
２０１６年８月３１日 

 

阪急･阪神沿線観光あるき実行委員会 

大阪市此花区 

伊丹市 

西宮観光協会 

東灘観光おもてなし協会 

神戸市中央区 

神戸市兵庫区 

阪急電鉄株式会社 

阪神電気鉄道株式会社 

 

阪急神戸線、阪神本線･なんば線、神戸高速線沿線の６つの自治体等団体と 

阪急電鉄、阪神電気鉄道が協働して、地域の魅力を再発見 

「阪急･阪神沿線観光あるき 2016」を１０月からスタートします 
― ９月４日（日）にＰＲフェアを開催 ― 

 

阪急･阪神沿線観光あるき実行委員会は、阪急神戸線(伊丹線･今津線･甲陽線含)、阪神本線･なん

ば線、神戸高速線沿線でのウォーキングイベントを通じて地域の魅力を再発見する「阪急･阪神沿

線観光あるき 2016」を１０月からスタートします。 

当実行委員会は、６つの自治体等団体と２つの鉄道事業者により構成され、沿線地域の魅力を再

発見するコースを提案するとともに、まちの魅力をよく知る地元ボランティアガイドと散策するツ

アーの募集も行います。また、１０月からスタートするにあたり、沿線のご当地キャラクター等が

登場するＰＲフェアを阪急梅田駅にて開催します。 

 「阪急･阪神沿線観光あるき 2016」の詳細は次のとおりです。 

 

１．ＰＲフェア 

「阪急・阪神沿線観光あるき 2016」のパンフレットを配布するほか、 

ご当地キャラクター等が登場しＰＲをします。 

〇日時：２０１６年９月４日（日）１１時から１６時頃まで 

〇場所：阪急梅田駅１F中央ＷＥＳＴ広場 

〇登場予定のご当地キャラクター等：  

このはちゃん（大阪市此花区）、たみまる・伊丹ローズメイト（伊丹市）、 

みやたん（西宮市）、いしだたみ君（東灘観光おもてなし協会）、ハートン（神戸市兵庫区） 

 

２．「阪急･阪神沿線観光あるき 2016」について 

〇期間：２０１６年１０月～２０１７年５月 

〇主催：阪急・阪神沿線観光あるき実行委員会 

協力：このはな区民学芸員まち案内の会、伊丹市観光物産協会、伊丹市文化財ボランティアの会、

伊丹商店連合会、西宮市、甲東文化財保存会、ツーリズム西宮楽らく探見隊、西宮歴史調

査団、西宮市立郷土資料館、岡本商店街振興組合、灘五郷酒造組合、灘の地酒を飲もう会、

神戸市東灘区、タウンガイド KOBE24、神戸元町商店街連合会、神戸開港１５０年記念事業

実行委員会、ひょうご観光ボランティア、メトロ神戸（新開地タウン）、神戸市灘区 

後援：「べっぴんさん」推進協議会 

＜昨年度の様子＞ 



○参加方法： 

次のいずれかの方法で参加いただくことが可能です。 

自由参加型：ご自身でお好きな時に「観光あるき」をお楽しみいただく方法です。 

  ツアー参加型：ツアーに参加してボランティアガイドの説明を聞くことで、より一層、地域の

魅力を感じていただきながら「観光あるき」をお楽しみいただく方法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇コースとボランティアガイドツアー開催日 

 

対象 

エリア 

コース ボランティアガイドツアー 

名称 距離 順路または見どころ 定員 開催日 

大阪市 

此花区 

安治川隧道 

(あじがわずいどう)

とお地蔵さんを巡る 

コース 

約 4.7km 

阪神千鳥橋駅～八州軒の跡碑～大阪鉄工所跡碑～日

限地藏尊～延命地藏尊と不動明王～安治川隧道～ 

一願地藏尊～火伏地藏尊～西九条公園（梅の公園）

～阪神西九条駅 

20名 2017/03/05 

伊丹市 

伊丹郷町と小西酒

造・富士山蔵を 

たずねるコース 

約 3.2km 

阪急伊丹駅～三軒寺前広場～みやのまえ文化の郷～

有岡城跡～小西酒造 富士山蔵（ボランティアガイド

ツアーでは蔵見学 90分。お酒の試飲や購入もでき、

お土産付きです）～阪急伊丹駅 

25名 2016/10/13 

伊丹市 

伊丹郷町と 

伊丹老松酒造を 

たずねるコース 

約 3.5km 

阪急伊丹駅～猪名野神社～有岡城跡～荒村寺～本泉

寺～墨染寺～みやのまえ文化の郷(ボランティアガ

イドツアーでは、伊丹老松酒造による「日本酒入門

講座」約 30分を実施）～伊丹老松酒造直売所（ボラ

ンティアガイドツアーではお酒の試飲や購入ができ

ます）～阪急伊丹駅 

50名 2017/03/04 

伊丹市 
伊丹緑道・多田街道

を散策コース 
約 5.8km 

阪急伊丹駅～猪名野神社～伊丹緑道～白洲屋敷跡～

辻の碑(多田街道・水車小屋)～緑ケ丘公園～妙宣寺

～みやのまえ文化の郷～阪急伊丹駅 

★要参加費 茶代 500円 

35名 2017/04/22 

伊丹市 
歴史とバラの 

散歩路コース 
約 8.7km 

阪急伊丹駅～旧西国街道～昆陽池公園～鴻池神社～

慈眼寺～鴻池稲荷祠碑～容住寺～天日神社～荒牧バ

ラ公園～阪急山本駅 

 

50名 2017/05/13 

西宮市 

西宮遍路道！ 

甲山八十八ヶ所 

めぐりコース 

約 6.2km 

阪急甲東園駅～関西学院大学～甲山森林公園～神呪

寺～甲山八十八ヶ所～阪急甲陽園駅 

★要参加費 1,500円 

 

30名 2016/11/23 

ボランティアガイドツアーは、開催日が決まっています。事前申込制で原則無料ですが、

一部のツアーは入場料等で有料のものがあります。詳細は、９月６日から駅等に設置予

定※のパンフレットや、９月６日開設予定のホームぺージでご確認ください。

http://www.hankyu.co.jp/area_info/kankouaruki/ 

※阪急電鉄主要駅、阪神電車各駅(東鳴尾駅、洲先駅を除く)、等 

 

http://www.hankyu.co.jp/area_info/kankouaruki/


対象 

エリア 

コース ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ 

名称 距離 順路または見どころ 定員 開催日 

西宮市 

日本酒で乾杯！ 

宮水の歴史と酒蔵

めぐり 日本盛・白

鷹・白鹿をたずねる

コース 

約 3.7km 

阪神西宮駅～宮水発祥の地碑～日本盛酒蔵通り煉瓦

館～白鷹禄水苑～酒ミュージアム～白鹿クラシック

ス～阪神西宮駅 

★要参加費 2,000円 

30名 2016/11/13 

西宮市 

日本酒で乾杯！ 

今津・西宮銘酒めぐ

り 大関・日本盛・

徳若・寳娘を 

呑み歩くコース 

 

約 5.0km 

阪急・阪神今津駅～大関甘辛の関寿庵～日本盛酒蔵

通り煉瓦館～万代大澤醸造（徳若）～大澤本家酒造

（寳娘）～阪神西宮駅 

★要参加費 2,500円 

30名 2017/02/19 

神戸市 

東灘区 

岡本紅葉・梅林 

コース 
約 3.0km 

阪急岡本駅～岡本南公園～岡本梅林公園（保久良梅

林）～保久良神社～阪急岡本駅 
30名 

2016/10/23 

2017/02/26 

2017/05/04 

神戸市 

東灘区 
酒蔵巡りコース 約 7.0km 

阪神石屋川駅～酒蔵エリア（こうべ甲南武庫の郷・

酒心館・白鶴・菊正宗・浜福鶴・櫻正宗等）～住吉

川～阪急岡本駅 

30名 
2016/11/05 

2016/11/27 

神戸市 

中央区 

神戸元町商店街と

メリケンパークめ

ぐりコース 

約 3.5km 

阪神元町駅 ～元町商店街東入口 ～ユーハイム本店 

～ファミリア元町本店 ～本髙砂屋元町本店  ～神

戸凮月堂ミュージアム ～元町映画館 ～亀井堂總本

店 ～ポートタワー ～メリケンパーク ～乙仲通 ～

南京町 ～阪神元町駅 

★要参加費 2,000円 

（お土産・ポートタワー入場料含む） 

20名 

2016/10/08 

2016/10/22 

2016/11/12 

2016/11/26 

2017/01/14 

2017/01/28 

2017/02/11 

2017/02/25 

2017/03/11 

2017/03/25 

 

神戸市 

兵庫区 

福原宮と明治の治

水コース 
約 6.4km 

大倉山公園～荒田八幡神社～清盛像～祇園神社～雪

見御所旧跡～立ヶ畑堰堤（烏原貯水池）～夢野八幡

神社～氷室神社～熊野神社～湊川隧道～湊川公園

（ガイドツアー参加者は、 当日配布するリーフレッ 

ト記載の QRコードを読み込むことで、見どころ等の

解説をスマートフォン等で聞く事が可能。 携帯機器

等については各自用意） 

200名 2016/10/15 

神戸市 

兵庫区 

史跡和田岬砲台と

清盛・西国街道 

コース 

約 4.4km  

和田神社～史跡和田岬砲台（約 40分）～法然上人名

号石～薬仙寺～真光寺～兵庫城跡の石碑～能福寺

（兵庫大仏）～札場の辻跡～来迎寺（築島寺）～七

宮神社～湊口惣門跡の碑 (湊八幡神社)～高速神戸

駅（神戸高速線） 

20名 

2016/11/10 

2016/12/08 

2017/01/12 

2017/02/09 

2017/03/09 



 

３．お客様からのお問い合わせ先 

阪急電鉄 交通ご案内センター ０５７０－０８９－５００ 

（固定電話からは市内通話料金でご利用可能） 

ＰＨＳ・ＩＰ電話等 ０６－６１３３－３４７３ 

（平日９時～２２時、土日祝９時～１９時） 

阪神電車 運輸部営業課     ０６－６４５７－２２２２（平日 ９時～１７時） 

 

 

 

以 上 


