平成29年度進行管理・評価シート
明和町歴史的風致維持向上計画（平成２４年６月６日認定）
（最終変更平成３０年３月３０日）
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□法定協議会等におけるコメントシート（様式４）

進捗評価シート

（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度
項目
計画実施に向けた連携体制

平成29年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記
歴史的風致維持向上を図っていくために「明和町歴史的風致維持向上計画庁舎内会議」の設置を行い、
載している
事業担当課間の調整及び庁舎内合意形成を行う。
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
まち整備課、斎宮跡・文化観光課が中心となって事業の進捗管理、評価について協議し、推進している.。
平成29年度は、歴史的風致維持向上をはかるため、事業推進と理解を広めるため、（１）町議会、課長会議での事業の
周知（２）地元自治会、関係団体への事業説明会の実施を行った。

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等
計画策定時
（平成２３年度）
建設課
1人
企画課
1人
斎宮跡課 1人

地元説明会（平成29年5月31日、
9月5日、平成30年3月7日）
【協議内容】
・平成29年度の事業概要
・景観の保全についてほか

平成２４年度
まち整備課
工務係 １人
斎宮跡・文化観光課
文化財係 １人
文化観光係 １人

明和町文化財保護審議会
（平成29年12月28日、平成30年3月26日）
【協議内容】
・指定候補文化財の調査報告について
・平成29年度、平成30年度の文化財
保存活用事業について

明和町歴史的風致維持向上計画
協議会 （平成29年8月28日、
平成30年2月21日）

平成26年度～29年度

まち整備課
工務係
2人
斎宮跡・文化観光
課
文化財係 2人
文化観光係 １人

【協議内容】
・現地視察（事業進捗状況説明）
・明和町歴史的風致維持向上計画
の変更について
・歴史的風致活用国際観光支援事
業について

明和町－1

進捗評価シート

（様式１-２）

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度
項目
都市マスタープランの特定用途制限地域の取組み

平成29年度
現在の状況
■実施済
□実施中
□未着手

計画に記 景観の保全には規制が伴うことから、景観については、この歴史的風致維持向上計画の各事業を推進して
載している いくことで住民意識が芽生え、景観保全の機運の高まりと共に、明和町景観計画の策定や三重県屋外広告
内容
物条例制度の活用を、地域住民と協働して検討していく。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
町全域における特定用途制限地域の指定に向け、 「明和町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する
条例」及び「明和町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則」を平成27年4月1日に公布し、
平成27年10月1日に施行した。
また、重点区域内の景観の規制について風景条例（案）の素案作成に着手した。

進捗状況 ※計画年次との対応
■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
今後は、風景条例（案）の施行に向けて地元説明会を実施し理解を得ていく。

状況を示す写真や資料等

明和町－2

進捗評価シート

（様式１-２）

評価軸②-２
重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度
項目
景観に配慮したサイン計画の取組み

平成29年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

来訪者が斎宮跡を効果的に、かつ、分かりやすく回遊でき、史跡斎宮跡を知っていただけるように、史跡内

計画に記
やその周辺の案内サインや誘導サイン等について、デザインの統一や内容の刷新、また、設置箇所の見直
載している
しや増設を行うなど、再整備を行う際の指針となる(仮称)史跡斎宮跡案内サイン等整備ガイドラインを策定
内容

する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
色彩、デザイン、素材を統一に向けたデザインガイドラインに基づき、案内板や散策道等の整備を実施した。
また、斎宮駅については、企業の協力で駅舎の塗替えも行われた。

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応
■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

引き続き、ガイドラインに基づき事業を進めるとともに、関係機関、企業、地元との説
明会開き周知を図る。

状況を示す写真や資料等

整備後

整備前

【企業協力による斎宮駅舎の景観に配慮した改修】

整備前

整備後

【景観に配慮した電柱・誘導案内板】

明和町－3

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-１
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目
坂本古墳公園整備事業

平成29年度
現在の状況
■実施済
□実施中
□未着手

事業期間 平成25年度～平成29年度
支援事業名町単独事業
計画に記 日本最後の前方後方墳である坂本１号墳のある坂本古墳群を史跡公園として整備する。
載している
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
散水用井戸、電源、散水栓の設置。
公園オープンの平成30年1月20日に地元自治会対象に説明会を実施した。（参加者70人）
地域の歴史遺産として守っていくため、地元自治会の得ながら維持管理する体制が整った。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

坂本古墳公園全景

坂本古墳公園リーフレット

坂本古墳公園オープニング説明会
（平成30年1月21日）参加者70名

明和町－4

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-２
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目
史跡公園（下園東区画広場）整備事業

平成29年度
現在の状況
■実施済
□実施中
□未着手

事業期間 平成25年度～平成29年度
社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業【史跡公園（下園東区画広場）】）

支援事業名

計画に記 既存の公園維持管理施設敷地内を来訪者への案内・交流エリアとして活用するため再整備を行う。この整
載している
備にあたっては、文化庁と協議を行い規模、配置など検討していく。
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
下園東区画整備（排水路 L=371.6ｍ、東屋1棟、シェルター、舗装4,074㎡、植栽等）工事を実施した。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

下園東区画広場全景

明和町－5

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-３
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成29年度
現在の状況

項目
史跡公園（祓戸広場）整備事業

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成２７年度～平成３１年度
支援事業名社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）
計画に記 史跡内を散策する地域住民や来訪者が休憩等をするための多目的広場（憩い空間）を整備する。
載している
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
地元説明会を実施。（平成29年12月26日、参加者11名）（平成30年3月7日、参加者26人）

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

平面図

祓戸広場計画平面図

明和町－6

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-４
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成29年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

幹線排水路等整備事業

事業期間 平成２７年度～平成３２年度
支援事業名町単独事業
計画に記 住宅地（史跡内）から流末河川に至る幹線排水路を改修し、住宅地周辺地域の冠水等の災害を解消する。
載している
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
幹線排水路未整備区間について、関係機関及び地元説明を実施した。（平成29年９月5日 参加者21名）

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応
■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

平成32年度完成に向けて平成30年度から事業実施予定。

計画位置図

地元説明会風景

現況写真

明和町－7

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-５
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目
柳原区画周辺散策道等整備事業

平成29年度
現在の状況
■実施済
□実施中
□未着手

事業期間 平成25年度～平成29年度
社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業【町道坂本・斎宮線散策道、史跡公園（斎宮跡歴史ロマ
支援事業名ン広場）】）
計画に記 来訪者や町民が回遊ルートを利用して史跡内を散策できるよう、散策路等の整備を行う。
載している
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
１．【町道坂本・斎宮線散策道】
用地買収（136.48㎡）歩道（L＝63.5ｍ）の整備を行った。
２．【史跡公園 斎宮跡歴史ロマン広場】
A路線：歩道整備（249ｍ）、園路（80.7ｍ）舗装（970㎡）

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応
■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

【町道坂本・斎宮線散策道】

歩道整備後

歩道整備前

【史跡公園 斎宮跡歴史ロマン広場】Ａ路線

整備後風景

整備前風景

明和町－8

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-６
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目
祓戸散策道整備事業

平成29年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成27年度～平成32年度
支援事業名社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）
計画に記
載している 近鉄漕代駅～神宮橋～史跡内への回遊ルートとして散策道を整備する。
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
幅３ｍの園路整備（620ｍ、カラーコンクリート舗装1,337㎡）を実施。

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応
■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

計画位置図
工事前

コンクリートカラー舗装

明和町－9

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-７
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目
神宮橋整備事業

平成29年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成27年度～平成32年度
支援事業名社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）
計画に記
載している 神宮橋は、木橋をイメージしたものとして整備し、史跡内の散策道かつ生活道路とする。
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
・河川協議及び地元説明会（平成29年12月26日参加者11名、平成30年3月7日、参加者26人）を行った。

進捗状況 ※計画年次との対応
■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
今後も詳細について橋の修景など関係部局との調整が必要
状況を示す写真や資料等

位置図

現況写真

イメージ図

明和町－10

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-８
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目
斎宮跡景観形成事業

平成29年度
現在の状況
■実施済
□実施中
□未着手

事業期間 平成25年度～平成29年度
支援事業名社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）
計画に記 史跡内の道路の周囲の景観に配慮した美装化（カラー舗装等）をする。
載している 欄干・ガードレール・カーブミラー・各種標識柱等の色を統一する。
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
・車道のカラー舗装
（町道坂本・斎宮線 198.3ｍ、町道斎王・北野線 401.7m、町道坂本・牛葉線251.8ｍ、町道北野34号線150ｍ）

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

【町道坂本・ 牛葉線】

整備前

整備後

【町道坂本・ 斎宮線】

整備前

整備後

明和町－11

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-９
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

平成29年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

案内標識・サイン整備事業

事業期間 平成25年度～平成32年度
支援事業名社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業【情報板整備】）
計画に記 誘導案内板に関して「（仮称）史跡斎宮跡案内サイン等整備ガイドライン」を作成し、来訪者にわかりやすい
載している
統一したものに改修及び新設する。
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
サインの配置計画に基づいて、解説板（900ｍｍ×1800ｍｍ 4基）、（900ｍｍ×3000ｍｍ 1基）を5基を設置した。

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応
■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

解説板設置
（900ｍｍ×1800ｍｍ）

配置計画

解説板設置
（900ｍｍ×3000ｍｍ）

明和町－12

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-1０
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成29年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

斎宮跡歴史観光講座事業

事業期間 平成25年度～
支援事業名単独事業
計画に記
載している 来訪者や町民（子どもを含む。）を対象にした歴史・文化財・観光についての講座を開催する。
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
１．斎宮をテーマとした発掘現場公開をを平成29年12月18日～平成30年2月16日まで実施。
2．斎宮西脇殿フォーラムを６回開催。（①平成29年7月15日、②8月20日、③9月9日、④11月18
⑤平成30年2月3日、⑥3月24日）

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

発掘調査現場公開チラシ

さいくう西脇殿歴史フォーラム案内チラシ

平成２９年度案内実績

歴史フォーラム実績

フォーラムの様子

明和町－13

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-1１
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

平成29年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

ガイドボランティア育成事業

事業期間 平成25年度～
支援事業名町単独事業
計画に記
載している ガイドボランティアの活動内容の充実のため、講習会の開催や受講終了者の認定制度の創設等を行う。
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
１．毎月末に月例会を実施、反省会、勉強会を行い内容の充実を図った。
進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

案内風景

平成２９年度案内実績

明和町－14

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-1２
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目
まちかど案内所設置事業

平成29年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成25年度～
支援事業名町単独事業
計画に記
来訪者が散策する道路沿いの店舗や民家をまちかど案内所として開設してもらい、パンフレットや散策マッ
載している
プを設置する。
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
店舗などの協力を得て、箇所設置。入り口には目印となるのぼりを立てて、街道マップやパンフレットなどを重点区域内
に８か所設置している。（街道マップ、パンフレットの補充、のぼりの補充）

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

設置風景

設置位置図(8か所）

明和町－15

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-1３
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成29年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

（仮称）斎王群行サミットの開催

事業期間 平成25年度～
支援事業名町単独事業
計画に記 都から斎宮、斎宮から都への斎王が通ったゆかりの市町村とサミットを開催し、斎宮・斎王に関わりのある
載している
市町村がどのように連携して全国にＰＲするか協議する。
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
斎王サミット準備会を亀山市、名張市、明和町の2市１町で準備会を立ち上げた後、具体的には進んでいない。
ただ、先だって、斎宮と関連のある「国指定史跡 久留倍官衙遺跡」と事業連携をおこなうため、昨年、四日市市と連携
協定を締結した。本年は、連携事業として平成29年11月25日（会場：四日市市）、平成30年2月3日（会場：明和町）でシ
ンポジウムを実施した。

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

広域にわたることと、同様のサミット会議があることから、設立の趣旨を明確にするこ
とが必要。県内関係市町へ、主旨の説明会（平成30年3月8日）をした。
今後は、事業計画（案）などを作成し、設立準備会を開催する。

状況を示す写真や資料等
（趣旨）
都から斎宮・伊勢神宮、斎宮から都へ斎王群行が通った市町、或いは斎王にゆかりのある市町とサミットを
開催し、斎王に関わる市町が斎王にまつわる物語や歴史を掘り起こし、連携して全国にＰＲし、地域の活性化
に寄与する。
【関連市町】
県 内：亀山市、津市、松阪市、明和町、伊賀市、名張市
伊勢市、（鈴鹿市）（四日市市）
県 外：京都府：京都市、木津川市、大山崎町
滋賀県：大津市、草津市、栗東市、湖南市、甲賀市
奈良県：宇陀市、奈良市
大阪府：大阪市

シンポジウム（平成30年2月3日 ）
さいくう平安の杜 西脇殿にて

連携事業チラシ

明和町－16

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-1４
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目
史跡活用調査

平成29年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成25年度～平成30年度
支援事業名社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業の効果促進事業）
計画に記
散策回遊コースの新設・誘導案内板の設置場所等を検討し、回遊性の向上についての調査考察及び事
載している
業効果の分析・検証を行う。
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
事業計画で平成25年度、27年度、29年度と2年ごとに実施する計画であったが27年度、29年度は未実施。

進捗状況 ※計画年次との対応
□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
調査と調査の間隔が2年と短いため、間隔を5年として30年度に実施する。

状況を示す写真や資料等

史跡活用方針図

明和町－17

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-15
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成29年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化遺産に関する総合的な情報発信事業

事業期間 平成２６年度～
支援事業名日本遺産魅力発信推進事業、町単費
計画に記 史跡斎宮跡を重点区域の文化遺産として広く一般に情報発信をするため、斎宮跡のＤＶＤの制作やスマート
載している
フォンの文化遺産を活かした観光アプリの開発、パンフレット、散策マップ等を作成する。
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
日本遺産に認定されたことを記念して、情報発信のため、パネル展示や総合解説本、マンガ本、英語版などイベント会
場で配布。
また、乗合バス、電車にラッピングをして多くの人に周知した。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

ラッピング電車

三重テラス（東京）でのパネル展示

ラッピングバス

伊勢志摩サミット記念館での展示

明和町－18

進捗評価シート

（様式１-４）

評価軸④-１
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度
項目
町による文化財指定

計画に記
載している
内容

平成29年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

町内に分布する文化財について、未指定の文化財については、順次、調査・研究を行い、得られた
結果から適切な価値付けを行って、必要に応じて文化財の指定について検討を行っていく。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

町指定候補文化財のうち2件について調査を実施
１．無形文化財候補：お社頭神事（佐田西出自治会）
２．有形文化財候補：曼荼羅（明星転輪寺）
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応
■計画どおり進捗している
今後、歴史的建造物についても調査結果を踏まえ、登録文化財も検討する。
□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

現地調査風景（お社頭神事）

現地調査風景（明星転輪寺）

明和町－19

進捗評価シート

（様式１-４）

評価軸④-２
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度
項目
文化財の防災

計画に記
載している
内容

平成29年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

毎年1月26日の文化財防火デーに合わせ、いつきのみや歴史体験館で松阪地区広域消防組合明
和消防署と連携を図り防災訓練を実施している。今後は、文化財の所有者、管理者、地域住民の
参加を呼びかけ、文化財を中心とした防災、防犯意識の啓発に努める。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
平成30 年1月26日に、文化財防火デーに合わせ、いつきのみや歴史体験館、斎宮平安の杜、いつきのみや
地域交流センターにおいて防火訓練（放水訓練）を実施した。消防用設備の点検や消防署による消火器の取
り扱いの指導も行われた。
進捗状況 ※計画年次との対応
■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

状況を示す写真や資料等

いつきのみや歴史体験館

消防署による消火器の取り扱い指導（さいくう平安の杜）

明和町－20

進捗評価シート

（様式１-４）

評価軸④-３
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度
項目
文化財の保存・活用の普及及び啓発

計画に記
載している
内容

平成29年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

町内各地に点在する史跡をはじめとした文化財等の歴史的資源に対して、町民、来訪者が触れ親
しむ機会を一層創出することで、文化財保護に対する意識の啓発を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

１．企画展「明和町の海と遺跡」を明和町歴史民俗資料館にて平成29年7月22日～8月30日に開催し、遺物等
を公開した。（160名）また、8月5日には、展示説明会（参加者38人）を実施した。
２．解説シートを２種類作成、さいくうあと通信22号～25号を発行
３．戸峯遺跡発掘調査現地説明会を平成29年9月4日～9月8日に実施（見学者113名）
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応
■計画どおり進捗している
来館者数に伸び悩んだ。広報の方法等を工夫し、文化財に興味・関心の薄い
□計画どおり進捗していない 層への取り組みが必要である。
状況を示す写真や資料等

展示チラシ

展示説明会（平成29年8月5日 参加者 38名）

解説シート

明和町－21

進捗評価シート

（様式１-４）

評価軸④-４
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度
項目
文化財の活用と観光振興

平成29年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記
載している 平成25年の伊勢神宮式年遷宮にあわせて、｢内宮、外宮、斎宮｣の３つがセットであることを啓発する。
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
「日本遺産のまち明和町」として観光キャンペーン、イベントに参加し啓発活動を実施。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

うまいもの祭り（モリコロパーク：名古屋）4月30日

関空旅博（大阪）5月29日

日本遺産サミット7月1日、2日
けいはんなオープンイノベーションセンター（京都）

明和町－22

進捗評価シート

（様式１-４）

評価軸④-５
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度
項目

平成29年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

伊勢街道の啓発

計画に記 歴史文化を継承する担い手の育成に関する取組みの推進
載している
各種イベントやシンポジウムの開催時に発表の場や機会を設けたりして活動の活発化を図る。
内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
町内を通る伊勢街道について、「史跡斎宮跡伊勢街道まちづくり会」が伊勢街道ウォークのほか、町民文化祭で伊勢街
道古写真を実施。（1200部）
また、平成２９年度まちづくり月間まちづくり功労者国土交通大臣表彰を受賞

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

伊勢街道古写真展（１１月４日・５日）

平成２９年度まちづくり月間まちづくり功労者
国土交通大臣表彰受賞の知事報告
（平成２９年６月２０日）

伊勢街道交流フォーラムでの発表風景
（１１月１８日）

明和町－23

進捗評価シート

（様式１-５）

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道
評価対象年度
報道等タイトル

年月日

西浦遺跡の漁具初公開 明和で出土品130点余

平成29年度
掲載紙等

H29.8.17

中日新聞

H29.9.5

中日新聞

H29.4.8

中日新聞/夕刊三重/朝日新聞

第190次調査の発掘現場公開 明和町で24日から

H29.7.22

伊勢新聞

遺物発見で感動を 明和 県内外から発掘体験

H29.10.3

中日新聞

二等辺三角形の窯跡 土師器焼成坑新たに32ヵ所 明
和で現場見学会
明和町で日本遺産活用推進協 小学生向け斎宮パンフ
作製

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等
●明和町の文化財に関する記事
・直径２メートル、茅の輪作り 明和町中村の畠田神社で厄除け祈願の「夏越の祓」で(2017.6.20 / 夕刊三重)
・三重の埋蔵文化財 全国最大の土師器生産遺跡 北野遺跡 (2017.6.22 / 毎日新聞)
・害虫払い豊作祈る 明和町蓑村で伝統の虫送り (2017.7.14 / 夕刊三重)
・沿岸部の遺跡に焦点 明和町が夏休み企画展 来月27日までふるさと会館で (2017.7.27 / 夕刊三重)
・ちょうちんなど準備着々 5日に大淀祇園と花火大会 (2017.8.3 / 夕刊三重)
・大淀祇園祭と花火きょう予定通り 荒天中止の場合は順延 (2017.8.5 / 夕刊三重)
・明和 大淀祇園祭と花火大会 (2017.8.6 / 中日新聞)
・海上渡御の熱気に歓声 大淀祇園祭と花火、3万人来場 (2017.8.7 / 夕刊三重)
・23日明和で安全祈祷相撲 約400年続く行事 陽壱珠院 (2017.8.12 / 伊勢志摩ホームニュース)
・西浦遺跡の漁具初公開 明和で出土品130点余 (2017.8.17 / 中日新聞)
・相撲で霊弔い安全祈願 明和の男児が伝統行事 (2017.8.17 / 中日新聞)
・新たに焼成坑跡30基 明和町は県内最大拠点 奈良時代、土師器を生産 珍しい二等辺三角形の穴
池村の戸峯B遺跡4～8日に現場説明会(2017.9.2 / 夕刊三重)
・二等辺三角形の窯跡 土師器焼成坑新たに32ヵ所 明和で現場見学会 (2017.9.5 / 中日新聞)
・旧県立博物館の紛失12点未発見 明和の自治会と和解成立 (2017.11.18 / 朝日新聞)
・紛失した文化財、県が賠償 明和町から出土獣形鏡など12点 上村自治会と107万円で和解
(2017.11.18 / 夕刊三重)
・伊勢街道ものがたりウォークラリー (2017.11.30 / 中日新聞)
・狛犬 (2018.1.1 / 夕刊三重)
●日本遺産に関する記事
・日本遺産知って 小中生向けパンフ作る （2017.4.8/中日新聞）
・明和町で日本遺産活用推進協 小学生向け斎宮パンフ作製 (2017.4.8 / 伊勢新聞)
・斎王、より親しみやすく 小中学生向けにパンフ制作 (2017.4.15 / 夕刊三重)
・斎王の物語漫画に 小中学生向け 配布 (2017.4.18 / 朝日新聞)
・日本遺産斎宮 看板で分かりやすく史跡など12か所に設置 (2017.4.20 / 夕刊三重)
・日本遺産 文化財をひとつのストーリーでアピール (2017.7.23 / 中日新聞)
・日本遺産をよりメジャーに 観光で勝負できる明和 室岡伸英（２７） (2017.7.22 / 夕刊みえ)
・新米奉納、収穫に感謝 明和町根倉発祥地で カケチカラ会が奉納奉告祭 (2017.9.26/ 夕刊三重)
・日本遺産の町と地元 ( 2018.1.15 / 夕刊三重)
●史跡斎宮跡発掘調査に関する記事
・第190次調査の発掘現場公開 明和町で24日から (2017.7.22 / 伊勢新聞)
・初期の研究で重要地点 斎宮歴史博物館 史跡第190次調査現場を公開中 (2017.7.27 /夕刊三重)
・役所、神殿遺構発掘へ 国史跡斎宮跡で調査 (2017.8.11 / 中日新聞)
・遺物発見で感動を 明和 県内外から発掘体験 (2017.10.3 / 中日新聞)
・山茶わん出土など喜ぶ 斎宮歴博 一日発掘体験に14人参加 (2017.10.10 / 夕刊三重)
・明和町・斎宮歴史博物館初期斎宮の実態解明目指す 発掘現場を公開 (2018.1.10 / 伊勢新聞)
・飛鳥時代の遺構、公開発掘 来月26日まで
斎宮歴史博物館最初の斎王過ごす中心地、第192次現場で (2018.1.18 / 夕刊三重)
・佳境に入る発掘調査 (2018.2.1 / 夕刊三重)
・古墳－飛鳥時代の建物跡発見 17日に現地説明会 明和町の斎宮歴史博 (2018.2.14 / 伊勢新聞)
・17日に現地説明会 斎宮歴史博物館史跡第192次発掘調査 (2018.2.16 / 夕刊三重)
・竪穴建物跡発掘 斎宮跡で説明会 あす、明和 (2018.2.16 / 読売新聞)

明和町－24

評価軸⑤-２
効果・影響等に関する報道
評価対象年度

平成29年度

報道等タイトル

年月日

掲載紙等

・斎宮跡 広場や歩廊整備 明和町民らの交流拠点に 30日
から新たに使用OK

H29.9.27

中日新聞

地域振興で意見交換 明和町でサミット 「歴まちカード」誕生

H29.10.19

朝日新聞/夕刊三重/中日新聞

史跡公園オープン 明和の坂本古墳群

H30.1.21

伊勢新聞/夕刊三重/中日新聞/毎日
新聞/産経新聞

仏像修復など匠の技学ぶ 文化庁、明和町「平安の杜」など
で 体験フェアに8400人来場

H29.10.2

夕刊三重

斎王群行を再現 みやびな姿、見物客楽しむ

H29.6.5

中日新聞/夕刊三重/朝日新聞/伊勢
新聞/毎日新聞

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等
●歴まち事業、歴まちサミット
・墳丘の公園が完成 坂本古墳群明和に復元（2017.9.15 / 中日新聞)
・まちづくりサミット来月18日、明和町で開催 中部地方12市町参加 (2017.9.21 / 夕刊三重)
・斎宮跡 広場や歩廊整備 明和町民らの交流拠点に 30日から新たに使用OK (2017.9.27 / 中日新聞)
・公園２ヶ所、年内完成へ 坂本古墳群を復元史跡公園整備終える (2017.9.28 / 夕刊三重)
・カードに歴史香る風景 東海4県12市町分発行 (2017.10.19 朝日新聞)
・歴史資産の継承語る 明和 4県12市町「サミット」(2017.10.19 / 中日新聞)
・地域振興で意見交換 明和町でサミット 「歴まちカード」誕生 (2017.10.19 / 伊勢新聞)
・外国人への観光など強化 まちづくりサミット 明和町で初開催 中部12市町、取り組み話す
(2017.10.19 / 夕刊三重)
・歴史まちづくり 明和でサミット (2017.10.20 / 読売新聞)
・「歴まちカード」無料配布 斎宮跡の歴史に触れる記念に明和町1万5000枚発行 (2017.11.26 / 中日新聞)
・坂本古墳群の史跡整備 明和町、20日に報告会 史跡公園オープン記念 (2018.1.6 / 夕刊三重)
・史跡公園オープン 明和の坂本古墳群（2018.1.21 / 毎日新聞)
・明和・坂本古墳群 史跡公園オープン 3基の墳丘を復元 (2018.1.21 / 中日新聞)
・明和・坂本古墳群 史跡公園に オープン記念報告会開く調査員が被葬者像解説 (2018.1.21 / 産経新聞)
・坂本古墳群を史跡公園に 明和町が整備 全国最後の前方後方墳 オープン記念報告会に70人
(2018.1.21 / 伊勢新聞)
・明和町の坂本古墳群 史跡公園完成を祝う オープン記念整備報告会に50人 (2018.1.22 / 夕刊三重)
・坂本古墳群 (2018.1.25 / 中日新聞)
●匠の技フェア
・仏像修復など匠の技学ぶ 文化庁、明和町「平安の杜」などで 体験フェアに8400人来場 (2017.10.2 / 夕刊三重)
●斎王まつりに関する記事
・「斎王まつり」ヒロインPR (2017.5.25 / 中日新聞)
・「斎王まつり広めたい」斎王役の中前さんらが鈴木知事を表敬訪問 (2017.5.26 / 夕刊みえ)
・第35回 斎王まつり (2017.6.2 / 夕刊みえ)
・斎王群行 優雅に (2017.6.5 / 朝日新聞)
・あでやか斎王群行 (2017年6月5日 / 中日新聞)
・斎王群行を再現 みやびな姿、見物客楽しむ (2017.6.5 / 伊勢新聞)
・コース変え、「禊の儀」復活 華やかに斎王まつり見物客3万人でにぎわう (2017.6.5 / 夕刊三重)
・あでやかな時代絵巻随所に 群行に行楽客から歓声 (2017.6.5 / 毎日新聞)
・斎王役に津の中保さん 明和 6月のまつりへ選考会 (2018.3.12 / 中日新聞)
・第34代斎王役に中保さん（津市公務員）まつり実行委で決まる「魅力余すことなく伝えたい」 (2018.3.12 / 夕刊みえ)
・斎王役に津市の中保さん 明和町 6月の斎王まつり配役選考 (2018.3.12 / 伊勢新聞)
・「余さず魅力伝える」「斎王まつり」の斎王役 中保友里さん（26）津市 (2018.3.14 / 伊勢新聞)

明和町－25

評価軸⑤-３
効果・影響等に関する報道
評価対象年度
報道等タイトル

年月日

JIMOキャラ総選挙 こにゅうどうくん初栄冠 めい姫6位、しま
こさん7位に
戦略的な観光PRを DMO法人立ち上げへ 明和町が研修会
開く
ようこそ外国人大学生 明和町民宅にホームステイ 地元食
材の夕食堪能し交流
奈良～平安の古代衣装完成
洋裁同好会手作り タイム
スリップして町歩き 明和町観光の目玉に
伊勢街道まちづくり会 国交大臣賞を受賞 明和町の地域
住民県、町と連携し活動 10年間の町おこし評価

平成29年度
掲載紙等

H29.7.10

中日新聞

H29.10.14

夕刊三重

H30.2.5

中日新聞

H29.4.27

夕刊三重

H29.5.31

中日新聞

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等
●明和町観光PRに関する記事
・いつきのみや歴史体験館に 情報システム・J・T 葱華輦の御幌を寄贈 (2017.5.25 / 中日新聞)
・いつきのみや体験館に葱華輦の内幕など寄贈 駅部田町の竹本さん（ソフトウエア会社） (2017.5.26 / 夕刊三重)
・心奪うハナショウブ 明和町花上品に6000株が咲き誇る 斎宮跡で見頃 (2017.6.15 / 中日新聞)
・めい姫 Tシャツやバッグに (2017.7..1 / 中日新聞)
・JIMOキャラ総選挙８位以下の順位発表！！(2017.7.2 / 中日新聞)
・JIMOキャラ総選挙 こにゅうどうくん初栄冠 めい姫6位、しまこさん7位に (2017.7.10 / 中日新聞)
・「酒まんじゅう」めい姫PR 明和に常時販売店 (2017.9.2 / 中日新聞)
・戦略的な観光PRを DMO法人立ち上げへ 明和町が研修会開く (2017.10.14 / 夕刊三重)
・「結びの皇女酢」新発売 斎宮栽培の黒米漬け込む (2017.12.6 / 伊勢新聞)
・斎宮黒米で健康飲料酢 明和町振興連協 特産品開発し発売へ (2017.12.6 / 中日新聞)
・黒米 黒酢に漬け込む 明和で「皇女酢」発売 (2017.12.21 / 読売新聞)
・初日の出に幸願い 明和、伊賀でイベント (2018.1.3 / 中日新聞)
・「めい姫」はり絵 高齢者20人制作 明和町に寄贈 (2018.1.11 / 読売新聞)
・息合わせ、大だこ揚げる 明和町斎宮の北野凧（たこ）の会 新春の祭に500人来場 (20181.15 / 夕刊三重)
・「めい姫」はり絵を寄贈 高齢者20人の合作 明和町佐田いなほの里 (2018.1.27 / 伊勢志摩ホームニュース)
・日本の食文化など堪能 イタリア食科学大学15人がホームステイ 明和町内の家庭で交流 (2018.2.5 / 夕刊三重)
・ようこそ外国人大学生 明和町民宅にホームステイ 地元食材の夕食堪能し交流 (2018.2.6 / 中日新聞)
●史跡斎宮跡の活用に関する記事
・奈良～平安の古代衣装完成
洋裁同好会手作り タイムスリップして町歩き 明和町観光の目玉に (2017.4.27 / 夕刊三重)
・学生発案 明和町観光パンフ 皇學館大と町「斎宮跡」の歴史紹介 (2017.5.2 / 読売新聞)
・スマホ用解説アプリ 斎宮歴史博物館が開発 (2017.5.30 / 中日新聞)
・伊勢街道まちづくり会 国交大臣賞を受賞
明和町の地域住民県、町と連携し活動 10年間の町おこし評価 (2017.5.31 / 夕刊みえ)
・観光振興実った努力 明和の地域おこし団体 きょう国交大臣表彰 (2017.6.16 / 中日新聞)
・旧伊勢街道振興で大臣賞 明和町の団体、知事に報告 (2017.6.21 / 伊勢新聞)
・明和の斎宮跡まちづくり会 国交大臣表彰を報告 (2017.6.21 / 中日新聞)
・古代装束着て散策を 明和町地域交流センター 夫婦一組が初体験 (2017.6.27 / 夕刊三重)
・古代装束で日本遺産散策 明和町斎宮周辺 (2017.6.24 / 伊勢志摩ホームニュース)
・「きれいだが、暗い」の声も…
斎宮の復元建物3棟ライトアップ 明和町、様子確認し検討の方針 (2018.2.2 / 夕刊三重)

明和町－26

進捗評価シート

（様式１-５）

評価軸⑤-4
効果・影響等に関する報道
評価対象年度
報道等タイトル

年月日

平成29年度
掲載紙等

明和で初全日本シニアかるた 札取り合い「バン！」

H29.5.22

中日新聞

斎宮で平安貴族ファッション展 22日から、自由研究にも

H29.7.16

伊勢新聞

新年の幸を祈る 平安の宮中文化 追儺のまつり

H29.12.24

中日新聞/毎日新聞/読売新聞/
伊勢新聞

斎宮跡を一望 明和で親子ら熱気球を体験

H30.3.4

中日新聞

菜の花畑 一面春色 明和・斎宮跡で見頃

H30.3.15

中日新聞

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等
●斎宮跡の紹介・催し・イベントに関する記事
・全国2例目、競技かるた 斎宮のまち13人初練習 明和町スポ少として発足 (2017.4.10 / 夕刊三重)
・明和で初全日本シニアかるた 札取り合い「バン！」 (2017.5.22 / 中日新聞)
・シニアかるた愛好家競う 札めがけ畳たたく音 (2017.5.23 / 読売新聞)
・緑釉陶器5点を展示 斎宮博物館で6日から (2017.6.3 / 伊勢新聞)
・高級白磁など初披露 歴史博物館 発掘調査の速報展 (2017.7.1 / 中日新聞)
・緑釉陶器の色合い感じて国重要文化財5点も展示 (2017.7.1 / 中日新聞)
・調金技術で地域に一役 明和町斎宮の西脇殿で 宇田さん（呉竹倶楽部）手作り文鎮が好評 (2017.7.6 / 夕刊三重)
・宝塚1号墳は重要遺跡 明和町の斎宮歴史博物館で「斎宮イブニング講座」に45人参加 (2017.7.15 / 夕刊三重)
・斎宮で平安貴族ファッション展 22日から、自由研究にも (2017.7.16 / 伊勢新聞)
・貴族のセンス分かる 企画展で十二単の衣裳など30点 斎宮歴博来月31日まで (2017.7.24 / 夕刊三重)
・華麗な十二単や直衣を間近で 斎宮歴史博物館で平安の衣裳展 (2017.7.29 / 中日新聞)
・「雅な箱庭」テーマに 来月27日に体験講座 いつきのみや歴史体験館 (2017.7.29 / 夕刊三重)
・部分月食、台風のあと雲の切れ間から 三重県「さいくう平安の杜」上空 で(2017.8.8 /伊勢志摩経済新聞)
・王朝人の衣裳や斎宮音楽の話も 明和町で20日フォーラム (2017.8.11 / 伊勢新聞)
・十二単や雅楽テーマ西脇殿でフォーラム 20日、斎宮歴博で (2017.8.12 / 夕刊三重)
・「合わせ貝」に絵描く 親子ら体験講座楽しむ（2017.8.13日 中日新聞）
・鮮やか平安コレクション 斎宮歴史博物館で企画展 (2017.8.17 / 朝日新聞)
・「重陽の節句」を再現 いつきのみや歴史体験館13日まで菊合わせなど紹介 (2017.9.2 / 夕刊三重)
・平安貴族の秋風情味わう 明和「菊の節句」ちなんだ展示 (2017.9.3 / 中日新聞)
・七変化竹の魅力発信 竹茗舎 (2017.9.15 / 中日新聞)
・かるた大会絶好の地 (2017.9.20 / 夕刊三重)
・斎宮の月見再現 明和 (2017.10.1 / 中日新聞)
・斎宮跡から望むと朝熊ヶ岳に日の出 冬至、斎宮以前からの聖 地 (2017.12.22 / 伊勢新聞)
・「鬼」に弓矢放ち邪気払う 明和で「追儺のまつり 」(2017.12.24 / 中日新聞)
・新年の幸を祈る 平安の宮中文化 追儺のまつり (2017.12.24日 毎日新聞)
・「なやろう」で災厄払う 「追儺のまつり」 (2017..2.25 / 読売新聞)
・冬至日の出方位と関連か 伊勢神宮や斎宮の立地 (2018.1.1 / 伊勢新聞)
・久留倍官衙なぜ東向き 明和・斎宮跡で「斎宮と壬申の乱」シンポ 日本書紀記述に着目し議論
(2018.2.4 / 産経新聞)
・明和町など共同シンポ 壬申の乱との関わり探る ｢斎宮跡と久留倍官衙遺跡｣テーマに
(2018.2.5 / 夕刊三重)
・斉藤の由来は斎宮頭＋藤原 24日から館蔵品展 (2018.2.17 / 伊勢新聞)
・3日に明和で梅まつり (2018.2.24 / 伊勢志摩ホームニュース)
・斎宮跡を一望 明和で親子ら熱気球を体験 (2018.3.4 / 中日新聞)
・菜の花畑 一面春色 明和・斎宮跡で見頃 (2018.3.15 / 中日新聞)
・100人の赤ちゃんが熱戦 明和町斎宮でハイハイレースなど (2018.3.26 / 夕刊三重)
・関心高い〝斎宮以前〝に焦点 歴博で歴史フォーラムとシンポ (2018.3.27 / 夕刊三重
・いつきのみやの〝春〝ﾌｫﾄｺﾝ 最優秀に井上さん（明和町上村）斎宮跡観光協 (2018.3.28 / 夕刊三重)

明和町－27

進捗評価シート

（様式１-６）

評価軸⑥-1
その他（効果等）
評価対象年度

平成29年度

項目
住民意識の向上
地域の歴史的資源の保全や伝統文化の継承に取り組む各種団体を町内だけでなく、「斎宮」と深
い関わりを持つ伊勢市内（伊勢神宮）の団体を含め、町広報等で紹介したり、各種イベントやシンポ
ジウムの開催時に発表の場や機会を設けたりして活動の活発化を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付
３棟の復元建物を含めた「さいくう平安の杜」が完成したことにより体感の拠点ができ、史跡内を魅力的な回
遊が可能となった。また、平成27年４月２２日の日本遺産の認定を受けたことで知名度の向上につながり、観
光客が増加した。
これらのこともあり、地域住民のボランティア団体「呉竹倶楽部」が結成され、平安の杜の案内及び管理、イ
ベントへの出店、草引き、清掃など行っている。斎宮ガイドボランティアの案内件数も増加し、徐々に住民の歴
史的風致への誇りと関心度が高まってきた。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応
計画に記
載している
内容

■計画の進捗に影響あり
□計画の進捗に影響なし

今後も引き続き、住民が参加でき、意識向上につながる行事を行う。
状況を示す写真や資料等

植栽活動風景

イベント出店風景

清掃活動風景

明和町－28

進捗評価シート

（様式１-６）

評価軸⑥-２
その他（効果等）
評価対象年度
項目
住民意識の向上
状況を示す写真や資料等

こどもわいわいフェスティバル音楽ステージ

子供を中心としたイベントチラシ

いつきのみや観月会
斎王かみしばい（平安の杜西脇殿）

紙芝居を通じての斎宮啓発

斎王かみしばい （梅まつりにて）

明和町－29

平成29年度

進捗評価シート

（様式１-６）

評価軸⑥-３
その他（効果等）
評価対象年度
項目
住民意識の向上
状況を示す写真や資料等

住民による樹木調査

万葉樹木マップ

明和町－30

平成29年度

進捗評価シート

（様式１-６）

評価軸⑥-３
その他（効果等）
評価対象年度

平成29年度

項目
学校教育との連携
計画に記
載している
内容

小学校等の教育の場において、町内の歴史文化に直接触れ、親しむ時間を設けるなどして、次代
を担う人材の育成にも積極的に取り組んでいく。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付

日本遺産の認定を受け、小学生用のマンガによる文化財の解説本を作成し、小学5年生の授業でその本を
使って町内の歴史文化に触れてもらうよう取り組んだ。

進捗状況 ※計画年次との対応
■計画の進捗に影響あり
□計画の進捗に影響なし

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
今後も引き続き、学校と連携を取りながら、歴史文化に触れる機会をつくって
いく。。
状況を示す写真や資料等

体験学習のための教職員研修

小学校訪問浮世絵木版画体験風景

明和町－31

進捗評価シート

（様式１-６）

評価軸⑥-２
その他（効果等）
評価対象年度
項目
住民意識の向上
状況を示す写真や資料等

生活発表会 （斎宮小学校）

小学5年生が作った斎宮跡パンフレット

こども体験発掘調査

明和町－32

平成29年度

法定協議会等におけるコメント

（様式４）

評価対象年度

平成29年度

・法定協議会等におけるコメント
コメントが出された会議等の名称： 明和町歴史的風致維持向上計画協議会
会議等の
開催日時

（第1回）平成29年 8月28日 午後13：30～15：20
（第2回）平成30年 2月21日

（コメントの概要）
議 事 の 内 容 ・平成29年度 事業の進捗状況について（現地視察を含む）
・明和町歴史的風致維持向上計画の変更について
・明和町風景条例策定への取り組みについて
・明和町歴史的風致活用国際観光整備計画について
コ メ ン ト
・条例をつくることは良いこと。できたら歴まちを延長する時に基本計画を作った方がいいとは
思う。今は風景条例でうまく対応してもらえたら。明和町の政策として、史跡があるなしに関わ
らず、景観形成はした方がいい。再度、県と協議を行い、届出が県にきちんとされるように、県
と町の矛盾がないようにしてほしい
・まちかど案内所の整備とあるが、建造物調査をしたが、方向として、登録文化財にして活用
しなど考えてほしい。

明和町歴史的風致維持向上計画協議会（現地視察）
（平成29年8月28日開催）
（今後の対応方針）
・風景条例については、取り組みについて地元、議会に説明したので、引き続き関係団体と協議し、取り組
んで行く平安の杜から交流センターを見たとき、違和感のないよう植栽等でカバーできるよう検討していき
たい。
・歴まち2期計画については、取り組んでいきたいので今後、協議をさせていただきたい。
・歴史的風致形成建造物への指定などの今後取り組んでいきたい。
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