
 

平泉町ウォーキングトレイル 

魅力化計画 概要版 
◆魅力化計画の策定にあたって 

本町が目指す体験・回遊・交流による滞在型観光の振興に資するため、国内外から訪れる観光客に向け

た「平泉ウォーキングトレイル」と「西行桜の森ウォーキングルート」の魅力化と受入環境の整備に向け

て種々の調査を行い、「平泉町ウォーキングトレイル魅力化計画」を策定し、観光客に向けた新たな体験プ

ログラム等の展開・PR や町民も楽しめ、健康づくりにもつながるよう取りまとめたものであります。 

計画をまとめるにあたり、魅力化と受入環境の整備に向け、様々な関係者の方をメンバーとした現地調

査やワークショップを実施し、意見・提案いただくとともに、合意形成を図りながら、基本方針や具体的

な施策等を検討しました。 

◆検討内容 
１）計画策定の目的と趣旨    ２）ウォーキングトレイルの現況と課題 

３）現地調査・聴き取り調査    ４）関係者へのヒアリング 

５）魅力化のための課題整理    ６）魅力化のための方向性 

７）魅力化・受入環境の充実に向けた具体方策  ８）推進方策 

◆検討・計画策定までの流れ  
                

図 検討・計画策定までの流れ 
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「平泉町ウォーキングトレイル魅力化計画」の策定 



◆対象のウォーキングトレイルの概況 
町内の観光形態は、「平泉の文化遺産」のスポット的な通過型観光が主流であり、観光客の町内滞存時間が

課題と考えられています。 

その課題等も踏まえ、平成 30 年 3 月に「平泉町観光振興計画」が改訂され、～町民と観光客が織り成す

持続可能な地域づくり～をキャッチフレーズとして、体験・回遊・交流による滞在型観光を推進するための

具体的な方策を図ろうとしています。 

このような中、町には、「平泉ウォーキングトレイル」と「西行桜の森ウォーキングルート」という回遊性

のある観光資源が存在します。それぞれの概要は以下の通りです。 

（１）平泉ウォーキングトレイル（所管：建設水道課） 
「平泉ウォーキングトレイル」は、中尊寺と毛越寺を山間で結ぶ 3.2 ㎞のトレッキングコースであり、湿

地や植物などの解説、社寺などの逸話や、歴史と紐づけた平泉ならではのウォーキングトレイルの可能性を

秘めています。 

しかし、施設整備後 20 年程度が経過し、経年劣化や環境保全等に課題を有しています。また、訪日外国

人観光客に対する多言語表記のサインや解説、ガイドなどの受入環境も十分とは言えず、その眺望や植物な

どの潜在的な魅力も十分に伝わっていない状況です。 

（２）西行桜の森ウォーキングルート（所管：農林振興課） 
「西行桜の森ウォーキングルート」は、束稲地区に整備された約 3.0km のウォーキングルートであり、

ルート周辺では、自然とのふれあいの場、青少年教育の場、林業体験の場として整備されています。平成

27 年から「束稲山さくらの会」で地域住民とともに桜の植樹を実施しており、オオヤマザクラをはじめ

3,000 本余りの桜やあじさいの名所で、総合計画の施策に「束稲山桜情景復活事業」が位置付けられ、植樹

活動及び支障木伐採等の森林整備が進められています。 

また、ルート上には展望台が複数整備され、中尊寺や毛越寺、須川岳、焼石連峰などが高所から一望で

き、平泉を訪れる国内外観光客にとって潜在的な魅力を有している一方、案内サイン等の受入環境の整備や

植栽等の手入れが行き届いていない現状にあります。 

         
図 対象範囲（出典：地図データ: Google、DigitalGlobe） 



◆魅力化のための課題整理 
現地調査、ヒアリング調査、及び第１回ワークショップの結果を踏まえ、ウォーキングトレイルの魅力化

を図るための課題を整理しました。 

 

表：魅力化のための課題整理 

項目 課題 
全
般
の
課
題 

ハード面 
安全性の向上、休憩及び眺望性の確保をはじめ、案内板の改修や設置などの整

備 

ソフト面 
テーマ性やコンセプトの明確化が必要。その際、利用者層のターゲットの明確

化 

情報発信 町内外ともに存在を知らない人が多いので、効果的なＰＲ 

イベント 
イベント等を実施することによって、２つのウォーキングトレイルの魅力を伝

えると共に、様々な活用を行うことで地域活動の創造の場の創出 

維持管理 利用者の安全対策に十分考慮し、住民及び来訪者を巻き込んだ体制づくり 

共
通
の
課
題 

樹木の伐採 樹木の伐採による環境整備 

看板の設置 

ウォーキングトレイルの全体像がわかる看板の設置 

所要時間、距離表示が記載された看板の設置 

既存の看板の老朽化対策とデザインの統一性 

休憩所や展望台

の整備 
ウォーキングトレイルの途中に休憩場所を整備 

山道・木道整備

利用者が安心して歩くことが出来る山道の整備 

木道の適切な整備（過去の維持管理の状況を踏まえた、適切な補修・維持管理

の検討） 

動物対策 クマ、イノシシ等の動物対策 

事故対策 事故や負傷者の対策 

地
域
別
の
課
題 

 

植栽の実施 植栽の整備による新たな魅力づくり【平泉】 

看板の設置 

分岐点が多く、道に迷わないための整備【西行】 

魅力を伝える看板の設置【平泉・西行】 

距離表示の異なる看板の対応【平泉】 

外国人用看板 外国人対応の看板整備【平泉】 

山道整備 利用者が安心して歩くことが出来る山道の整備【平泉】 

ガイド ガイド同伴により、さらに魅力を伝えるような工夫【平泉・西行】 

イベント イベント等を開催し、来訪者を増やす工夫【平泉・西行】 

情報発信 魅力の情報発信、PR【平泉・西行】 

交通環境 ウォーキングトレイルの交通環境の整備【平泉・西行】 

トイレの改善 － 

木工芸館とキャ

ンプ場 
木工芸館やキャンプ場と絡めた取り組み【西行】 

飲食や物販 － 

維持管理 
町道認定をしていない中尊寺側の管理の所在を明確化【平泉】 

長期的に維持管理をする体制整備【平泉】 

  



◆魅力化のための方向性 

（１）将来像のコンセプト        
●コンセプトの解説 

◆ 平泉の魅力を再発見して頂けるように、安心して楽しめる個性的な２つのウォーキングトレイルとして

のルート整備及び利用案内、維持管理を行うことで、魅力向上を図ることが重要です。 

◆ また、維持管理や活用について管理者と町民が主体的に関わりながら、来訪者（観光客・応援者）を巻

き込んだ事業を行うことで、平泉の新たな魅力に気づいていくことが求められます。 

◆ さらに、イベント等の２つのウォーキングトレイルを活用した事業を行い、地域の資源を有効活用した

持続的な地域づくりへと発展させ、平泉の魅力を高めていくことで、町民と来訪者の愛着が増し、交流

人口の増加につながることも期待できます。  
●２つのウォーキングトレイルの性格付け 

◆ ２つのウォーキングトレイルは、それぞれ異なる性質を持っているため、各性質に即した整備を行って

いく必要があります。  
◆平   泉：これまで知られていた平泉らしさに加え、新たな魅力が感じられる情報発信を行い、

「中尊寺～毛越寺を結ぶ案内コース」の１つとして、観光客を中心に利用してもらう。 

◆西行桜の森：平泉の魅力を町民に再発見して頂くことを主眼に、観光客にも魅力を伝え、町民参加の

環境整備、イベント等での利用促進を図る。       
 

 

 

 

町民が来訪者と共に育み、 

平泉の新たな魅力に気づき、 

価値を創造し続けるウォーキングトレイル 



（２）将来像のコンセプトの背景  
【将来像と基本方針の関連図】                                  
 

 

 

 

 

 

 

●基本方針５（維持管理） 

「適切な維持管理の推進」 

●基本方針２（ソフト面） 

「受入環境を整える」 

●基本方針３（情報発信） 

「町内外への効果的なＰＲ活動」 

●基本方針１（ハード面） 

「危険防止、魅力向上整備」 

●基本方針４（イベント） 

「ターゲットを想定したイベントの実施」 

・老朽化している看板の撤去と新たな看板の設置

（全体、途中、説明など） 

・東家やベンチ等の整備 

・利用者への安全対策を整える（階段や木道、手す

り、展望台ほか） 

・オススメルートや見どころ、眺望ポイントなどの設

定 

・魅力を伝えるガイドの設置と育成 

・各種交通機関と連携した利用しやすい交通網の整備

・各種交通機関の利用及びレンタカー案内などの情報

発信 

・２つのウォーキングトレイルのパンフレットづくり

・インターネット（ホームページやＳＮＳ）を活用し

たＰＲ活動 

・町内外への魅力を伝えるツールの開発 

・健康づくりや自然志向の方をターゲットとしたイベ

ントの実施 

・子供を対象としたイベントの実施 

・植栽の伐採や管理。 

・地域住民と来訪者を巻きこんだ維持管理体制の構築

・関連物品の販売による収入、森林環境税、ふるさと

納税等を活用した維持管理の確保 

・町民が管理やＰＲ等の体制に参画し、

イベントを企画実施する 

・来訪者と一緒に管理を行う企画をする

・２つのルートには町民も知らない資源

があり、その資源を知ってもらう 

・来訪者には、これまでの観光資源以外

のものがあることを知ってもらう 

町民が来訪者 

と共に育む 

平泉の新たな 

魅力に気づく 

価値を創造し 

続ける 

・管理やイベントを企画実施し続けるこ

とにより、２つのルートの魅力を伝え

続ける 

・地域活動や物産と絡めて、新たな活動

が芽生えることを期待する 



◆整備・施策ゾーニング（平泉ウォーキングトレイル） 
 

 

  



◆整備・施策ゾーニング（西行桜の森ウォーキングルート） 
 

 

 



◆主な取組の事業スケジュールと実施主体 
本計画を推進していくため、今後行うべき主な取組の事業スケジュールと実施主体は以下の通りです。  

（１）平泉ウォーキングトレイルでの整備内容・ソフト事業 
施策項目 

実施時期

実施主体 留意事項 前
期 

中
期 

後
期 

１）魅力向上整備、安全対策の実施 

 ①眺望の確保    町、森林組合 支障木の伐採等 

②湿地への植栽    町、中尊寺、ガイドの会、

町民等 
民地による整備 

③ホタルの生息環境の保全    町、土地改良区 － 

④木道と山道の整備    町 中尊寺側の町道指定 

⑤観光案内板の設置    町 法的規制・土地利用規制 

⑥誘導看板の更新・設置    町、木工芸館、森林組合、

町民 

法的規制・土地利用規制 

設置場所の検討 

⑦休憩用のベンチ等の整備【共通】    町、木工芸館、森林組合、

町民 

法的規制・土地利用規制 

設置場所の検討 

２）受入体制の整備による運営 

 
①魅力を伝えるガイドの設置と育成    ボランティアガイド 

中尊寺・毛越寺 
－ 

②動物対策【共通】    町、観光協会 製造方法・販売が可能か 

３）町内外への効果的なＰＲ活動の実施 

 ①普段歩けないルートのＰＲ    町、観光協会、毛越寺 － 

②パンフレットによるPR活動【共通】    町、観光協会 － 

③インターネット（ホームページやＳＮＳ） 

を活用したＰＲ活動（共通）【共通】 
   町、観光協会 

観光関係者すべて 
公式 HPの掲載内容の検討 

④観光拠点・道の駅における情報発信    町 

観光拠点、道の駅 
－ 

⑤ＦＭを活用した情報発信    エフエム岩手 他の組織との連携 

４）利用者層を想定したイベントの実施 

 ①ウォーキングトレイル内でのスマホスタンプラ

リーの実施（観光客向け） 
   町、観光協会 

中尊寺・毛越寺 
企画の検討 

②子供を対象としたイベントの実施 

（幼稚園・保育園・小学校等向け） 
   町、教育委員会、体育関

係 
－ 

③町民参加による木製の標識、案内板等の設置 

（町民向け）【共通】 
   町、木工芸館、森林組合、

町民 

法的規制・土地利用規制 

設置場所の検討 

５）適切な維持管理の推進 

 ①樹木の伐採や管理    町、森林組合 支障木の伐採等 

②維持管理体制の構築・維持管理費の確保【共通】   町、森林組合 予算の確保 

前期：１年以内、中期：２～３年後、後期：４～５年後の実施を想定  



 
  

（２）西行桜の森ウォーキングルートでの整備内容・ソフト事業 
施策項目 

実施時期

実施主体 留意事項 前
期 

中
期 

後
期 

１）魅力向上整備、安全対策の実施 

 ①眺望拠点の屋根設置、床板の改修    町 補修内容の検討 

②観光案内板の設置    町 法的規制・土地利用規制 

③誘導看板・解説板の更新・設置    町、木工芸館、森林組合、

町民 

法的規制・土地利用規制 

設置場所の検討 

④休憩用のベンチ等の整備【共通】    町、木工芸館、森林組合、

町民 

法的規制・土地利用規制 

設置場所の検討 

２）受入体制の整備による運営 

 ①オススメルートや見どころ、眺望ポイントなど

の設定 
   町、観光協会 

観光関係者すべて 
－ 

②魅力を伝えるガイドの設置と育成 
   ボランティアガイド、岩手

県（観光学習交流センタ

ー） 

－ 

③動物対策【共通】    町 設置場所の検討 

④アクセスルートの整備    町、森林組合 － 

⑤利用しやすい交通網の整備・観光案内などの情

報発信 
   町、観光協会、レンタサイ

クル事業者、交通事業者 
交通事業者との調整 

３）町内外への効果的なＰＲ活動の実施 

 ①パンフレットによるＰＲ活動【共通】    町、観光協会 － 

②インターネット（ホームページやＳＮＳ）を活用

したＰＲ活動【共通】 
   町、観光協会 

観光関係者すべて 
公式 HPの掲載内容の検討 

４）利用者層を想定したイベントの実施 

 
①既存のイベントの充実と宣伝強化（町民・観光客

向け） 

   町、観光協会 

ひらいずみ里山倶楽部 

・束稲山桜の会、木工芸館 

既存イベントとの調整 

②町民参加による木製の標識、案内板等の設置（町

民向け）【共通】 
   町、木工芸館、森林組合、

町民 

法的規制・土地利用規制 

設置場所の検討 

③グリーン・ツーリズムの推進（修学旅行・外国人

観光客等向け） 

   町、グリーン・ツーリズム

推進協議会 

世界遺産平泉・一関 DMO 

－ 

④スポーツキャンプの誘致、利用促進（学生向け）   町、観光協会 

大文字キャンプ場 
－ 

⑤健康づくりや自然志向の方をターゲットとした

イベントの実施（ウォーキング利用者向け） 
   町、観光協会 

平泉歩こう会 
－ 

５）適切な維持管理の推進 

 
①樹木の伐採や管理    町、森林組合 

支障木の伐採、国指定史跡で

の整備 

②町民参加による維持管理活動の実施    町、木工芸館、森林組合、

町民 
作業範囲 

③企業と連携した保全体制づくりと活動の実施    町、木工芸館、森林組合、

企業 
対象企業の選定、呼びかけ

④維持管理体制の構築・維持管理費の確保【共通】   町、森林組合 予算の確保 

前期：１年以内、中期：２～３年後、後期：４～５年後の実施を想定 

  



◆事業推進体制の構築 

本魅力化計画を推進していくため、ワークショップメンバーを中心に、２つのウォーキングトレイルの関

係団体や関係者によって推進体制を構築します。そして、役割分担、連携・協働しながら管理・運営・活用

を実施していきます。 

表：推進体制のメンバーと主な役割分担のイメージ 

実施主体 

（関係者） 
構成メンバー 主な役割 

町 

・観光商工課 

・農林振興課 

・建設水道課など 

・パンフレットの作成（現行のパンフレットに追加

等） 

・町ＨＰやＳＮＳでの情報発信 

・事業費及び維持管理費の確保、推進体制の運営、事

業実施の方策推進本部機能 等 

観光協会 
・観光協会の責任者、スタッフな

ど 
・情報発信（観光協会のＨＰやＳＮＳの活用） 

観光・商業事業者 

・浄土の館 

・世界遺産平泉・一関 DMO 

・既存の事業へ２つのウォーキングトレイルを盛り

込み（ＰＲも併せて実施） 

・中尊寺 

・毛越寺 

・主に平泉ウォーキングトレイルの、ＳＮＳでの情報

発信 

・既存イベントとの連携によるウォーキング企画へ

の後援 

・エフエム岩手 ・ＦＭを活用した情報発信 

ガイド 

・古都ひらいずみガイドの会 

・岩手ひらいずみ通訳ガイドの

会 

・平泉メビウスの会 

・岩手県環境学習交流センター 

・ガイドツアーの実施 

・平泉メビウスの会は自然ガイドの育成にも従事 

・岩手県環境学習交流センターはガイドの養成に従

事 

森林関係者 

・一関地方森林組合 

・ひらいずみ里山倶楽部 

・束稲山桜の会 

・一関地方森林組合は２つのウォーキングトレイル

の維持管理 

・ひらいずみ里山倶楽部は主に西行桜の森ウォーキ

ングルートの維持管理や各種事業の実施 

・束稲山桜の会は、桜の植樹やイベント実施の連携 

体育関係 
・平泉体育協会 

・平泉歩こう会 
・健康づくりのためのウォーキング企画の実施 

町民・来訪者 町民・来訪者 

・２つのウォーキングトレイルの利用 

・ウォーキングトレイルを活用したイベントへの参

加（運営への参加含む） 

・維持管理への協力 

・花植え（平泉ウォーキングトレイルの湿地帯への花

植え） 
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