令和２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）
1 都市マスタープランの特定用途制限地域の取組み
・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 景観に配慮したサイン計画の取組み
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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（様式１－３）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 区画道路（下園・御館道）整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 区画道路（東加座中央道）整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 まちかど案内所整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 史跡公園（祓戸広場）整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 史跡公園（南裏広場）整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 史跡公園（塚山古墳広場）整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 史跡公園（社の森広場）整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 史跡公園（東加座広場）整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 幹線排水路等整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 祓戸散策道整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
11 神宮橋整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
12 斎宮跡景観形成事業
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13 案内標識・サイン整備事業
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16 ガイドボランティア育成事業
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17 歴史的建造物の実態調査・保全活用事業
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18 まちかど案内所設置事業
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④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
1 町による文化財指定
2 文化財の防災
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5 伊勢街道の啓発
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⑤効果・影響等に関する報道（様式１－５）
1 明和町文化財を２件指定
「天王さんのお社塔」行事など ほか
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⑥その他（効果等）
1 住民意識の向上
2 学校教育との連携
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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２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
まちづくり戦略課、建設課、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２年度は、歴史的風致維持向上事業推進および第2期計画の内容を（１）町議会、課長会議での事業の
周知（２）地元自治会、関係団体へ事業の説明及びパブリックコメントを行った。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
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（新型コロナ対策のため書面で回覧）
【内容】
・令和２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

平成26年度～令和元年
度

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

明和町歴史的風致維持向上計画協議会
（令和２年１１月１８日）
【協議内容】
・事業報告について
・歴史的風致維持向上計画2期計画について

令和２年度

まちづくり戦略課
まち開発係 1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２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）
継続して県との調整会議を実施する中で、方針として令和7年度に町が景観行政団体
になるよう取り組むこととなった。

状況を示す写真や資料等

三重県景観計画における景観規制区域（町全域）

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２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期計画においても継続して実
施することとした。

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）
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

【景観に配慮した橋や舗装】

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２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 令和元年度～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
文化庁との協議を行い、発掘調査の現状変更許可申請を提出済み。発掘調査を実施予定。

,
■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、その結果に基づき、実施設計を文化庁と協議して進める。

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２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、繰り越し事業として水路整備を行いながら整備（24／320ｍ）
を実施中で９月末に完成予定。

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）
1期計画で94ｍを完成させ、2期計画で226ｍを実施していく。

状況を示す写真や資料等

整備前

整備中

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２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2棟がリノベーションされ、観光案内をはじめ、菓子の販売、ネットラジオ局の開設など
に活用されている。

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

活用されている歴史的建造物

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２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
現在繰り越し事業として、広場の造成工事（3,109㎡）を実施中で、事業完了後の6月末に完成する。

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）
1期工事では、造成工事（3,109㎡）が完成したが、2期計画で、活用の利便性を図るた
め、駐車場、駐輪場など便益施設を実施する。

状況を示す写真や資料等

整備予定地

整備中の広場

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２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
散策道（138ｍ）と広場整備（1,834㎡）を整備した。

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）
ベンチ、案内板、駐車スペースなど2期計画で広場を拡張していく。

状況を示す写真や資料等

広場整備前

散策道及び広場の整備

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

令和２年度
現在の状況
■実施済
□実施中
□未着手

史跡公園（塚山古墳広場）整備事業

事業期間 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 現況は山林で、その中に古墳が９基現存しており、森を活かし散策できるように整備する。また、隣接するポ
している内
ケットパークを拡張して古墳公園と一体化させる。
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
・発掘調査を１月14日～２月12日の期間、80㎡調査した。現地公開を２月10日に実施し、62人が参加した。
・整備は立木伐採及び張芝工（432㎡）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

発掘調査現地公開風景（2月10日）

広場整備

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
史跡公園（社の森広場）整備事業

令和２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 旧竹神社を含む神社跡地の森を整備し、地域住民や来訪者が神聖な雰囲気を感じ取れる場所とする。
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
・園路整備、マルチング材敷き均しを旧竹神社：171㎡（園路幅２m、長28.4m）、旧小倉神社：159㎡（園路幅２m、長
26.6m））を実施。
・立木伐採を実施。

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

2期計画において引き続き実施していく。
状況を示す写真や資料等

広場整備前

旧竹神社散策道の整備

旧小倉神社散策道の整備

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
史跡公園（東加座広場）整備事業

令和２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、発掘調査について文化庁、斎宮歴史博物館と協議を進めた。

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、2期計画で整備を実施する。

状況を示す写真や資料等

公園予定地管理状況

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

令和２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
現在繰越事業として、幹線排水路整備を実施中で、事業完了後の９月末に169.4ｍが完成する。幹線排水路未整備区
間については、関係機関及び地元説明を実施した。

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

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

1期計画では554ｍを完成させたが、2期計画で226ｍの区間を実施していく。

計画位置図

整備状況

整備前状況

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
祓戸散策道整備事業

令和２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整備を実施。（幅２ｍ、延長５２ｍ） 整備によって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

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
項目
神宮橋整備事業

令和２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
・昨年設置した橋（幅3ｍ、長さ22.4ｍ）への両岸の取付道路の整備をした（幅４ｍ、延長４４ｍ）
・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
■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）
・2期計画で神宮橋～近鉄漕代駅までの散策道を整備する。

状況を示す写真や資料等

整備前状況写真

位置図

左岸側取付道路

右岸側取付道路

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
斎宮跡景観形成事業

令和2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を234ｍ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）

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

2期計画においても引き続き実施していく。
状況を示す写真や資料等

計画区域

散策道カラー舗装

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

令和２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
南裏広場に施設案内板1基を設置した。

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
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期計画で実施していく。
状況を示す写真や資料等

施設案内板

配置計画

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

令和２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側溝の底整備及び現在繰り越し事業として、散策道整備工事（幅1.9ｍ、延長
18.5ｍ）を実施中で、事業完了後の6月には完成する。

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

整備中の風景

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
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２回開催、①1月16日、②3月13日〕
2．特別展記念講演の開催（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

記念講演チラシ

さいくう西脇殿歴史フォーラム案内チラシ

令和２年度 フォーラム

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

令和２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．コロナ対策により活動休止（4月～10月）
１．毎月末に月例会を実施、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２年度案内実績

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
歴史的建造物の実態調査・保全活用事業

令和２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
伊勢街道沿いの歴史的建造物を活性化のため、民間が報発信施設等の活用としてネットＦＭラジオ局を開設
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

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
まちかど案内所設置事業

令和２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
■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、歴史的建造物等の活用した店舗が増えてきた場合、設置場所などの見直しが
必要。

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－21

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③‐19
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２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25日～10月14日に、さいく
う平安の杜で開催。

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

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

斎宮跡パネル展
久留部古代歴史館にて

久留部遺跡パネル展
さいくう平安の杜にて

明和町－22

進捗評価シート

（様式１-３）

評価軸③-20
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２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
・情報発信のため、パンフレット「明和＆伊勢 まちあるき」を伊勢市と連携して作成。
・古民家を活用したインターネットラジオ局「斎宮すたじお」の開設。
・紙芝居を活かした斎王、斎宮情報の発信。

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

伊勢市と連携して作成した啓発パンフ
インターネットfmラジオ局「斎宮すたじお」

斎王、斎宮についての紙芝
居

明和町－23

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

令和２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
・高塚1号墳を町の指定に向けて明和町郷土文化を守る会が所有者の了解を得て清掃活動等の準備を開始
する。
・県指定文化財「金銅装頭椎大刀を斎宮歴史博物館、元興寺宝輪館の特別展に期間展示。
・明和町文化財保存活用地域計画が平成2年12月18日に文化庁の認定を受ける。
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に基づき、文化財の指定・登録も進
□計画どおり進捗していない める。
状況を示す写真や資料等

県指定有形文化財の公開展示

明和町－24

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２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３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－25

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２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．企画展「ドキドキ発見！発掘調査って何だろう？」を明和町歴史民俗資料館にて令和２年7月19日～8月23
日に開催した。（86名）
２．解説シートを１種類作成、さいくうあと通信32号、33号を発行
３．北野遺跡発掘調査現地公開の実施（令和２年９月24日：見学者68人）
４．史跡斎宮跡（塚山古墳群）発掘調査現地公開の実施（令和３年２月10日：見学者62名）
５．金剛坂遺跡現地公開の実施（令和３年2月24日：見学者71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
状況を示す写真や資料等

発掘調査現地説明会（令和３年２月24日 参加者
展示チラシ

解説シート

さいくうあと通信

明和町－26

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

令和２年度
現在の状況

項目

■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
新型コロナでイベント自粛の中で、実施可能なイベントの実証実験を実施し、啓発に務めた。

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

ドライブインシアター 2月13日、23日

斎宮レストラン 2月25日、27日

プロジェクションマッピング２月27日、28日

スタンプラリー

明和町－27

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

令和２年度
現在の状況

項目

■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。
・百五銀行斎宮支店待合スペースで「伊勢街道関係古写真展」を開催。

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

伊勢街道沿い建造物の活用調査

建造物内部実測調査

百五銀行斎宮支店伊勢街道関係古写真展

明和町－28

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２年度
掲載紙等

映像で伝承を手助け 明和の伝統行事「天王踊り」や風
習３件 町日本遺産推進協 記録DVDに追加

R2.5.10

発掘や出土品整理の道具 明和町ふるさと会館で 関
心そそる「ドキドキ発見！」展 調査現場の図や復元工
程解説も

R2.7.18

・「斎宮跡」保存や活用 明和町の計画を認定 文化庁
県内初

R2.12.19

中日新聞

２０年度調査 初期斎宮の正殿か 飛鳥時代 宮殿の中
心建物跡

R3.1.15

中日新聞

中日新聞
夕刊三重

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
・「道切り行事」などテーマ 無形文化財伝承へDVD

希少な例も、町は「興味持って」 明和町
(2020年5月2日 夕刊三重)
・映像で伝承を手助け 明和の伝統行事「天王踊り」や風習３件 町日本遺産推進協 記録DVDに追加
(2020年5月10日 中日新聞)
・大淀祇園祭が中止 明和で７、８月予定 (2020年5月28日 中日新聞)
・暮らしの中 なじみ深く ふるさと再発見 どんとばな (2020年5月30日 中日新聞)
・文化財３件、DVDに 明和町 天王踊、お社塔、道切り (2020年6月16日 伊勢新聞)
・新装 天王さんのお社塔 明和 祭りの前に作り替え (2020年7月15日 中日新聞)
・発掘や出土品整理の道具 明和町ふるさと会館で 関心そそる「ドキドキ発見！」展 調査現場の図や復元工程解説
も
(2020年7月18日 夕刊三重)
・地道な発掘 身近に実感 調査道具、出土土器並ぶ 明和で企画展 (2020年8月2日 中日新聞)
・しめ縄かけ疫病退散 明和の「道切り行事」 東池村北地区 (2020年9月3日 中日新聞)
・大淀の祇園祭 児童が未来描く 明和で作品展 (2020年10月16日 中日新聞)
・コロナで中止続く 明和の行事が危機 町職員が現状訴え (2021年1月19日 中日新聞)
・鳥や植物、歴史に触れる 明和町池村の斎宮調整池周辺で 「竹茗舎」の渡邉館長案内 男女２０人が５.５キロ歩く
(2021年2月17日 夕刊三重)
●史跡斎宮跡発掘調査に関する記事
・本紙が選ぶ重大ニュース１～６月 飛鳥時代の門の跡発見 （2020年12月22日 夕刊三重）
・２０年度調査 初期斎宮の正殿か 飛鳥時代 宮殿の中心建物跡 （2021年1月15日 中日新聞）
・斎宮発掘現場 飛鳥の正殿に興味津々 現場公開に考古ファン 今後の調査など次々質問
（2021年1月18日 夕刊三重）
・斎宮の塚山古墳群 ４８基目の円墳？出土 斎宮歴博と町の発掘で 周壕の一部と円筒埴輪片なども
（ 2021年2月26日 夕刊三重）
●発掘調査50周年に関する連載記事
・斎宮跡の歩み 発掘開始から５０周年 （2020年7月16日 中日新聞）:→2021年３月18日まで30回連載
・斎宮と古代国家 飛鳥、奈良時代の斎宮を探る 連載第１回 （2020年10月8日 夕刊三重）→:11月19日まで７回連載
●明和町文化財保存活用地域計画に関する記事
・明和町の文化財保存と活用 １０年間の指針と事業案 文化庁長官認定なら県初「斎宮」「神宮」「営み」に分け取り組
む
(2020年8月25日 夕刊三重)
・「斎宮跡」保存や活用 明和町の計画を認定 文化庁 県内初 (2020年12月19日 中日新聞)
・明和町 県内初の文化長認定に 文化財保存活用地域計画 人々の活動や風景なども対象に
(2020年12月19日 夕刊三重)

明和町－29

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２年度
掲載紙等

残念、斎王まつり中止 明和町の人気行事３８回目にして初
秋に延期にするにも会議も開けず

R2.4.13

夕刊三重

梅田さん十二単 初披露 明和の体験館 斎王まつり「檜扇
伝承式」

R2.9.21

中日新聞

解明進む斎宮最初期 発掘５０周年記念特別展 明和町の歴
史博物館

R2.10.7

伊勢新聞

平安装束８着寄贈 観光大使 竹本さん 明和町、斎王まつり
で活用

R2.10.23

伊勢新聞

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
・斎宮歴博は１２日から 県外者、熱など症状ある場合、自粛求める （2020年5月9日 夕刊三重）
・総合博物館など３館再開 １２日から 企画展は全て中止に （2020年5月9日伊勢新聞）
・伊勢めぐる鉄道 歴史紹介 明治―平成の表示板や路線図 明和の博物館 秒単位の時刻表も
（2020年5月17日 中日新聞）
・斎王、どうやって選んだ 斎宮歴史博物館企画展 占いの手順や儀式「深く知る」 （2020年7月11日 夕刊三重）
・斎宮の役割と意味考える 明和町の博物館 １０月３日から発掘５０周年展 （2020年8月27日 伊勢新聞）
・「逸品」の見せ方など考える 明和の博物館で学生ら企画展示 （2020年9月3日 中日新聞）
・明和町・斎宮博物館 竹輝銅庵、「太神宮諸雑事記」写本を寄贈 伊勢神宮の歴史書 （2020年9月11日 伊勢新聞）
・石製模造品を発見 明和町 斎宮跡で初、古墳時代 きょうから速報展（2020年9月29日伊勢新聞）
・古墳時代の祭祀紹介 明和で斎宮跡の出土品展示 儀式用の石製模造品や高坏 （2020年10月4日 中日新聞）
・解明進む斎宮最初期 発掘５０周年記念特別展 明和町の歴史博物館 （2020年10月7日 伊勢新聞）
・明和町・斎宮歴史博物館 東大名誉教授・佐藤信さん、斎宮跡発掘５０周年記念講演会
（2020年11月8日 みんなの経済新聞）
・飛鳥、奈良期の斎宮に焦点 発掘調査５０周年で特別展 （2020年11月15日 中日新聞）
・明和 追儺のまつり中止に （2020年12月9日 中日新聞）
・来月１６日 明和町で歴史フォーラム開催 「斎王卜定」と「疫病退散」 （2020年12月19日 伊勢新聞）
・西脇殿歴史フォーラム １月１６日、今年度初開催 斎宮歴博、受講者募る （2020年12月19日 夕刊三重）
・斎宮出土品の修理作業紹介 １月５日から歴史博物館で企画展 （2020年12月31日 伊勢新聞）
・コロナ禍の世に 光を 燭台や親鸞絵伝で感じて 明和 「まちかど博物館」所蔵品展 （2021年2月4日 中日新聞）
・斎王と文学 深いつながり 伊勢物語や源氏物語に登場 斎宮歴史博物館で企画展 （2021年3月25日 中日新聞）
・鈴木知事会見 弓、馬、鞠、鷹、相撲で特別展 三重国体の文化プログラム 斎宮歴博で『平安五種競技』を紹介
（2021年3月26日 夕刊三重）
●斎王まつりに関する記事
・斎王役に梅田優歩さん 明和町 コロナ対策でPR動画審査 (2020年4月7日 伊勢新聞)
・第３６代斎王に梅田さん（皇學館大学院生 伊勢市在住） ６月６、７日に「斎王まつり」「明和町の人々の思い、発信し
たい」
(2020年4月7日 夕刊三重)
・まつりの斎王役 伊勢の梅田さん 明和で６月予定 (2020年4月7日 読売新聞)
・明和の斎王まつり 斎王役に梅田さん 子ども役に杉山さん (2020年4月9日 中日新聞)
・残念、斎王まつり中止 明和町の人気行事３８回目にして初 秋に延期にするにも会議も開けず
(2020年4月13日 夕刊三重)
・６月の斎王まつり 当面見合わせ 明和 (2020年4月15日 中日新聞)
・斎王まつり中止 明和町 (2020年4月29日 中日新聞)
・梅田さん十二単 初披露 明和の体験館 斎王まつり「檜扇伝承式」 (2020年9月21日 中日新聞)
・明和町の斎王まつり 「歴史、文化発信に努める」いつきのみや歴史体験館で伝承式 第３６代斎王役梅田さん誓う
(2020年9月23日 夕刊三重)
・平安装束８着寄贈 観光大使 竹本さん 明和町、斎王まつりで活用 (2020年10月23日 伊勢新聞)
・情報システム（駅部田町）が寄贈 明和町へ 斎王まつり群行の衣装８着 (2020年10月23日 夕刊三重)
・斎王まつり 平安装束８着新調 松阪の会社が明和町に寄贈 (2020年10月24日 中日新聞)
・明和の斎王まつり ２年連続で中止に 感染拡大受け (2021年2月3日 中日新聞）
・斎王まつり 今年も中止 明和町・コロナ状況受け (2021年2月3日 伊勢新聞)

明和町－30

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２年度
掲載紙等

「斎王」候補に女子高校生！？ 明和町が舞台 漫画を制作
社団法人、観光振興へアニメ化視野

R2.9.28

朝日新聞

斎王と満月 特別な御朱印 あす、明和の竹神社で頒布 月
見イベントに合わせ

R2.10.30

中日新聞

スタンプ集め絵柄作って 明和で「春のいつきのみや巡り」

R3.2.27

中日新聞

平安絵巻、４千人を魅了 明和観光商社 斎宮正殿に儀式の
映像など投影

R3.3.1

夕刊三重

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
●史跡斎宮跡の活用に関する記事
・「斎王」候補に女子高校生！？ 明和町が舞台 漫画を制作 社団法人、観光振興へアニメ化視野
（2020年9月28日 朝日新聞）
・斎宮で明和観光商社 ドライブスルー形式でイベント 月見と屋台 車でも一興 地域活性化 新たな形に
(2020年10月6日 中日新聞)
・明和町 動画で「歴史博物館」第２弾 斎王の名所 我が家で巡る 「斎王役」梅田さん登場 秡川の逸話など紹介
(2020年10月9日 中日新聞)
・斎宮跡など歩く モニターツアー 明和観光商社 (2020年10月16日 中日新聞)
・刀剣乱舞や平安装束 コスプレ思い思いに 明和で催し (2020年10月18日 中日新聞)
・車でお月見 いかが 満月の３１日に斎宮 屋台出店、映画上映も (2020年10月28日 中日新聞)
・コスモス色のドアを開けて 津・一志/斎宮跡で満開になったコスモス (2020年10月28日 読売新聞)
・秋に偶然の共演 コスモスとヒマワリ さいくう平安の杜 (2020年10月31日 中日新聞)
・満月の夜 車中から映画楽しむ 明和で「ドライブインシアター」 (2020年11月1日 中日新聞)
・斎宮での実証事業、採択 観光庁 ライトアップや斎宮料理も 将来的に継続できる コンテンツを開発
(2020年11月4日 夕刊三重)
・明和観光商社誘客事業を観光庁採択 ARで斎宮文化再現 (2020年11月5日 中日新聞)
・明和町・伊勢街道沿い築１００年以上の古民家で砂糖菓子専門店 まちかど博物館も
(2021年1月19日 みんなの経済新聞)
・元明和町職員が会社設立 「斎宮跡」で町活性化 史跡周遊やネットラジオ構想 (2021年2月1日 毎日新聞)
・まちかど博物館「澪標」 昔の生活用品１００点以上 明和町斎宮の大場さん夫妻 (2021年2月1日 夕刊三重)
・ひな人形や映画、屋台など 明和町斎宮跡周辺施設で ２０日から「春のいつきのみやめぐり」
(2021年2月15日 夕刊三重)
・明和観光商社が斎宮跡でドライブインシアター コロナ禍の実証実験も兼ね (2021年2月18日 みんなの経済新聞)
・日本の原風景表現 斎宮で映像を投影 明和 あす、２８日 (2021年2月26日 中日新聞)
・スタンプ集め絵柄作って 明和で「春のいつきのみや巡り」 (2021年2月27日 中日新聞)
・平安絵巻、４千人を魅了 明和観光商社 斎宮正殿に儀式の映像など投影 (2021年3月1日 夕刊三重)
・カメラと歩こう！伊勢街道 明和町と市 斎王ゆかりの地 パンフで紹介 (2021年3月19日 中日新聞)
・古民家でラジオ配信 明和 町活性化へ改修 (2021年3月20日 毎日新聞)
・「いつきのみや巡り」好評 明和町日本遺産推進協 スタンプラリー１カ月で千人超え (2021年3月26日 夕刊三重)
●竹神社関連記事
・明和町の竹神社 １１月２２日まで土日開所 氏子や観光商社もてなし方探る 街道のにぎわいへあすから試行
(2020年10月2日 夕刊三重)
・御朱印ブーム後押し 竹神社が土日に開所 試験的に来月２２日まで (2020年10月4日 中日新聞)
・土日開所に遠方からも 明和町斎宮の竹神社 満月の日限定の御朱印始める (2020年10月28日 夕刊三重)
・斎王と満月 特別な御朱印 あす、明和の竹神社で頒布 月見イベントに合わせ (2020年10月30日 中日新聞)
・参拝者にきれいな池を 明和町斎宮 竹神社で 町職員や地区総代らが掃除 満月限定の御朱印 人気で予定数超
える
(2020年11月5日 夕刊三重)
・コスモス１００輪 花手水 明和・斎宮の竹神社 (2020年11月29日 中日新聞)
・松竹梅で正月らしく １月の御朱印が完成 明和町斎宮の竹神社で (2020年12月28日 夕刊三重)
・あなたの花手水 境内に飾ります 明和・竹神社が募集 (2020年12月29日 中日新聞)
・レッツ！エンジョイ イベント ◆満月夜まいり (2021年1月28日 読売新聞)
・満月のきょう限定御朱印 竹神社、ライトアップも (2021年1月29日 中日新聞)
・＃花 ＃癒やし 手水舎 まるで宝石箱 (2021年2月3日 中日新聞)

明和町－31

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
自転車で明和町観光を 斎宮駅前など 観光商社がレ
ンタサイクル

年月日

令和２年度
掲載紙等

R2.7.11

夕刊三重

・明和町 めい姫、2年連続２３位 ゆるキャラGP最後も
高順位 もっと上狙っていた町は「残念！」

R2.10.5

夕刊三重

明和観光商社 地域DMOに 国が認定 地域観光のか
じ取り役 県内５件目 コロナ禍での新事業に意欲

R2.10.28

中日新聞

深まる まちの秋色 アサギマダラ 羽休め 明和・さいく
う平安の杜

R2.10.29

中日新聞

産官学の酒 英国で受賞 「神都の祈り」 明和、伊勢で
製造２種

R2.10.30

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
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
・三重?明和町のゆるキャラ「めい姫」に手作りマスク コロナ終息願う (2020年4月17日 伊勢志摩経済新聞)
・国県の状況見て判断 観光施設は前倒しも 休館の明和町公共施設 (2020年5月9日 夕刊三重)
・観光喚起クーポン 取り扱い業者募集 明和町 (2020年6月24日 中日新聞)
・明和町長「世界的な賞を」 映画「法定相続人」ロケ協力約束 (2020年7月1日 中日新聞)
・明和町などで映画撮影 「法定相続人」 制作委７人、世古口町長訪問「斎宮跡や大淀漁港など見た」
(2020年7月1日 夕刊三重)
・自転車で明和町観光を 斎宮駅前など 観光商社がレンタサイクル (2020年7月11日 夕刊三重)
・明和町 めい姫、2年連続２３位 ゆるキャラGP最後も高順位 もっと上狙っていた町は「残念！」
(2020年10月5日 夕刊三重)
・資源生かす 挑戦次々に 明和観光商社代表理事 千田 良仁さん（４４） (2020年10月20日 中日新聞)
・明和町と観光商社が企画 夢のかなえ方を勉強 相可高に通う明和の生徒に 出身者らアイデア出し方伝授
(2020年10月24日 夕刊三重)
・松阪地区初のDMO 観光庁のお墨付き 明和観光商社が正式登録 (2020年10月27日 夕刊三重)
・明和観光商社 地域DMOに 国が認定 地域観光のかじ取り役 県内５件目 コロナ禍での新事業に意欲
(2020年10月28日 中日新聞)
・産官学の酒 英国で受賞 「神都の祈り」 明和、伊勢で製造２種 (2020年10月30日 読売新聞)
・「成功例まね、特徴生かす」 明和町と観光商社の企画 中川さん（大淀出身）の話に２０人
(2020年11月2日 夕刊三重)
・日本酒「斎王」 最高位 皇学館大や明和町、産学官連携 英国の品評会 上品な味とラベル評価
(2020年11月3日 中日新聞)
・「大淀でワーケーション」明和町が売り出しに力 バンガローにWi-Fi整備など (2020年12月21日 夕刊三重)
●その他
・斎王桜、すくすく９本 うち６本平安の杜に 赤ちゃんみたいに大事に（呉竹倶楽部） (2020年4月6日 夕刊三重)
・斎宮跡PRに奔走 旭日双光章 中井幸充さん（７２）＝元明和町長 （2020年4月29日 中日新聞）
・アサギマダラ、平安の杜にも 明和町斎宮のフジバカマに飛来 畑育てた呉竹倶楽部会員ら喜ぶ
（2020年10月23日 夕刊三重）
・県議会一般質問 西場信行議員（自民党）【斎宮跡】 （2021年3月3日 伊勢新聞）

明和町－32

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２年度

項目
住民意識の向上
計画に記載
している内
容

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

１．新型コロナでイベント等が中止される中、竹神社では「満月夜参り」「花手水」「御朱印」が始まる。
２．歴史的建造物をリノベーションして、まちかど博物館の開設やＦＭネットラジオステーションの開局。
３．伊勢沢庵の生産で盛んであった大根のはさ掛けの風景の再現の実施。
など住民による様々な取り組みが行われている。
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

竹神社：花手水

インターネットラジオ局：斎宮すたじお

いつきのみや音と生活の博物館（まちかど博物館）
「澪標（みおつくし）」

昔の風景の再現：だいこんのはさ掛け

明和町－33

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

伝統工芸、行事の記録保存活動による住民意識の向上と地域の魅力の再
認識

御糸織

三忠の擬革紙

町内にある９つの伝統行事・工芸について、概要をまとめたＤ
ＶＤ『受け継ぎたいふるさとの伝統文化』

明和町－34

令和２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２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、出土品に触れてもらったり、紙芝居による斎宮の歴史教育
などを行った。また、小学校教員を対象とした文化財の研修も行い、町内の歴史文化に触れてもらうよう取り
組んだ。
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、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

小学校教員への文化財研修

大淀小学校への出前授業

修正小学校への出前授業

明和町－35

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２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１１月１８日（水）

１３：３０～１５：３０

（コメントの概要）
議 事 の 内 容 １．令和元年度の進行管理・評価シートの概要説明
２．事業の進捗状況（令和2年度事業含む）について
３．明和町歴史的風致維持向上計画の２期計画について

コメント

２．進捗状況について
①神宮橋は軽トラックは通行可能か。
３．明和町歴史的風致維持向上計画の２期計画について
②三重県景観計画に基づく取組みについて、重点地区に含まれたら新たに制限がかかってく
る等、住民にとってデメリットになるのか。
③神宮橋散策道について、漕代駅からの来訪者が利用するトイレの整備は実施しないのか。
④伊勢街道全体として重点地区に入らないのは重文が無いからか。街道の景観を重視して
いたのでは。今後どうしていくのか。
⑤斎王の森周辺は大型バスが体験館に来るために交差点を曲がってくる。道が狭く、危険な
ときある。また、誘導看板も足りていない。
⑥斎王の群行路沿いの市町と連携した事業を展開してほしい。

回答
①神宮橋は散策道兼、生活道路とし農耕車両は通行可とする。看板で案内する。
②県景観計画は県全体にかかるもので新たに制限がかかることはない。１期計画では県の
計画に基づき運用していたが、２期では県の計画を参考に町条例を制定していく。
③計画には出ていない。神宮橋完成後検討していく。
④文化財保存活用地域計画をはじめ、伊勢街道の歴史は重視している。
今回、重点地区には含まれないが、景観条例の整備を進めていく。
⑤⑥今後、検討していく。

（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く。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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