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別添 6

最終評価（統括シート）
市町村名

（様式１）

評価対象年度

明和町

H2４～Ｒ２年

① 歴史的風致
歴史的風致

対応する方針

１

斎宮の顕彰と保存に関する歴史的風致

Ⅰ,Ⅲ、Ⅳ

２

伊勢神宮と関連する歴史的風致

Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

３

民俗行事に見る歴史的風致

Ⅱ

② 歴史的風致の維持向上に関する方針
方針

Ⅰ

史跡斎宮跡の保存と生活との調和に対する取り組みの推進

Ⅱ

歴史文化を継承する担い手の育成に関する取り組みの推進

Ⅲ

史跡斎宮跡を核として歴史的資源を繋ぎ回遊性を高める施設の整備

Ⅳ

歴史的建造物や景観に関する取り組みの推進

③ 歴史まちづくりの波及効果
効果

ⅰ

史跡斎宮跡の知名度の向上による観光客の増加

ⅱ

史跡斎宮跡の安全かつ効果的な散策

ⅲ

郷土の歴史文化への誇りの醸成

④ 代表的な事業
取り組み

事業の種別

Ａ

史跡東部整備事業

歴史的風致維持向上施設の整備・管理

Ｂ

柳原区画周辺散策道等整備事業

歴史的風致維持向上施設の整備・管理
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最終評価（方針別シート）
市町村名
方針

（様式２）

評価対象年度

明和町
Ⅰ史跡斎宮跡の保存と生活との調和に対する取り組みの推進

H24～Ｒ２年

今後の対応

継続展開

① 課題と方針の概要
わが国唯一の「斎宮」の跡地を、さらに後世に伝えるため、文化財保護と地域住民の日常生活の良好な
環境整備の確保をどのように調和させるのか、また建物跡の遺構が地下に埋まっていることから「斎宮」の
実態がとらえ難く、愛着を持ちづらいことなどが課題である。
幹線排水路の改修や生活道路かつ史跡を回遊できるよう史跡と調和した散策道や橋を整備する。また、
史実に基づいた建造物を復元するとともに周辺整備を行うことで「斎宮跡」への理解と愛着を持って、歴史
文化に対する意識の向上を図る。

② 事業・取り組みの進捗
項目

推移

計画への
位置付け

年度

1

史跡東部整備事業（柳原区画）

３棟の建物と幅１５ｍの区画道路を復元

あり

H24～27

2

史跡東部整備事業（古代伊勢道）

幅９ｍ、延長３５０ｍ古代伊勢道を復元

あり

H24～27

3

坂本古墳公園整備事業

１～３号墳の修景、駐車場、トイレ等を整備

あり

H25～29

4

幹線排水路等整備事業

ゲート1基設置、排水路延長約550ｍ改修整
備

あり

H27～R2

③ 課題解決・方針達成の経緯と成果
斎宮の跡地にどのような建物が建っていたか実態がわかりづらいた
め、平成27年度に実物大建物３棟、幅15ｍの区画道路や幅７ｍの古
代伊勢道を復元した。整備を行ったことにより、地元住民の「斎宮」へ
の愛着心が高まり、有志２０人ほどで「呉竹倶楽部」が結成され、植栽
活動や施設の管理、観光客への案内の実施、さらにイベントへも参画
をしている。また、坂本古墳公園においても整備後「坂本古墳公園友
の会」が結成され、除草、トイレ清掃等を行っている。
また、幹線排水路等の整備により、局地的な大雨による道路冠水が
解消し、観光客及び地域住民の安全も確保できるようになった。

「さいくう平安の杜整備前」

Ｈ21.5

④ 自己評価
今まで「斎宮」が理解しづらく関心が薄かった地域住民意識が、「斎
宮」の当時の様子を体感できる復元建物等を整備したことによって、
「斎宮」への関心が深まり、住んでる土地に対して愛着心、誇りを持
つようになり、牛葉地区では「呉竹倶楽部」、坂本地区では「坂本古
墳公園友の会」が結成された。このことは、歴史文化への意識向上
が図られたものとして評価できる。
また、懸案事項であった幹線排水路の改修は、生活環境を向上さ
せ、歴史文化を継承していく住民生活との調和が図られたことも大き
な成果である。
しかし、斎宮を解明する発掘調査に時間がかかり、史実に基づいた
整備が進まないことや斎宮跡以外の伊勢神宮と関わりを持つ日本遺
産の構成文化財をはじめとした歴史文化資源の保存と活用に取り組
む必要がある。

「さいくう平安の杜整備後」

Ｈ30.3

呉竹倶楽部による復元建物清掃の様子

⑤ 今後の対応
斎宮の解明は、発掘調査が始まって50年経過するが史跡指定面積のわずか18％に過ぎず時間を要
するため、積極的に発掘調査等の調査研究をすすめ、その成果に基づき、理解できるような整備を
継続して行うことが必要である。また、本町には伊勢神宮とかかわりを持つ歴史文化資源が点在し
ている。その一部が日本遺産の構成文化財となっており、それらの整備と周辺の環境整備を行うこ
とで、さらなる住民の歴史文化への意識向上を図っていく。

3

最終評価（方針別シート）
市町村名
方針

（様式２）

評価対象年度

明和町
歴史文化を継承する担い手の育成に関する取り組みの推進

H24～Ｒ２年

今後の対応

継続展開

① 課題と方針の概要
町内の伝統行事は、少子高齢化の進展、若者の流出による担い手不足等等の課題を抱えているため、
伝統行事への継承に取り組む各種団体への支援などにより人材育成を図る必要がある。
１．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）の団体も含めて、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。
２．各団体間のネットワークを構築しながら活動の輪を広げることで、歴史文化を継承する担い手の育成を
図るよう支援していく。
３．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。
４．地域住民の理解をさらに深められるような普及啓発活動に努める。

② 事業・取り組みの進捗
項目

計画への
位置付け

推移

年度

1

ガイドボランティア育成事業

月例会、ホスピタリティ講座の実施

あり

H24～

2

まちかど案内所設置事業

店舗などの協力を得て8か所設置

あり

H24～

3

斎宮跡歴史観光講座事業

県内、大阪、東京、名古屋で毎年開催

あり

H24～

4

文化遺産に関する総合的な情報
発信事業

日本遺産や各所の祭りのDVDを制作、
学校教育、SNS配信、上映会の実施

あり

H24～

③ 課題解決・方針達成の経緯と成果
１．ガイドボランティアの育成は、毎月月末の土曜日に月例会を開き、
毎回斎宮歴史博物館の学芸員を講師に勉強会やホスピタリティ講座も
実施し向上を図っている。平成25年度の案内件数は3,741件で、平成27
年度には5,514件に増加しており、ガイドの需要の高まりを踏まえて会
員の増員、体制作りを早急に検討する必要がある。
２．斎宮の啓発情報発信は、平成27年4月24日に文化庁より日本遺産
に認定されたことでTVや新聞の報道により全国発信された。認定以後、
雑誌などの取材や旅行会社からの問い合わせも増えている。町、斎宮
歴史博物館、旅行会社と連携して、県内、東京、大阪、名古屋で講座を 伝統芸能の聞き取り調査
開催したり、県外でのイベントにも参加して情報発信に努めている。
３．町内の伝統行事がなくなっていくことを踏まえて、町にある歴史的資
源の総合調査（アンケート調査）を実施した。その中で伝統文化の映像
記録撮影を９か所行うことができ、それをきっかけに休止していた祭り
が再開されたり、祭りに対して再認識してもらうことで町民の意識の向
上に繋がった。
また、伝統文化の映像はYouTubeにアップし、再生回数が5,000回を
超え多くの人の関心があることも確認できた。

④ 自己評価

映像記録撮影の様子

伝統文化の記録や取材を通じて、普段の活動が歴史的な価値のあ
ることを地域の人に再認識してもらうことができたが、少子高齢化の進
展、若者の町外への流出等には歯止めがかからず担い手不足や人
材育成の課題は解消していない。また、継承に取り組む各種団体へ
の支援も十分なものに至っていない。

⑤ 今後の対応
今後は、地域での人材を育成することだけでなく、地域の小学校とも連携して、学校教育で映像
を使った授業などを通じて次世代に継承できるように取り組むことと、現在行っている祭りに使う
道具等の修理への支援以外に、継承に取り組む各種団体の活動への支援も制度化することが必要で
ある。
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最終評価（方針別シート）
市町村名
方針

（様式２）

評価対象年度

明和町
史跡斎宮跡を核として歴史的資源を繋ぎ回遊性を高め
る施設の整備

H24～Ｒ２年

今後の対応

継続展開

① 課題と方針の概要
「斎宮」の跡地が広く、回遊するための設備環境が不十分である。また認知度も低い。
また、豊富な歴史的資源をつなぐ効果的な誘導ができていなかったり、斎宮駅、散策道、公園、休憩所等
の整備が十分でないなどが課題。
「斎宮」は伊勢神宮とセットであることを啓発し、必ず立ち寄りたいと思える魅力ある施設整備を行う。長期
滞在できるよう体験プログラムを開発し集客向上を図る。安全かつ快適に散策できる散策道や広場など整
備や幹線道路を含め誘導案内板などを充実させ回遊性を高める。

② 事業・取り組みの進捗
項目

推移

計画への
位置付け

年度

1

史跡公園（下園東区画広場）整備事
業

地域交流センター、トイレの設置、多目的広
場の整備

あり

H25～29

2

斎宮駅史跡公園口整備事業

北口改札の開設と公園口休憩所の設置

あり

H25～26

3

柳原区画周辺散策道等整備事業

園路1,072m、園路灯18基、フェンス251m、
ベンチ10基の設置

あり

H25～29

4

案内標識・サイン整備事業

誘導案内板9基、総合案内板5基、解説板5
基の設置

あり

H25～R2

③ 課題解決・方針達成の経緯と成果
１．車での来訪者の拠点として、下園区画広場にいつきのみや地域交
流センターや観光案内所、駐車場、トイレ等を整備したことで、環境が
よくなり「斎宮」に関する講演会、こどもわいわいフェスティバル等啓発
のための各種イベントが開催され、県内外から訪れる人が斎宮を知っ
てもらうための交流の場となっている。
２．電車を利用する来訪者のため、近鉄斎宮駅の新たな改札口として、
公園等施設に近い史跡公園口改札を設置し、観光案内、コインロッ
カーを備えた公園口休憩所も整備したことで、史跡へのスムーズな誘
導が可能になった。
３．主要幹線道路に誘導案内板を設置したことで、史跡斎宮跡への誘
導がわかりやすくなった。また、史跡内では、回遊できるよう散策道を
整備し、総合案内板や文化財の解説板、ベンチ等を設置し、安全かつ
分かりやすく回遊できるようにした。

近鉄線路沿い散策道

H23

④ 自己評価
広大な史跡内に拠点となる施設や史跡公園の整備とそれらを結ぶ
散策道の整備も実施すると共に、総合案内板、誘導案内板を設置した
ことで、史跡内を快適に回遊することができる環境を整えることができ
た。また、各所に解説板も設置したことで斎宮の歴史文化を理解して
もらいやすくなった。
さらに、整備した散策道は来訪者だけでなく、地域住民が啓発する
斎王まつりの斎王群行が、今まで江戸時代の伊勢街道を通っていた
ものを、史実に基づいて整備した散策道を活用することとなり、歴史的
風致の維持向上につながった。
しかし、広い史跡全体を回遊できるまで散策道整備が至っていない
ことや散策道を楽しみながら歩く環境づくりができていない。

近鉄線路沿い散策道の変化

H27

⑤ 今後の対応
今後は、未整備である史跡東部（中町地区）へも散策道整備等を拡大していく。
また、整備した散策道を楽しめるよう散策道沿いに四季の草花を植栽したり、ウォーキングやヘ
ルスツーリズムなどにも活用できるよう距離を示す表示板などを設置するなど、さらに利便性向上
を図る。
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最終評価（方針別シート）
市町村名
方針

（様式２）

評価対象年度

明和町
歴史的建造物や景観に関する取り組みの推進

今後の対応

H24～Ｒ２年
継続展開

① 課題と方針の概要
歴史的建造物の滅失や電柱や標識柱、ガードレール等が史跡等の景観を阻害していることもあり、歴史
的雰囲気を損ないつつある。
伝統的な建築様式を残したり、歴史的な趣を感じさせたりする建造物は、保存活用に努めるとともに歴史
的建造物の実態調査を実施する。
また、道路の美装化や電柱や標識、ガードレール等の色彩に配慮した整備を行う。

② 事業・取り組みの進捗
項目

計画への
位置付け

推移

年度

1

史跡維持管理施設等整備事業

維持管理倉庫A棟（３３８㎡）、B棟（２４３㎡）
を建設

あり

H25～27

2

史跡公園整備を目的とした公有化事
業

土地6筆（1,069㎡）の取得と建物6棟撤去

あり

H26～27

3

歴史的建造物の実態調査

600棟の立体図作成と22棟の詳細実測調査

あり

H25～R2

4

斎宮跡景観形成事業

カラー舗装 車道：257.1ｍ、歩道：L=39.5ｍ、
ガードレール：25.8ｍ

あり

H25～R2

③ 課題解決・方針達成の経緯と成果
整備地周辺の景観に配慮して史跡公園維持管理のための倉庫、管
理機械の車庫、イベントに使う資材等の収納庫などの移転及び電柱
の一部地中化（750ｍ）やカラー舗装、電柱、フェンス、ガードレールな
どの美装化をおこなった。また、これら美装化を進めたことで、歴史的
な趣のある風景への意識向上が進み、景観を阻害している民間業者
（2社）の事務所、倉庫などの移転もスムーズに協力を得ることができ
た。
歴史的建造物調査の実態調査では、聞き取りや建物の立体図を作
ることで、保存や活用に向けた情報整備を図ることができた。

図表・図表

Ｈ25

④ 自己評価
カラー舗装やガードレールなどの美装化を進める中で、景観に対し
て住民の意識向上に繋がり、企業の理解と協力も得て、景観を阻害し
ている建物の移転がスムーズにできた。また、斎宮駅舎の美装化の
協力も得ることができ、損なわれつつあった歴史的雰囲気を取り戻す
ことができた。
歴史的建造物調査の実態調査では、聞き取りや立体図を作ったこと
で建物の現状と所有者の保存と活用に対してすることができ、歴史的
風致を形成している建造物の保存と活用を進めるうえで後継者不足
や維持管理に課題があることが把握できた。

図表・図表

建物の撤去

Ｈ28.

⑤ 今後の対応
今後は、地域住民や企業の景観に対する意識も向上しつつあることから、引き続き理解と協力を得られ
るよう啓発を行う。また、歴史的な趣のある建造物を歴史的風致形成建造物に指定するなど歴史的建造物
の保存や風景の保持に向けて取り組む。
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最終評価（波及効果別シート）
市町村名
効果

（様式３）

評価対象年度

明和町

H24～R2年

ⅰ史跡斎宮跡の知名度の向上による観光客の増加

① 効果の概要
史跡斎宮跡の知名度向上のため、効果的な情報発信を全国的に行った結果、伊勢神宮に訪れた人
が立ち寄るなど観光客の増加につながったり、教育現場で取り上げてもらえるようになった。

② 関連する取り組み・計画
他の計画・制度

連携の位置づけ

年度

1

史跡斎宮跡を核とした町の活性化基本方針

あり

H22～

2

明和町観光振興計画

あり

H28～R2

3

日本遺産の認定

なし

H27～

平成22年2月に「史跡斎宮跡を核とした町の活性化基本方針」を策定した。その中で「史跡 斎宮跡」があ
まり知られていないことが課題として挙げられ、知名度の向上を方針と位置付けた。
本計画においても同様の課題と方針を挙げていたため、斎宮跡の知名度向上を目的に、平成27年度に
創設された文化庁の「日本遺産」に認定申請を行い、第1期の認定を受けたことで全国に向けて効果的な情
報発信が可能となった。
（人）
300,000

③ 効果発現の経緯と成果
史跡斎宮跡の知名度向上に向けて、平成25年の伊
勢神宮の御遷宮や平成27年度の日本遺産の認定を受
けたことを活用し、「斎宮・外宮・内宮」の３つが
セットであることの啓発やチラシや観光アプリ、テ
レビ番組、ＰＶの制作、さらに近鉄電車の車両に
ラッピング（2年間）をして、名古屋、大阪、鳥羽間
を走らせたり、観光バス（5台）や乗り合いバス（1台）へも
ラッピングするなど積極的に情報発信を行い、知名度向
上に努めた。
結果、伊勢神宮に訪れた人が「今まで知らなかった」と
言って立ち寄る人が増えたり、ほとんど０人だった外国人
が年間約200人に達した。
町内の入込観光客数も平成22年の13万人から令和元
年は、27万５千人に増加している。

275,326
233,676
220,268
208,817 204,112

250,000
200,000
160,737

187,320
179,761
163,272

150,000 137,067
100,000
50,000
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

明和町観光入込客数推移

2016

2017

2018

2019
（年）

④ 自己評価
史跡斎宮跡の知名度を向上させるために、平成27年度第1期日本遺
産の認定を受けたことは、最初の認定ということもあり、新聞や大手出
版社からの取材やテレビの情報番組で取り上げられることにつながり、
史跡斎宮跡の知名度を全国的に向上させることができた。
また、教育現場においても総合学習授業などに取り上げられるなど
大きな成果があった。
その結果、伊勢神宮の参拝の行きかえりに立寄る観光客も増加して
いるものの、本町には宿泊施設がなく、飲食店などの店舗も少ないこ
とから斎宮歴史博物館などの施設に立ち寄るだけで滞在時間も短く、
史跡斎宮跡の歴史的な魅力を十分知ってもらえていない。

⑤ 今後の対応
史跡斎宮跡の歴史的な魅力を情報テレビ番組や新聞、雑誌へ積極的に情報提供し取材に応じるな
ど、今後も引き続き情報発信に力を入れる。
また、観光客が長期滞在して斎宮の歴史的な魅力を知ってもらうために、歴史的な趣のある建造物を体
験や情報発信の場、民宿や飲食店などの店舗などに活用できるよう取り組む。
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最終評価（波及効果別シート）
市町村名
効果

（様式３）

評価対象年度

明和町

H24～R2年

ⅱ史跡斎宮跡の安全かつ効果的な散策

① 効果の概要
広大な史跡内にある各拠点を結ぶ散策道の整備を行ったことで、史跡全体の回遊性の向上と歩行
者安全性の確保ができ、史跡内にある歴史的建造物や各施設を効果的に巡ることが可能となった。

② 関連する取り組み・計画
他の計画・制度

連携の位置づけ

年度

1

明和町観光振興計画

あり

H24～R2

2

斎宮跡を核とした町の活性化基本方針

あり

H25～27

3

明和町総合計画

なし

H23～26

史跡斎宮跡を知ってもらうための博物館等の施設や史跡公園などが広い範囲に点在していることか
ら、散策道整備や誘導案内板、解説板を設置することで効率よく回遊できる環境を整備するとともに観
光客の安全性も確保する。

③ 効果発現の経緯と成果
広大な史跡に点在する斎宮歴史博物館、伊勢街道、いつきのみや
歴史体験館、さいくう平安の杜、いつきのみや地域交流センター、史
跡公園などの施設と公共交通機関である近鉄斎宮駅、漕代駅と結ん
で効率よく回遊できるよう整備を行った。その結果、ウォーキングする
観光客や地域住民の健康ウォークとしての利用も増加している。
合わせて誘導案内板や説明板も設置したことでわかりやすくなった。
また、散策道を整備したことで、観光客の安全確保のみならず住民
の通勤・通学にも利用され、普段触れることのなかった地域の歴史を
知るきっかけにもなっている。
駅から散策道を歩く観光客

④ 自己評価
史跡全体を回遊する方針により、文化財施設を結ぶ主要な散策道
のほか、地権者の協力を得ることができたことで長年懸案事項であっ
た、近鉄線路下の隧道の整備、神宮橋の復旧、花園の碑への進入路、 安全な散策道を歩く児童遠足
南裏広場の整備による歩道が設置でき、史跡の保存活用と住民生活
の調和を図ることができた。
しかし、楽しみながら回遊できる環境になっていないことと、高齢化
が進む中、将来、広い史跡を徒歩で回遊するには無理が生じてくるこ
とが予想される。

⑤ 今後の対応
史跡東部は未整備であり、今後も引き続き散策道の延長が必要であるとともに、整備した散策道
を楽しみながら回遊できるよう、周辺に四季の草花を植栽するなど魅力あるものにする。
また、高齢者が徒歩以外で史跡内を快適に回遊できるよう移動手段を検討する。
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最終評価（波及効果別シート）
市町村名
効果

（様式３）

評価対象年度
評価対象年度

明和町

H24～R2年

ⅲ郷土の歴史文化への誇りの醸成

① 効果の概要
歴史的資源の総合的調査を通じて地域住民が自分たちの住んでる場所の価値を再認識することが
できた。

② 関連する取り組み・計画
他の計画・制度

連携の位置づけ

年度

1

明和町総合計画

あり

H23～R2

2

明和町まち・ひと・しごと総合戦略

あり

H25～27

3

史跡斎宮跡を核とした町の活性化基本方針

なし

H22～

地域住民が自分たちの住んでいるまちの伝統文化について聞き取り調査を行い、記録保存等を行うこと
でその価値を再認識し、住んでいる場所に愛着心や誇りを持ってもらい、次世代へ継承していく。

③ 効果発現の経緯と成果
本計画策定時に各自治会に歴史的資源のアンケート調査を行った
が、回答は「自分たちの集落には古いものは何もない」という意識で
あった。しかし、伝統文化や風習の聞き取り調査による価値の認識や
地域の民俗芸能の映像記録保存を行うことで、集落の歴史を知り、自
分たちの住んでいる場所に関心と愛着心を持つようになってきた。さら
に、令和元年度に行ったアンケート調査では、「自分たちの集落の歴
史や祭りを見学に観光客がいたらどう思いますか。」に対して、うれし
いが６割を超え、住民意識の向上の方向に向かっている。
また、「有爾櫻神社天王踊り」のように、後世に継承するため地域か
ら外に出た世帯の子供も参加できるようにしたことで再開した祭りや 歴史的資源総合的調査
「佐田西出 天王さんのお社塔」のように価値を再認識して町指定文
（N = 6 3 ）
化財に指定したものもある。
無回答
19 .0 %

う れしく 思い、案内したい
17 .5 %

う れしく ない
12 .7 %

う れしい
5 0 .8 %

④ 自己評価
少子高齢化で民俗芸能などが消滅する中、映像記録保存などを通
じて、休止していた民俗芸能が地域の理解と協力を得て再開できたも
のや、地域住民が伝統文化への価値を再認識し、理解が深まったこと
で町指定無形民俗文化財に2件指定することができた。

令和元年度アンケート調査

⑤ 今後の対応
引続き地域に残っている伝統文化の価値を再認識してもらうと共に、継承するために各地域に語
り部などを養成するなど歴史的風致の維持向上を図る。
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最終評価（代表的な事業の質シート）
市町村名

明和町

取り組み

Ａ 史跡東部整備事業

（様式４）

評価対象年度

H24～R2年

種別

歴史的風致維持
向上施設

① 取り組み概要
斎宮の旧跡地には、建造物や土塁など目に見えるものはなく地
下に埋もれており、当時どのような建物が建っていたか、想像が
できず、地域住民にはなかなか理解しづらい状況である。そこで
何か目で見れるような建物を復元することで当時の様子を体感で
きるような整備を地域住民から求められていた。
史実に基づいた実物大建物の復元にあたっては、平成22年度から
文化庁及び「復元専門委員会」の審査と助言をいただき、平成22年3
月に三重県が作成した「史跡斎宮跡東部整備基本計画書」に基づ
いて、３棟の建物、区画道路、掘立柱塀などを復元整備した。
また、３棟の復元建物については、平安時代の建物を復元する
もので、全国的に例を見ない復元建物の建築過程を公開すること
で伝統建築技法に関心を深めてもらうため、見学会を月1回の
ペースで計11回開催し、2,697人の参加があった。
さらに、奈良時代の官道である幅９ｍの古代伊勢道（150ｍ）
も復元した。

建物復元

活用状況

古代伊勢道の復元

② 自己評価
従来、「斎宮歴史博物館」で史跡斎宮跡の歴史を知ってもらい、「いつきのみや歴史体験館」で当時の装
束や遊びなどの体験を提供してきた。今回、本計画に基づき「さいくう平安の杜」で斎宮における往時の建
物３棟を復元し、新たに斎宮を「体感する」場を提供することが可能となった。これにより、「知る、体験する、
体感する」が揃い、斎宮の歴史的価値等に対する理解を促進することができた。

外部有識者名
外部評価実施日

増渕 徹（京都橘大学 教授）
令和3年 １月22日

③ 有識者コメント
・さいくう平安の杜を中心とする今回の史跡整備を、より活用する基礎として高く評価できる。
できれば、斎宮駅前（斎宮の玄関ともいうべき地点）及びその周辺も何らかの整備が必要と
思う。（あまりにも貧相でさびしい。）
・いつき茶屋裏（東側）は、もう少し美しく整備すべきと思う。また、さいくう平安の杜に設置されている「ト
イレ」及び「案内員控室」の二つの小建築物は、景観を阻害している。異質なものに見える。

④ 今後の対応
・かつて斎宮駅前（南側）及び周辺には店舗が立ち並び活性化していたが、現在は高齢化等により
店舗も閉ざされ閑散としているため、景観や店舗の利活用も含め史跡の玄関口として活性化に向け
た整備を検討する。
・いつき茶屋の裏側については、整理整頓し植栽等で目隠しするなど配慮していきたい。
・平安の杜に設置されている「トイレ」及び「案内員控室」の２つの小建築物については、利用状況等も
見て今後どうするか、設置した斎宮歴史博物館と相談して検討していきたい。
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最終評価（代表的な事業の質シート）

（様式４）

市町村名

明和町

取り組み

B 柳原区画周辺散策道等整備事業

評価対象年度

H24～R2年

種別

歴史的風致維持
向上施設

① 取り組み概要
史跡東部整備、史跡公園下園東区画広場整備、同御館区画広場
整備、斎宮駅史跡公園口整備を結ぶため散策道、街灯、ネット
フェンス、ベンチ等の整備や道路などの美装化を行った。
特に、舗装の美装化は、復元道路と現代の道路・散策道の素材
や色を変えて違いを表現した。
また、景観に配慮して電柱を撤去し、散策道内に地下遺構を壊
さないよう工夫して電線を地下埋設した。

写真・図表

Ｈ23.

Ｈ23.

Ｈ27.

散策道の変化

H27

② 自己評価
史跡内に点在する拠点施設、斎宮歴史博物館、いつきのみや歴史体験館、無料休憩所、さいくう平
安の杜、いつきのみや地域交流センター、斎宮駅などを結ぶため散策道を整備し、総合案内板、誘導
案内板を設置したことで、史跡内を安全かつ快適に回遊することができる環境を整えることができた。また、
各所に解説板も設置したことで斎宮の歴史文化を理解してもらいやすくなった。

外部有識者名
外部評価実施日

増渕 徹（京都橘大学 教授）
令和3年 １月22日

③ 有識者コメント
拠点となる施設周辺の電線が地下埋設され、電柱が撤去されたことは、景観もよくなり非常に効
果がある。しかし、電柱が撤去されたことで、鉄塔が目立つようになった。撤去は無理と思うが、
景観に配慮した色を塗ることはできないか。
既存施設周辺の散策道は整備されたものの、史跡東部の散策道整備が不十分であり、史実に基づいた
道路の復元や散策道を延長することが必要。
史跡の東部から中央部にかけて考えはないのか。

④ 今後の対応
鉄塔の撤去は電力会社に以前申し入れをしたが、費用や代替え用地等様々な課題があり無理であ
る。また、色の塗り替えについても、企業の塗り替え時期に合わせて働きかけることと、何色がい
いのか慎重に考えないと、かえって目立つことになるため検討が必要であり、将来への課題とした
い。
散策道整備の延長は、史跡東部の史跡公園等の整備と会わせて回遊できるよう検討する。

11

最終評価（歴史的風致別シート）
市町村名
歴史的風致
対応する方針

（様式５）

評価対象年度

明和町
１ 斎宮の顕彰と保存に関する歴史的風致

状況の変化

H24～R2年
向上

Ⅰ 史跡斎宮跡の保存と生活との調和に対する取り組みの推進
Ⅲ 史跡斎宮跡を核として歴史的資源を繋ぎ回遊性を高める施設の整備
Ⅳ 歴史的建造物や景観に関する取り組みの推進

① 歴史的風致の概要
斎王制度が廃絶した後、斎宮の跡地である「斎王の森」や「野々宮（竹神社）」は、神聖な場所として現在
も地域住民に守られ、明治以降の斎宮復興への運動により、史跡指定に繋がった。地域住民等は往時の
隆盛を誇った斎宮の様子を目にすることはできない中で、その姿を皆が思い描きながら、「斎王の森」や
「野々宮」を守り続け、ありし日の「斎宮」を思い起こして、市街地に眠る歴史を大切に伝え残すという思いを
受け継いでいる。

② 維持向上の経緯と成果
史跡指定以降、保存のために発掘調査や土地の公有化、史跡整備
などを進めてきたが、文化財保護によって幹線排水路の改修など環境
整備が取り残されている状態であったことと、歴史的資源を守り継承
する思いは持ちつつも、目に見えるものがなく、斎宮の跡地がどのよう
なものであったか感じ取ることが難しく愛着心も薄れつつあった。
平成27年、発掘調査の成果に基づいた3棟の建物、１５ｍの区画道
路、奈良時代の古代伊勢道などが復元整備され、守り続けてきた斎
宮の跡地への思いが向上し、住民意識に誇りと愛着心が強くなった。
また、復元建物や道路復元などが行われたことによって、斎王まつり
で行われる斎王群行（都から斎宮へ5泊6日かけて赴く行列）の再現は、
江戸時代の伊勢街道を通っていたものを、斎宮が存在した復元道路
を通ることで、王朝絵巻をよみがえらせる祭りが可能となり、多くの歴
史愛好家を喜ばせることができた。
さらに、広大な史跡に点在する斎宮歴史博物館をはじめとする拠点
施設を結び効率よく回遊できる散策道の整備や景観を阻害している建
物の移転や電柱の撤去、道路やフェンスの美装化も行った。
これらの整備により地域住民で結成されたボランティア団体は、施設
案内、清掃や休憩所のカギの管理、パトロールなどに協力し、さらに、
なばな、コスモス、フジバカマなどを植栽して、来訪者へおもてなしを
行っている。
斎王まつりの様子

Ｈ22.6

H28.6

③ 自己評価
史跡指定により文化財保護の規制がかかり、生活に影響が出て住
民の意識が低下しつつあったが、史実に基づいた3棟の建物や幅15m
の区画道路などの復元整備をしたことにより、約700年間受け継いで
きた歴史的資源を継承することが再認識され、歴史文化に対する地域
住民の意識向上に繋がった。
また、斎宮跡以外に、本町には伊勢神宮と斎宮・斎王に関わる歴史
的資源が点在しており、その一部が日本遺産の構成文化財に認定さ
れており、歴史的風致の維持向上をを図るには、これらと連携させた
取り組みも必要である。

ボランティアによる清掃

④ 今後の対応
本町はかつては神宮領であったことから伊勢神宮と斎宮・斎王に関わる歴史的資源が町内各所に点
在し、伝承地も含め顕彰活動も行われ、その一部が日本遺産の構成文化財にもなってる。それらの保存整
備などに取り組み、斎宮と連携させることで、さらに住民の歴史文化への意識向上を図る。
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最終評価（歴史的風致別シート）
市町村名
歴史的風致

対応する方針

（様式５）

評価対象年度

明和町
２ 伊勢神宮と関連する歴史的風致

状況の変化

H24～R2年
維持

Ⅱ 歴史文化を継承する担い手の育成に関する取り組みの推進
Ⅲ 史跡斎宮跡を核として歴史的資源を繋ぎ回遊性を高める施設の整備
Ⅳ 歴史的建造物や景観に関する取り組みの推進

① 歴史的風致の概要
本町はかつては神宮領であり、古代以前より土器や織物を生産し、伊勢神宮に奉納してきた。このため、
本町の土器生産は伊勢神宮と同等の長い歴史を歩み、特に「神宮土器調製所」における土器生産は、携
わる者への技術の伝承だけでなく、調製所の中庭で行われる伝統的な天日干しの風景が、伊勢神宮との
深い関わりを強く感じさせている。

② 維持向上の経緯と成果
伊勢神宮と関連する部分のうち、斎宮、斎王にかかわる歴史的資源
は、「祈る皇女斎王のみやこ斎宮」として日本遺産の認定を受け、構成
する１２か所の文化財について案内標識（5基）、案内板（1基）、解説
板（8か所）の設置やパンフレット（3種類、28,000部）、ＰＶ（2種類）など
を作成し、県内外のイベントでの配布やSNSを利用して全国に向けて
情報発信した。
みいと織物については、唯一残っている工場であり、地場産業の振
興も含め、伝統文化を継承・啓発するため、聞き取り調査をしてＳＮＳ
で情報発信をおこなった。
神宮土器調整所については、現在も伊勢神宮の施設として土器の
生産をおこなっており、立ち入り、聞き取り調査等が困難な状況である
が、平成28年度町の文化財企画展で展示、紹介し町民に広く啓発した。

みいと織の情報発信

神宮土器の展示解説

③ 自己評価
以前は、指定文化財以外の文化財や名所・旧跡などの歴史的資源
を整備したり、情報発信することはなかなか取り組めなかったが、本計
画で歴史文化遺産に関する情報発信を位置づけ、さらに効果を上げ
るため日本遺産の認定に取り組み、認定されたことによって、案内標
識、解説板の設置、解説本やマンガ本などを作成するなど、多くの人
に周知できた。

日本遺産マンガ本

④ 今後の対応
本町はかつては神宮領であったことから伊勢神宮と斎宮・斎王に関わる歴史的資源が町内各所に点
在し、その一部が日本遺産の構成文化財にもなってる。それらの保存整備と活用に取り組み、歴史的資源
への回遊性を高める。
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最終評価（歴史的風致別シート）
市町村名
歴史的風致

対応する方針

（様式５）

評価対象年度

明和町
３ 民俗行事に見る歴史的風致

状況の変化

H24～R2年
維持

Ⅱ歴史文化を継承する担い手の育成に関する取り組みの推進

① 歴史的風致の概要
町内には無形の民俗文化財として、大淀祗園祭や宇爾櫻神社天王踊り等が受け継がれている。こうした
行事は、地域の人の手で古くから受け継がれてきており、農村と漁村を舞台として、町民の情熱と地域が一
体となった伝統的な祭りの風情を感じさせている。

② 維持向上の経緯と成果
少子高齢化で伝統文化を継続することが困難な状況になってくる
ことも考え、伝統文化などを関連儀式、準備、練習も含めて映像で記
録保存した。
歴史的風致に掲げた１２か所の祭りのうち５か所は少子高齢化によ
り休止中であったが、その1つである宇爾櫻神社天王踊りは、映像で
の記録保存のために地域の理解と協力を得て再開したことで、継承へ
の住民意識が向上し、引き続き実施されることになった。
また、把握していなかった貴重な民俗行事も掘り起し、町の無形民
俗文化財に指定したものも２件ある。

記録映像を収めたDVD
「普及編」「記録編」

宇爾櫻神社天王踊り

③ 自己評価
映像記録保存や聞き取り調査によって、伝統文化の継承について啓
発ができ、地域住民の意識が向上し、新たに町指定無形民俗文化財
に２件指定した。
しかし、少子高齢化で休止中の祭りなどは、今回、映像記録として残
すことはできなかったが、まだ、まつりの記憶がある人がいる地区につ
いては、早急に聞き取り調査を実施し、道具やお囃子、古文書などを
保存していくことが重要である。

新たに指定した
佐田西出天王さんのお社塔

④ 今後の対応
学校教育とも連携し、映像を使った授業や出前授業及び現地見学などで町内の郷土・歴史文化を直
接触れ、親しむ時間を設けて、郷土愛の造成を図り、次世代を担う人材の育成にも積極的に取り組むと
共に、地域住民の理解をさらに深められるような普及啓発活動にも努める。
また、伝統文化の聞き取り調査やお囃子、道具や古文書の保存にも取り組む。
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最終評価（庁内体制シート）
市町村名

（様式６）

評価対象年度

明和町

① 庁内組織の体制・変化
策定作業を行った平成２３年度は、企画課、建設課、斎宮跡課の3
課が中心となって進めた。平成24年度は、認定を視野に入れた機構
改革が実施され、文化財を担当している斎宮跡課に観光分野も含
めた斎宮跡・文化観光課が設置され、今まで企画課が担当していた
政策的な業務は観光係が担当することになった。
本来なら専門の部局を設置することが望ましいが、町の規模では
なかなか難しいため、斎宮跡文化観光課に課長級の文化財保存活
用監を配置し、各課を調整して事業を推進する体制を取った。
文化財保存活用監は29年度に廃止されたが、同様の体制で事業
推進している。
また、庁舎内での調整は、月2回行われている定例課長会で必要
に応じて歴史的風致維持向上計画の推進について協議している。
現在、令和2年度の機構改革においても今まで同様、町の重要施
策として位置付けており、主管課は引き続き斎宮跡・文化観光課が、
まちづくり部局は、まち整備課からまちづくり戦略課が担当すること
になった。

H24～R2年

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

歴史まちづくりの体制

歴史的風致維持向上計画協議会会議の
様子

② 庁内の意見・評価
・平成22年2月に策定された「史跡斎宮跡を核とした町の活性化基本方針」に基づき、国・県の支援を得な
がら活性化に向けて取り組み、平成24年6月に「明和町歴史的風致維持向上計画」の認定を受け、平成24
年～令和2年度の9年間事業を進めてきた。核となる整備として、県が事業主体となって史実に基づいた建
物復元整備を進める中で活性化に向けて効果を上げるため、受け入れ態勢として、駐車場、トイレ、休憩所
などの便益施設や来訪者の交流を図れる施設として「いつきのみや交流センター」「観光案内所」「史跡公
園口休憩所」の設置や回遊性を高める散策道整備、景観に配慮した修景、誘導案内板、幹線排水路の整
備など長年の懸案事項も含め数々の整備事業を短期間で効率よく優先的に実施してきたところである。
・実績としては、目標である観光客の増加など成果は出ているものの、伊勢神宮へ訪れる約800万人の1割
の来訪者を誘導することはできておらず、お金をかけている割には伸び悩んでいる。
・重点区域はほとんど史跡指定地で、文化財保存のための現状変更等の規制もある中で町は文化庁と
協議しながら施設や散策道の整備など様々なハード整備を行ってきた。今後はそれらを活かした町の活性
化に向けてのソフト事業は行政ではなかなか対応しきれないので、民泊や休憩所、食の提供などの収益事
業は民間の活力を導入して魅力のある史跡に向けて取り組むべきではないか。
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最終評価（住民評価・協議会意見シート）
市町村名

（様式７）

評価対象年度

明和町

H24～R2年

① 住民意見
・復元建物や公園整備など歴史的な整備をしていただいてすばらしい。
・排水整備など長年の懸案事項が、短期間で整備されて非常にありがたい。
・住んでいる土地がどんどんよくなっていく中で、地元も何か協力できることについては、
有志で協力したい。
・近鉄線路の北側はよくなっているが、伊勢街道側（南側）が遅れている。特に斎宮駅前が史跡の中にある
駅としてふさわしくないので、今後は玄関口として整備してほしい。
・史跡の中央から博物館のある西側の整備は充実しているが、東側は手つかずで整備及び活用計画もな
い状態なので、今後どのような整備をするのか方針を出してほしい。
・宿泊施設や食堂、みやげもの屋などを作らないと観光客はこない。
・竹神社をパワースポットとして活用できないか。
・斎王が斎宮の地に入る前にみそぎを行ったと言われている祓川に以前かかっていた神宮橋の再現や隣
接地に祓戸広場を整備したのであれば、みそぎ体験などができるよう祓川の活用も考えるべきではないか。
・観光客を呼び込みたいのなら、文化財を保存するために取得した公有地にもっと四季の花を植えて注目
度を向上させるべきでは。
・町内には斎宮跡だけでなく伊勢神宮と関係のある遺産が散在している。特に日本遺産である大淀地区と
連携して日本遺産巡りのバスツアーや巡回バス、レンタサイクルなどを考えるべきでは。

② 協議会におけるコメント
・計画にある事業を着々と進めていることについては、評価できる。
・来訪者が伸び悩んでいることについては、やはり知名度不足が考えられるが、伊勢神宮がある伊勢市と
連携を図り、斎宮だけで考えるのではなく広域で取り組むべきではないか。
・歴史的風致となっていないが、明和町にとって伊勢街道の歴史文化があったわけであり、今後が伊勢街
道を活用したまちづくりも考えるべきではないか。
・景観についても条例整備などして、まちづくりを検討すべき。
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最終評価（全体の課題・対応シート）
市町村名

（様式８）

評価対象年度

明和町

H24～R2年

① 全体の課題
1．史跡斎宮跡の発掘調査は、開始から50年経過するが史跡指定面積のわずか16％に過ぎず、その
解明にはまだまだ時間を要するため史実に基づいた整備が進まない。
2．本町はかつては神宮領であったことから、伊勢神宮と斎宮・斎王に関わる歴史的資源は町内には
点在している。さらに住民の歴史文化への意識向上を図るためには、関連のある歴史的資源の保存と
活用に取り組む必要がある。
3．散策道は史跡西部から中央部にかけて整備を行ったもので広い史跡全体を回遊できるまで整備が
至っていない。また、散策道をを楽しみながら歩く環境づくりができていない。
また、高齢化が進む中、将来的には広い史跡内を徒歩で回遊するには無理が生じてくることが予想される。
4．本町には宿泊施設がなく、飲食店などの店舗も少ないことから斎宮歴史博物館などの施設に立ち寄る
だけで滞在時間も短く、史跡斎宮跡の歴史的な魅力を十分知ってもらえていない。
5．近鉄斎宮駅の南側は、かつては店舗が立ち並び活性化していたが、現在は後継者不足により店
舗も閉ざされ閑散としているため、史跡の玄関口として活性化に向けた整備が必要である。
6．伝統文化の継承については、少子高齢化の進展、若者の町外への流出等には歯止めに至らず担い手
不足や人材育成の課題は解消していない。また、継承に取り組む各種団体への支援も十分なものに至って
いない。

② 今後の対応
1．斎宮の解明は、発掘調査が始まって50年経過するが史跡指定面積のわずか16％に過ぎず時間を要す
るため、積極的に発掘調査等の調査研究をすすめ、その成果に基づき、理解できるような整備を継続して
行うことが必要である。
2．本町には伊勢神宮と斎宮・斎王に関わる歴史的資源が点在しており、伝承地も含め顕彰活動も行われ
ていた。その一部が日本遺産の構成文化財となっており、それらを保存するための整備と周辺の環境整備
を行い、日本遺産巡りのバスツアーや巡回バス、レンタサイクルなどで回遊性を高め、町民の歴史文化へ
の意識向上を図る。
3．未整備である史跡東部（中町地区）へは、今後も引き続き散策道の延長が必要であるとともに、整備し
た散策道を楽しみながら回遊できるよう、周辺に四季の草花を植栽するなど魅力あるものにする。また、高
齢者が徒歩以外で史跡内を快適に回遊できるよう移動手段を検討する。
4．観光客が長期滞在して斎宮の歴史的な魅力を知ってもらうために、歴史的な趣のある建造物を体験や
情報発信の場、民宿や飲食店などの店舗などに活用できるよう取り組む。
5．かつて斎宮駅前（南側）及び周辺には店舗が立ち並び活性化していたが、現在は高齢化等により店舗
も閉ざされ閑散としているため、景観や店舗の利活用も含め史跡の玄関口として活性化に向けた整備を検
討する。
6．伝統文化の継承は、地域での人材を育成することだけでなく、地域の小学校とも連携して、学校教育と
も連携し、映像を使った授業や出前授業及び現地見学などで町内の郷土・歴史文化を直接触れ、親しむ時
間を設けて、郷土愛の造成を図り、次世代を担う人材の育成にも積極的に取り組むと共に、地域住民の理
解をさらに深められるような普及啓発活動にも努め、次世代に継承できるように取り組む。
また、現在行っている祭りに使う道具等の修理への支援以外に、継承に取り組む各種団体の活動への支
援も制度化することが必要である。
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