令和元年度 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）
（最終変更令和２年３月１３日）
□進捗評価シート（様式１）
①組織体制（様式１－１）
1 計画実施に向けた連携体制

・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
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・・・・・・・・・・・・・・・・・
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10 斎宮跡景観形成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
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□法定協議会等におけるコメントシート（様式２）

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

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 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、
している内
事業担当課間の調整及び庁舎内合意形成を行う。
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.。
令和元年度は、歴史的風致維持向上事業推進および第2期計画に向けて理解を広めるため、（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。
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
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（令和元年６月4日）
【協議内容】
・令和元年度の事業概要
・事業の進捗状況についてほか

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

明和町歴史的風致維持向上計画協議会
（令和２年１月10日）
【協議内容】
・事業報告について
・第2期歴史的風致維持向上計画について

平成26年度～令和元年
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

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

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 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
している内 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
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）の素案作成および景観行政団体への検討。

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）
昨年度、県との窓口を開設し、県との調整会議を実施の中で、景観行政団体に向けて
の検討することとなり、庁舎内協議中。

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

令和元年度
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

計画に記載 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
している内
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す
容

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。
平成30年度に実施した「史跡活用調査」の結果をもとに必要箇所等の見直し検討中で、2期計画策定に反映させてい
く。

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）
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

【景観に配慮した舗装】

明和町－3

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸②-１
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

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

区画道路（下園・御館道）整備事業

事業期間 平成３１年度～令和２年度
支援事業名 町単独事業
計画に記載
している内 方格地割の道路を整備することで、古代の壮大な区画道路を実感してもらうと共に、安全で快適に散策でき
容
る歩行者の環境が確保されるため、その一部を整備する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
整備地の用地測量、境界確認を行い、区画道路として必要とする土地を明確にした。 （２筆 ５８２㎡）

,
■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、発掘調査、用地買収について文化庁と協議を進める。
状況を示す写真や資料等

区画道路整備位置図

整備予定地

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
区画道路（東加座中央道）整備事業

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成３０年度～令和２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）、史跡等購入費国庫補助（平成３０年度）

計画に記載
している内
容

方格地割道路の一部を整備する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
・東西区画道路は。現状完成委排水路が通っているため、水路整備を行いないながら整備（70／320ｍ）を実施した。

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）
発掘調査後、文化庁と協議の上実施していく。

状況を示す写真や資料等

整備前

整備後

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
項目
まちかど案内所整備事業

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成３０年度～令和２年度
支援事業名

町単独事業
※社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）の活用を検討

計画に記載 重点区域内を通る伊勢街道沿いの歴史的な趣が残る町家等を活かし、地域住民との交流や来訪者の利
している内
便性を図るため、散策者の休憩・案内施設として、場所を検討し、地域の人の同意を得て、整備する。
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
伊勢街道沿いの歴史的建造物（木造瓦葺 平屋45㎡）1棟を地権者の協力を得て、借りることが可能となり、建物調査を
実施した。

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、活用計画を立て、来年度から改修等を行い、地域の協力を得て実現に向け
て取り組む。

状況を示す写真や資料等

歴史的建造物（活用検討中）

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

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

史跡公園（祓戸広場）整備事業

事業期間 平成２７年度～令和２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 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。
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
整備地の用地の発掘調査（ 1,330㎡）を実施し、文化庁とも協議を行った。

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）
今後は、どのような広場にして活用するのか実施施設計に向けて文化庁と協
議を進める。
状況を示す写真や資料等

整備予定地

発掘調査風景

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
史跡公園（南裏広場）整備事業

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成３０年度～令和２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
している内
容

来訪者や町民が史跡を回遊できるよう史跡中央部と南部を結ぶための散策道とポケットパークを整備する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
広場整備予定地の散策道の未買収地を買収。（３筆： 250.35㎡）

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

整備地風景

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
史跡公園（東加座広場）整備事業

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成３０年度～令和２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）、史跡等購入費国庫補助
斎宮寮は道路によって一辺120mの区画が東西7列、南北4列に並ぶ碁盤目状の都市的な区画造成がなさ
計画に記載 れ、各区画に役所などが立ち並んでいた。
している内 各区画の一部に案内説明板などを設置し史跡公園として整備することで、往時の斎宮の姿を体感してもら
容
う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
各区画の一部を史跡公園として整備するため、3か所（合計面積3,350㎡）の用地取得は完了している。
整備は、令和2年度であるため、耕起及び草刈等を実施した。

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、どのような広場にして活用するのか実施設計に向けて文化庁と協議を進め
る。

状況を示す写真や資料等

公園予定地管理状況

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

令和元年度
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２６年度～令和２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提案事業）
計画に記載 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。
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。

進捗状況 ※計画年次との対応

計画延長780ｍのうち81ｍ施工した。

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

計画位置図

整備状況

現況写真

明和町－10

現況写真

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
祓戸散策道整備事業

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成27年度～令和2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
している内 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。
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
近鉄線路沿いの散策道の用地〔延長52ｍ（2筆102㎡）〕を買収した。日本遺産構成文化財花園の碑への散策が可能と
なった。

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

計画位置図

整備前風景（買収地）

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
神宮橋整備事業

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成27年度～令和2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
している内 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。
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
・橋（幅3ｍ、長さ22.4ｍ）の設置と護岸工事（右岸、左岸各２０ｍ）
・完成したことにより近鉄漕代駅～斎宮歴史博物館への周遊が可能となった。

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

位置図

神宮橋護岸工事完成写真

整備前状況写真

神宮橋上部工事完成写真

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
項目
斎宮跡景観形成事業

令和元年度
現在の状況
■実施済
□実施中
□未着手

事業期間 平成25年度～令和元年度
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 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。
している内 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。
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
・散策道のカラー舗装（斎宮踏切～柳の道）を延長53mのうち20.2ｍ実施した。
・神宮橋の景観に配慮した欄干（22.4ｍ）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

計画区域

神宮橋の欄干

散策道 整備前

散策度 整備後

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

令和元年度
現在の状況

項目

□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～令和2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】）
計画に記載 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
している内
統一したものに改修及び新設する。
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
案内標識設置予定地である国有地（斎宮3237番７、面積47.42㎡）を、財務省から文部科学省へ所管変えを実施。
今後の第２期計画で整備が可能となった。

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
案内サイン等の整備は、平成30年度に行った史跡活用調査の効果と課題に
□計画どおり進捗していない 基づき、来訪者の誘導状況を再検討し、第2期計画に反映させていく。
状況を示す写真や資料等

所管替えの国有地

配置計画

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

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

牛葉散策道整備事業

事業期間 平成30年度～令和2年度
支援事業名 町単独事業、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
している内 斎宮駅前広場および近鉄線路を挟んで北側の整備地と南側の伊勢街道を結ぶ散策道を整備にする。
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
3路線の東側、竹神社沿いの散策道の転落防止のためのガードパイプ54.5ｍを設置した。近鉄線路から伊勢街道まで
歩行者の安全が確保することができた。

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

計画位置図

整備後

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
項目

令和元年度
現在の状況
□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
している内 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。
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．斎宮西脇殿フォーラムを５回開催（うち第5回目は中止〔①5月25日、②8月3日、③11月2日、④1月25日、⑤3月14日〕
2．特別展シンポジウムの開催（10月20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

シンポジウムチラシ

さいくう西脇殿歴史フォーラム案内チラシ

令和元年度 フォーラム実績

明和町－16

進捗評価シート+257:270

（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

令和元年度
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
している内 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。
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

フォーラムの様子

案内風景

令和元年度案内実績

明和町－17

令和元年度案内実績

進捗評価シート+257:270

（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
項目

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

歴史的建造物の実態調査・保全活用事業

事業期間 平成25年度～令和2年度度
支援事業名社会資本整備総合交付金・町単独事業
計画に記載 伊勢街道沿いの歴史的な趣の残る建造物を対象に実態調査を実施し、保全や保存に関する問題点や課題
している内
を整理した上で、保全及び活用方法について整理する。
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
伊勢街道沿いの個人住宅の離れの昭和初期の歴史的建造物1棟を調査。活性化のための活用として、情報
発信施設等の活用を検討中。
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
所有者の理解を得て、活用できるようトイレ、床の改修などが必要。
□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

歴史的建造物県境写真

歴史的建造物実測図

明和町－18

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-16
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

令和元年度
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
計画に記載 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
している内
プを設置する。
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－19

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-17
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
（仮称）斎王群行サミットの開催

令和元年度
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
計画に記載 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市
している内
町村がどのように連携して全国にＰＲするか協議する。
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、平成28年度、四日市市
と連携協定を締結した。本年は、連携事業として、四日市市久留倍官衙遺跡パネル展を９月28日～10月14日に、さいく
う平安の杜で開催。368名が来場した。

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）
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。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

久留部遺跡パネル展示説明会（９月28日）
さいくう平安の杜にて

明和町－20

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-18
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
文化遺産に関する総合的な情報発信事業

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成２６年度～
支援事業名町単独事業
計画に記載 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
している内
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。
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「祈る皇女斎王のみやこ 斎宮」と改元を記念して情報発信のため、パンフを作成し、パネル展示やイベント
会場で配布。 また、大阪、名古屋、東京の旅行会社で講座を開催し、歴史、観光PR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

イオン明和での特製ポスターによる啓発

日本遺産マンガ本

いつきのみや地域交流センターでのパネル展示

阪急たびコト塾（大阪）

明和町－21

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

□実施済
■実施中
□未着手

町による文化財指定

計画に記載
している内
容

令和元年度
現在の状況

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

明和町文化財保存活用地域計画策定作業を通じて、町内全域の未指定文化財等の悉皆調査を（628件）実
施。
また、県指定文化財「金銅装頭椎大刀」を公開（令和元年7月13日～8月29日）した。入場者100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
今後は、明和町文化財保存活用地域計画策定の調査で得た成果に基づき、
□計画どおり進捗していない 文化財の指定・登録も検討する。
状況を示す写真や資料等

新指定文化財交付式（4月23日）

県指定有形文化財の公開 （7月13日～8月29日）

明和町－22

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

令和元年度
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
令和2年年1月23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。
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

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（左：さいくう平安の杜 右：交流センター）

明和町－23

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

□実施済
■実施中
□未着手

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

令和元年度
現在の状況

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．特別展「発掘坂本百八塚」を明和町歴史民俗資料館にて令和元年7月13日～8月29日に開催し、遺物等を
公開した。（100名）また、8月11日には、展示説明会（参加17人）を実施した。体験型ワークショップは台風のた
め中止。
２．解説シートを１種類作成、さいくうあと通信30号、31号を発行
３．坂本古墳群発掘調査現地説明会の実施（平成31年4月22日、23日：見学者68人）
４．史跡斎宮跡（秡戸広場予定地）発掘調査現地説明会の実施（令和元年9月25日、26日：見学者64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（令和元年7月27日 参加者 17名）

解説シート

さいくうあと通信

明和町－24

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

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

文化財の活用と観光振興

計画に記載
している内 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。
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

高速道路SA観光誘客イベント（三重）12月7日

三重テラスでの観光PR（東京）6月15日

ツーリズムEXPOジャパン（大阪）10月24日～26日

ディーズスクエア観光物産イベント（大阪） １月21日

明和町－25

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

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

伊勢街道の啓発

計画に記載 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
している内
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。
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沿いの空き家について、地域と協議を行ない、活用について検討を行った。（８月24日、11月17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

建造物内部実測調査

伊勢街道沿い建造物の活用調査

明和町－26

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

令和元年度
掲載紙等

明和町文化財を２件指定 「天王さんのお社塔」行事な
ど

H31.4.10

読売新聞

明和町で坂本古墳群の出土品紹介 土器や大刀 地元
知って 初公開は40点 斎宮跡との関連性解明に期待
も

R1.7.21

中日新聞

斎宮中心部の遺物狙う 明和町の史跡 発掘を開始、現
場公開

R1.9.3

伊勢新聞

飛鳥の斎宮 門跡発見 中心施設 南北１４メートル、東
西５メートル ２６日に現地説明会

R2.1.22

読売新聞

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
史跡斎宮跡や日本遺産をはじめとする町内文化財の保存活用について各報道機関に取上げてもらったことで、町内外
に周知することができた。

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
・明和町文化財を２件指定 「天王さんのお社塔」行事など （2019年4月10日 読売新聞）
・明和の祭りを後世に 町が作成 民俗文化財のDVD （2019年4月19日 中日新聞）
・明和町 伝統行事、祭りを収録 DVDを作成 ネットでも公開 記録用の他、学校教育など活用
（2019年4月23日 夕刊三重）
・天王さんのお社塔 転輪寺の曼茶羅 明和町の指定文化財に （2019年4月24日 中日新聞）
・明和町・坂本古墳群 方墳など１４基を確認 説明会に考古学ファン７０人 （2019年4月24日 夕刊三重）
・ハナショウブ 紫の競艶 斎宮では「ノ」の群生 色濃く 満開、見頃は１週間ほど（2019年6月13日 中日新聞）
・３地区の山車そろい踏み ２０日、大淀祇園と花火大会 にぎわう町にと6年ぶり
若手ら一念発起「三重に明和の祇園あり」が夢 （2019年7月3日 夕刊三重）
・坂本古墳の発掘情報 １３日から明和町で企画展 ２７日、説明会や体験 （2019年7月10日 伊勢新聞）
・伝統工法で社塔作り替え 明和町無形民族文化財 佐田西出天王で地区住民ら （2019年7月10日 夕刊三重）
・小雨降る中 かんこ踊り 明和で子どもら （2019年7月15日 中日新聞）
・伝統の宇爾中天王踊 児童ら１５人が奉納 明和町の宇爾桜神社で（2019年7月16日 夕刊三重）
・明和町で坂本古墳群の出土品紹介 土器や大刀 地元知って 初公開は40点
斎宮跡との関連性解明に期待も （2019年7月21日中日新聞）
・坂本古墳群の土器など７０点 明和町のふるさと会館で 斎宮跡指定４０周年の企画展（2019年7月24日 夕刊三重）
・金銅装頭椎大刀の技術など 明和町、斎宮跡の発掘情報展合わせ 坂本古墳群出土品を解説
（2019年7月30日 夕刊三重）
・「浄土三部経曼荼羅」３幅など 松阪・紀勢界隈まちかど博物館協と斎宮歴博来月９日まで
「新」テーマに合同展 （2020年1月28日 夕刊三重）
・わがまちのお宝一堂に 斎宮歴史博物館 まちかど博物館所蔵品展
転輪寺の曼荼羅など３００点 （2020年1月29日 中日新聞）
●史跡斎宮跡発掘調査に関する記事
・斎宮中心部の遺物狙う 明和町の史跡 発掘を開始、現場公開 (2019年9月3日 伊勢新聞)
・県内遺跡研究など 公開考古学の講座 １４日、県立斎宮博物館 (2019年9月7日中日新聞)
・あるじは構造は解明に期待 飛鳥期の斎宮 中心施設発見 （取材ノートから２０１９） (2019年12月25日 朝日新聞)
・史跡・斎宮跡で門の遺構を発見 飛鳥時代の中心施設か (2020年1月20日 朝日新聞)
・明和町 初期斎宮の建物発見 ２６日現地説明会 三重 (2020年1月21日 伊勢新聞)
・飛鳥時代の斎宮門跡か 三重・明和 宮殿の可能性高まる (2020年1月21日 朝日新聞)
・初期斎宮の建物発見 明和町 ２６日に現地説明会 (2020年1月21日 伊勢新聞)
・飛鳥の斎宮 門跡発見 中心施設 南北１４メートル、東西５メートル ２６日に現地説明会 (2020年1月22日 読売新聞)
・斎宮跡で門の遺構発見 飛鳥時代 中心施設か 県歴博 ２６日、現地説明会 (2020年1月23日 産経新聞)
・飛鳥時代の門跡発見 明和の国史跡「斎宮跡」 あす現地説明会 (2020年1月25日 中日新聞)
・斎宮と伊勢平氏 関係は 明和 地元文化学ぶフォーラム (2020年1月26日 中日新聞)
・「初期斎宮を知る成果」 斎宮歴博 明和町の発掘現場で説明会 考古学ファンら１７４人が参加
(2020年1月27日 夕刊三重)
・飛鳥時代の生活 思いはせ 斎宮跡 発掘調査結果の説明会 (2020年1月28日 中日新聞)

明和町－27

評価軸⑤-２
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

令和元年度
掲載紙等

斎王 装束まとい県庁へ まつり来月１、２日

R1.5.23

読売新聞

明和町で「斎王まつり」 王朝絵巻再現、令和元年御代替わり
に新斎王さま/三重

R1.6.3

みんなの経済新聞

みやびやかに群行再現 明和町で斎王まつり 2日間で３万
1000人の人出

R1.6.3

夕刊三重

片山さつき地方創生大臣 日本遺産に認定の斎宮跡を視察
「今こそチャンス」

R1.9.2

三重テレビ放送

初の「日本遺産の日」にぎわう 都内でPRイベント

R2.2.13

共同通信

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
●斎王まつりに関する記事
・十二単姿でPR 来月の斎王まつり (2019年5月23日 伊勢新聞)
・斎王 装束まとい県庁へ まつり来月１、２日 (2019年5月23日 読売新聞)
・魅了します 歴史絵巻 来月１、２日 斎王まつり 出演者らPR (2019年5月23日 中日新聞)
・平安絵巻さながらの大行列 斎王まつり賑わう 三重・明和町 (2019年6月2日 CBCテレビ)
・天皇の代理「斎王」ら行列、三重 伊勢神宮へ道中再現 (2019年6月2日 共同通信)
・新天皇の即位に伴って行われていた斎王の交代 華やかな王朝絵巻再現
今年はより特別に 三重・明和町 (2019年6月3日 三重テレビ放送)
・明和町で「斎王まつり」 王朝絵巻再現、令和元年御代替わりに新斎王さま/三重 (2019年6月3日 みんなの経済新聞)
・明で斎王まつり 令和に続く 華やか群行 (2019年6月3日 中日新聞)
・みやびやかに群行再現 明和町で斎王まつり 2日間で３万1000人の人出 (2019年6月3日 夕刊三重)
・竹明かりのステージで 初代斎王の物語披露 斎王まつり前夜祭に１万6000人 (2019年6月3日 夕刊三重)
・あでやか王朝絵巻 明和で斎王まつり (2019年6月17日 いせ毎日)
・華やかな生活 思いはせて 斎宮跡 三重県明和町 (2019年6月19日 読売新聞)
●日本遺産に関する記事
・片山氏「斎宮」視察 明和町長と懇談 (2019年9月2日 伊勢新聞)
・片山さつき地方創生大臣 日本遺産に認定の斎宮跡を視察「今こそチャンス」 (2019年9月2日 三重テレビ放送)
・初の「日本遺産の日」にぎわう 都内でPRイベント (2020年2月13日 共同通信)

明和町－28

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

令和元年度
掲載紙等

自慢したい明和の風景 インスタグラムで募る 明和町斎宮
跡・文化観光課

R1.10.31

夕刊三重

ゆるキャラGP めい姫 全国２３位 明和町マスコットキャラク
ター 県内最高 着物のたもと揺らし大喜び

R1.11.9

中日新聞

音楽家の長岡成貢さんがCD発売 「伊勢神宮に仕えた斎王
の祈り」音楽で 大嘗祭の日に

R1.11.15

みんなの経済新聞

興味わくわく「斎王」の暮らし １１ヵ国の大学院生が見学 十
二単など着付けも体験

R2.2.20

中日新聞

【日本再発見】満月の夜に開催 異色イベント～斎宮満月屋
台（三重県明和町）

R2.3.30

産経ニュース

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
・レジャー客の安全を祈願 明和町観光協 大淀海岸キャンプ場で関係者ら (2019年7月10日 夕刊三重)
・自慢したい明和の風景 インスタグラムで募る 明和町斎宮跡・文化観光 (2019年10月31日 夕刊三重)
・ゆるキャラGP めい姫 全国２３位 明和町マスコットキャラクター
県内最高 着物のたもと揺らし大喜び (2019年11月9日 中日新聞)
・全国２００種類以上の逸品『バウムクーヘン博覧会』始まる…´日本上陸´から１００年を機に
(2019年11月9日 東海テレビ)
・明和の海岸に２０００人 何度もシャッター (2020年1月3日 中日新聞)
・不特定の人が集まる行事 原則、中止か延期の中
イベントを開催 参加者全員の連絡先把握 (2020年2月25日 三重テレビ放送)
・伊勢の福祉作業所が牛乳パック再生ペンケース販売へ 「擬革紙」技法を応用
(2020年3月23日 みんなの経済新聞)
●史跡斎宮跡の活用に関する記事
・古代米の田植え 体験参加者募集 明和で１２日 (2019年5月9日 読売新聞)
・泥んこでも子ども笑顔 明和 古代米の苗を28人が植える 明星小児童が代かきを体験
(2019年5月14日 中日新聞)
・斎王まつりフォト審査 最優秀は出口さん（明和） (2019年8月21日 中日新聞)
・音楽家の長岡成貢さんがCD発売 「伊勢神宮に仕えた斎王の祈り」音楽で 大嘗祭の日に
(2019年11月15日 みんなの経済新聞)
・色鮮やか古代の装束試着 明和でフェスタ (2019年12月1日 中日新聞)
・陰陽師が鬼払い 平安時代の厄払い儀式 追儺のまつり再現 (2019年12月23日 三重テレビ放送)
・興味わくわく「斎王」の暮らし １１ヵ国の大学院生が見学 十二単など着付けも体験 (2020年2月20日 中日新聞)
・伊勢の観光ガイド 研修し見聞広める (2020年2月20日 中日新聞)
・菜の花鮮やかに 明和・斎宮跡 (2020年3月14日 中日新聞)
・少ない枝でも見事な花を 明和町竹川でヒガンザクラ (2020年3月26日 夕刊三重)
・【日本再発見】満月の夜に開催 異色イベント～斎宮満月屋台（三重県明和町） (2020年3月30日 産経ニュース)
・「今後も地域活性化に尽力」明和町斎宮の「呉竹倶楽部」創部５周年迎え部員ら集う (2020年3月31日 夕刊三重)

明和町－29

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
日本書紀を読み 壬申の乱学ぼう 斎宮歴博で来月開
講

年月日
R1.5.12

中日新聞

謎多き男装の女官 江戸後期の絵巻物に 三重県立斎
宮歴史博物館で公開 8月１８日まで

R1.7.28

毎日新聞

歴史読み取り天皇像描く 斎宮歴史博物館開館」３０周
年記念 里中さん講演

R1.10.21

伊勢新聞

R1.5.4

伊勢新聞

「斎王、天皇の交替」講演
ラム

明和町で25日に斎宮フォー

令和元年度
掲載紙等

上皇ご夫妻、来町時の写真など 明和町と斎宮歴博 ２
８日まで「平成から令和へ」展 いつきのみや地域交流
R1.11.20
夕刊三重
センターで 大相撲や長野五輪などのパネルも
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
・「斎王、天皇の交替」講演 明和町で25日に斎宮フォーラム (2019年5月4日 伊勢新聞)
・日本書紀を読み 壬申の乱学ぼう 斎宮歴博で来月開講 (2019年5月12日 中日新聞)
・斎王桜、種１１粒が発芽 明和町、1メートルに育ったら斎宮跡に
住民グループで七つ「感激、手間暇掛けて育てた」 (2019年6月29日 夕刊三重)
・平安期の行事を紹介 ７日まで「七夕祭」いつきのみや歴史体験館で (2019年6月29日 夕刊三重)
・斎王派遣のきっかけに 斎宮歴博「壬申の乱」記す日本書紀（江戸期版本展示 (2019年7月2日 夕刊三重）
・いろは歌墨書土器（日本最古級）など 斎宮歴博 言葉と文字テーマに夏季企画展 (2019年7月10日 夕刊三重)
・明和町 馬に乗った男装の女官 斎宮博物館が発見、展示/三重 (2019年7月13日 伊勢新聞)
・謎多き男装の女官 江戸後期の絵巻物に 三重県立斎宮歴史博物館で公開 8月１８日まで
(2019年7月28日 毎日新聞)
・大来皇女と壬申の乱 明和町・斎宮歴史博物館 １０月５日から特別展 (2019年8月17日 伊勢新聞)
・三重・斎宮歴史博物館で「大来皇女と壬申の乱」展 漫画家の里中満智子さん講演会も
(2019年8月22日 みんなの経済新聞)
・平成に発掘の出土品ずらり 県内３０遺跡の馬形埴輪や土偶 明和で企画展 (2019年8月29日 中日新聞)
・月夜の灯籠 幻想的に 明和 いつきのみや観月会 (2019年9月16日 中日新聞)
・明和町 初期斎宮の変遷紹介 歴史博物館で特別展 (2019年10月5日 伊勢新聞)
・初期斎宮域の遺物、初展示 斎宮歴史博物館で速報展 (2019年10月9日 伊勢新聞)
・大来皇女と壬申の乱 斎宮歴史博物館で企画展 墓誌や舎利容器 国宝も展示 (2019年10月9日 中日新聞)
・歴史読み取り天皇像描く 斎宮歴史博物館開館」３０周年記念 里中さん講演 (2019年10月21日 伊勢新聞)
・瀧原宮の浅間山を指す 初期斎宮区画の傾き 飛鳥・藤原京の景観と共通 (2019年10月21日 伊勢新聞)
・歴史読み取り天皇像描く 斎宮歴史博物館開館３０周年記念 漫画家の里中さん講演 明和町
(2019年10月21日 伊勢新聞)
・里中満智子さん 三重明和町で講演会 時代を動かした女性に焦点 (2019年10月28日 産経新聞)
・上皇ご夫妻、来町時の写真など 明和町と斎宮歴博 ２８日まで「平成から令和へ」展
いつきのみや地域交流センターで 大相撲や長野五輪などのパネルも (2019年11月20日 夕刊三重)
・平成の一こま写真に 明和で展示 上皇ご夫妻来訪など (2019年11月21日 中日新聞)
・両陛下初来県を歓迎 近鉄沿線の伊勢中川駅などで「一目お姿を」日の丸の小旗振る 松阪駅近くの踏切でも
列車に歓声、スマホで撮影
明和町斎宮に２５０人 「手を振ってくれた」 (2019年11月22日 夕刊三重)
・土器 今 どき の修復法は 斎宮歴博の短頸壺 作業紹介展 石こうの破損 樹脂で補う (2019年12月8日 中日新聞)

明和町－30

進捗評価シート

（様式１-６）

評価軸⑥-1-1
その他（効果等）
評価対象年度

令和元年度

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

年度後半には、新型コロナウイルス感染症予防のため、多くのイベントが中止
となり、施設も閉館となった。今後は、対策を講じながら実施を検討していく。
状況を示す写真や資料等

清掃活動風景

植栽活動風景

斎宮駅前での満月屋台

いつきのみや観月会と気球の同時開催
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進捗評価シート

（様式１-６）

評価軸⑥-1-2
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

伝統行事の記録保存活動による住民意識の向上

有爾櫻神社天王踊り

佐田西出天王さんのお社塔

上村・池村の道切り行事
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令和元年度

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

令和元年度

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

日本遺産マンガ解説本の授業での活用のほか、紙芝居による斎宮の歴史教育を行った。また、小学校教員
の研修を利用して、文化財や関連施設を活用した文化財研修も行い、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

紙芝居による斎宮の説明（明星小学校３年生）

小学校教員への文化財研修
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法定協議会等におけるコメント

（様式２）

評価対象年度

令和元年度

・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

令和2年1月10日（金）

午前１０：００～

（コメントの概要）
議 事 の 内 容 １．事業の進捗状況報告
２．明和町歴史的風致維持向上計画の軽微な変更について
３．令和2年度事業について

コメント

４．明和町歴史的風致維持向上計画の2期計画について
①斎宮駅北側の整備が進み、南側の玄関口がさびれたままだという住民さんの声がある。整
備はいつからか。
②斎宮跡の範囲は広大だと実感している。周遊性の事業をすすめていかれるが、ポケット
パークは車での回遊を想定か。もしくは歩きを想定されているか。
③風景条例の案を作成したとあるが、現在の進捗は。
④新たな総合計画を作る時期に来ている。一町民として財政が厳しいことも重々承知してい
るが、2期事業をきちんと総合計画に位置付けることができるのか。

回答

①予算の関係から2期計画へ送りたいが、まったく着手しないのではなく、駅前の土地関係の
調査など実施に向けて進めていきたい。
②歩きでの周遊を想定している。（漕代駅―神宮橋－博物館―史跡内等）ただし、博物館や
交流センターなど拠点となる施設を起点に車での来訪もできるようにしていきたい。また、高
齢化を見据えて案内付の周遊バスなどの取り組みも将来的にできていければと思っている。
③コンサルを入れて作成したが、罰則規定の内容などで止まっている。景観法に基づいたも
のを作りたいと考えている。
④第1期歴まち事業の期間を9年としたのも、総合計画に合わせた経緯があので、新たな総合
計画には。2期計画の内容を反映させていく。。

（今後の対応方針）
・歴まち2期計画については、歴史的風致や重点区行くの範囲を拡大して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。また、文化財保存活用地域計画との連携を図る。
さらに、景観行政団体への取り組みも県や庁舎内の部局と調整を図っていく。
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