『自転車で巡るお伊勢さんのまち』プレスリリース  

テーマ：ブログ  

今日、スマホで見れるサイクリングマップ『自転車で巡るお伊勢さんのまち』の完成と、 

完成記念サイクリングについてプレスリリースし、数社の新聞社に取材をしていただきました。 

 

 

記者さんの撮影に応じている風景。 

 

スマホだけに画面が小さく、記者さんも撮影に苦労されているようでした。 

近々どこかの紙面に載るかもしれませんね。 
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2012-07-13 11:21:04  

第４回環境部会の報告  

テーマ：ブログ  

梅雨が明けてから、急に暑さも増し、すっかり夏らしくなりました。お仕事や

観光の際には、是非熱中症等に気を付けて下さい。 

  

当部会は、7月 11日に平成 24年度第 4回の部会を開催し、やや参加人数は少

なかったものの（5名）従来通り活発な議論と検討を行いました。 

今回は、7月 8日に予定通り行われた『自転車で巡るお伊勢さんのまち』サイ

クリングコースの完成記念イベントの報告・反省と今後のマップ活用方法の話

が中心となりました。具体的な内容は以下の通りです。 

  

1 『自転車で巡るお伊勢さんのまち』サイクリングコース 

（1）マップ完成記念行事の報告・反省 

意見として、以下のようなものが出されました。 

① 御幸道路の歩道は、一部狭いところもあるが、十分安全に走行できる。 

② 外宮～内宮間は自転車で十分移動できる距離。 

③ 参加者集めに苦労した。 

④ 行き先をあらかじめ決めておいたほうが良い。 

⑤ 施設に入っても良かったかもしれない。 

⑥ ご参加頂いた河崎の『朝のサイクリング愛好会』の人達は 125社を回って

いる。今後こういった人達にコースを活用してもらいたい。 

⑦ 観光協会のレンタサイクルがそれなりに稼動しているなら、使ってもらえ

るのでは？ 

いずれも、実践・実走を行った人ならではの、非常に臨場感のある意見ではない

かと思われます。今後の改善に役立てていきます。 

  

（2）今後のマップの活用方法 

① この成果を実際の事業に繋げる 

・ 活プロから会社が立ち上がっていれば可能だったかもしれないが、現在の

活プロでは難しく、事業化するなら、既存の組織・団体と手を結ぶ必要が

ある。 

② 今後も今回のような行事を開催するのか 

・ 手を上げる人がいるなら、開催されるかもしれないが、事務局の役割を誰

かが担っていかないと、後へ続かない。 
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③ その他 

・ 観光協会でレンタサイクルとセットでＰＲしてもらう。 

・ 観光協会のホームページのレンタサイクルのページ及びコース紹介のペー

ジにリンクボタンを貼ってもらうことになった。 

・ ○○サイクリング協会や伊勢自転車組合などのホームページにリンクをお

願いできないか？⇒環境部会メンバーで対象となるホームページを探し、

依頼していく。 

・ マップのサイクリングページから活プロホームページに戻れるようにでき

ないか？⇒ウェブ制作が本業の活プロメンバーにボランティアでマップペ

ージを作ってもらった。かなり時間を割いてもらったので、これ以上頼め

ない。 

善意のボランティア故の難しい問題として、課題はありそうです。 

  

（3）その他自転車関係 

意見として、以下のようなものが出されました。 

① ホテルや旅館にパンフレットを置けないか？⇒現状では、それらの施設に

はレンタサイクルが整備されていない。 

② レンタサイクルがある旅館もあるのでは？⇒観光協会のレンタサイクルの

紹介で良い。 

③ 観光協会のレンタサイクルは、市外まで乗っていくことは可能か？⇒保険

の関係で無理かもしれない。 

④ 気軽に足を止めて好きなところに立ち寄れるのが自転車の良いところ。移

動手段としての自転車をアピールしていくのも良いのでは？ 

⑤ 観光協会のレンタサイクルを乗り捨てできる仕組みを作る必要がある。 

検討課題はまだまだありそうですが、少しずつ前進していければと思います。 

  

2 その他 

サイクルトレインやマップの電子化など具体的な取り組みが続いたため、事務

局が部会の運営を仕切っていたが、ひと段落したため、本来の形に戻す。 

  

次回の環境部会は、8月 20日（月）19：00～21：00となります。 

  

それでは、次回の記事で、また環境部会の活動を報告させて頂きます。 
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