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進捗評価シート （様式１-１）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

一元的に歴史まちづくり事業を進めるため、文化財保護と活用部門を教育委員会から企画政策課へ所管替えを行い、まちづく
り行政と文化財行政の連携を強化した。
法定協議会である「広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会」を５月２７日、１１月２８日、３月４日に開催し、計画の変更申
請、進行管理・評価について意見聴取を行った。広川町文化財保護審議委員会は６月６日に開催し歴史まちづくり事業につい
て説明を行った。

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

歴史まちづくり計画の事業推進に向け、庁内組織の情報共有と、目的の共有化を図ることが
必要であり、連携を強化していく。

状況を示す写真や資料等

評価軸①-1
組織体制

項目

計画の推進体制

本計画の推進体制については、教育委員会社会教育班を計画推進の事務局とし、歴史まちづくり法第11条に基づく
広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会において計画推進や計画変更、円滑な事業の実施に向けた相談を行
い、広川町文化財保護審議委員会の協力や和歌山県などの関係部局との調整を図り事業を展開する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会の様子（令和元年１１月２８日）

広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会名簿 計画の推進体制

H31.2



進捗評価シート （様式１－２）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内

容

優れた景観を維持し後世に継承するため、景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景観計画策定に向けた
検討を進めるため、景観づくりセミナーや協議会研修に参加した。
歴史的景観を活かしたまちづくり推進に向けて、歴史的景観都市協議会、近畿地方都市美協議会に加盟した。

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

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

項目

良好な景観の形成に関する施策との連携

広川町の優れた景観を維持し後世に継承するため、景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景
観計画の策定を検討する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

景観づくりセミナー（令和元年８月２６日）

歴史的景観都市協議会 近畿地方都市美協議会



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

状況を示す写真や資料等

広村堤防の本質的価値を明らかにし、望ましい保存・活用の方針を定めるため保存活用計画書を策定す
る。その計画方針に基づき、広村堤防に隣接した私有地を購入し、広場整備を行い史跡の周辺環境の向上
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

広村堤防保存活用計画書策定のため、測量業務を委託しレーザー計測及び空中写真撮影を行い、３次元データ及び
オルソ画像を作成した。広村堤防の現況を正確に把握し、保存活用計画の策定のためのデータとして活用する。

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

保存活用計画を策定し、その計画方針に基づき広場整備を実施する。

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

項目

広村堤防歴史広場整備事業

平成29年度～令和３年度

文化財保存事業費（国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金）

広村堤防測量範囲図 広村堤防測量状況写真

広村堤防測量3Dデータ 広村堤防空中写真（スポット）



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

令和元年度～令和7年度

熊野古道（熊野参詣道紀伊路）整備事業

項目

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価軸③-1

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

文化財保存事業費（国宝重要文化財等保存整備費補助金）

熊野古道鹿ヶ瀬峠史跡本体の整備に向けた発掘調査を行い、保存活用計画書を策定する。策定された史
跡の保存・活用方針に基づき整備を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

熊野古道（熊野参詣道紀伊路）の保存活用計画書策定に向け、現況調査を実施した。

鹿ヶ瀬峠（大峠）

鹿ヶ瀬峠(小峠の地蔵）

鹿ヶ瀬峠案内看板（大峠）

法華壇周辺

令和２年２月調査



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

外観調査にて抽出した町並み保存のために重要な歴史的建造物について、和歌山県建築士会のヘリテージマネー
ジャーに委託し、所有者協力のもと詳細な調査を行う予定であったが、新型コロナウィルス流行に伴う感染予防のた
め、今年度の調査を見送り、次年度引き続き調査を行う。所有者の同意が得られれば国登録文化財への登録を目指
す。
国登録文化財の登録により、地域住民の町並み保存に対する意識の向上とともに、重要な歴史的建造物の保護につ
ながる。

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

良好な町並みを保存するために重要な歴史的建造物は、国登録文化財への登録や
歴史的風致形成建造物への指定を進める。

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

歴史的町並み調査事業

平成29年度～令和３年度

和歌山県補助事業（わがまち元気プロジェクト）

広地区の市街地には、中世に行われた町割に近世から近代にかけて建築された建造物が良好な状態で佇
む。町並み把握調査が行われていないため、所在調査や建築時期等の調査を行い、歴史的風致形成建造
物への指定を推進する。

評価軸③-1

調査物件（﨑山家住宅本宅）



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

■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

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

歴史的風致形成建造物については、その活用とあわせて修理・修景を行う。事業にあたっては、建物調査
を行い、伝統的様式の復元を基本とした基礎調査を踏まえ、それぞれの建物の特色に即した修理・修景を
行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

「日本遺産おもてなしセンター（仮称）」としての活用を図り、歴史的風致形成建造物の修理・修景を行うため、実施設
計書を作成した。歴史的風致形成建造物の適正な保護と活用を行うことで、良好な町並み景観の形成や歴史・文化の
周知が図られる。

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）

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

項目

歴史的風致形成建造物修理修景事業

平成29年度～令和７年度

日本遺産おもてなしセンター（仮称）活用予定物件

「日本遺産おもてなしセンター（仮称）」平面図



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

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

重要文化財濱口家住宅整備事業

平成29年度～令和７年度

文化財保存事業費（国宝重要文化財等保存整備費補助金）

濱口家住宅は、近世から明治に至る屋敷構えが一体で残り、地域を代表する商家の発展過程を示すものと
して重要な意義を有している建物である。大規模な住宅で複雑な屋根構成となっているため、雨漏りや経年
により建物の傷みが進んでいる。整備の基本方針を策定し修理を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

平成３０年９月の台風被害により破損した重要文化財（建造物）濱口家住宅南米蔵ほか５棟の部分修理を行った。
重要文化財である濱口家住宅の修理事業を行い、濱口家住宅の歴史的・文化的価値と魅力の向上を図る。

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

項目

濱口家住宅台風被害の修復状況（令和２年２月）

御風楼風呂及び厠（損傷状況）

御風楼風呂及び厠（修理後）北米蔵東庇（修理後）

北米蔵東庇（損傷状況）



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

良好な市街地環境の保全整備と町並みとの調和のため、「大道」美装化の工事約80ｍ（約4割）を行った。
重点区域内の歴史的景観の保全整備を図り、来訪者の周遊性の促進を目指す。

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

令和2年度に残り約130ｍ（約6割）を完成させる。

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

町道美装化事業

平成29年度～令和３年度

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

重点区域内の町道について、良好な市街地環境の保全整備と来訪者の周遊性を高めるために、町並みと
の調和した美装化を進める。「稲むらの火」の津波避難経路であり、広八幡神社の渡御順路でもある「大道」
の舗装整備を行う。

評価軸③-1

「大道」美装化の整備計画

３月末時点の

現場写真

令和2年3月末現在



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

平成29年度～令和３年度

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

重点区域内に公園と広場を整備することで、良好な市街地環境の保全整備と来訪者の周遊性を高めるた
めに、町並みとの調和した公園と広場の整備を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

地権者との用地買収が全て完了した。

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

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

項目

公園・広場整備事業

公園・広場の整備イメージ



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

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

令和3年度に完成予定。

状況を示す写真や資料等

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

重点区域内に水路を整備することで、良好な市街地環境の保全整備と来訪者の周遊性を高めるために、
町並みと調和した水路の整備を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

水路整備計画に基づき、令和2年度以降町並みとの調和した水路の工事を行う。

進捗状況　※計画年次との対応

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

項目

水路整備事業

平成29年度～令和３年度

水路整備図面



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

広川町山本地区で７月に執り行われる伝統行事「明神さん」祭りの詳細調査を行い記録を作成した。
伝統行事が記録・保存されることで住民共有財産としての認識が進み、歴史・伝統を活かした地域づくりが推進する。

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

今後、調査結果を広報誌に掲載するなど、町全体の住民の共有財産としての認識を
広めるための取り組みが必要である。

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

伝統行事調査事業

平成28年度～令和７年度

町単独事業

町内に多数残されている伝統行事等は各地域で継承されるにとどまっていることから、町全体の住民の共
有財産としての認識を広めるため、詳細調査・記録作成に取り組む。

評価軸③-1

「明神さん」調査様子（令和元年７月）



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

歴史的町並みや熊野古道など歴史遺産を保護継承する団体の組織化を図り、その
後の活動を支援していくことが重要である。

状況を示す写真や資料等

町単独事業

広川町の歴史文化遺産の保存・活用に係る文化財保護・まちづくり団体を支援する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

住民と行政の協働による町全体で文化財を支えていく体制を構築するため、「広川町古典芸能保存会」「広村堤防保
存会」「広川町語り部サークル」に補助金を支出した。
地域住民等との協働による歴史文化遺産を生かしたまちづくりにより、歴史まちづくりに対する地域住民等の意識向上
が図られる。

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）

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

項目

歴史まちづくり団体支援事業

昭和56年度～令和７年度

広川町語り部サークル「梧陵語り部ジュニア」活動の様子（令和２年１月）



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

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

町並み散策拠点駐車場整備事業

平成29年度～令和２年度

和歌山県事業、町単独事業

広地区に残る伝統的な町並みや「稲むらの火」関連史跡の広村堤防などを巡る散策拠点となる駐車場を整
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

地権者と協議を踏まえ、稲むらの火の館周辺整備とあわせて町並み散策拠点となる駐車場位置の選定を進めた。
多くの来訪者を呼び込むことで「稲むらの火」「濱口梧陵」の理解や知名度が向上するとともに、「広村堤防」「濱口家住
宅」「旧戸田家住宅」などの歴史遺産の散策拠点となる。

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

項目

稲むらの火の館周辺整備イメージ図



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

日本遺産の構成文化財の周遊の促進を図るため、全体案内板2箇所、構成文化財に個別・複合案内看板を9箇所設
置した。
観光客等への案内・説明機能が強化されて周遊性が高まるとともに、地域住民の文化財の理解が深まり、地域への
愛着と歴史的環境を大切にする心の醸成につながる。

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

平成30年度と令和元年度の2箇年で計25箇所設置し、案内看板設置事業は完了し
た。今後町全体のサイン計画やガイドラインの策定が必要である。

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

周遊性向上検討・案内板設置事業

平成29年度～令和７年度

町単独事業

重点区域や熊野古道の周遊性を向上させるためのサイン計画やガイドラインを検討し、計画書を策定する
とともに文化財等の説明板、周遊観光や町並み探訪等に資する誘導標識などを整備する。案内板設置に
あたっては、訪日外国人旅行者を呼び込み、外国人向けの受入環境の充実を図るために、多言語の案内
板等を整備する。

評価軸③-1

日本遺産構成文化財案内看板設置個所

設置の状況（令和２年２月）

設置の状況（令和２年２月）

設置の状況（令和２年２月）



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

■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

町単独事業

「稲むらの火」に関する啓発事業や濱口梧陵の顕彰事業を実施する。令和2年（2020）濱口梧陵生誕200年、
令和7年（2025）「世界津波の日（World Tsunami Awareness Day）」制定10周年など節目の年には、講演会
やシンポジウム等を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

１１月５日に「津浪祭」を開催し、防災啓発や濱口梧陵の顕彰事業を実施した。観客者数は５０名。また、平成３０年５月
に広川町の防災文化のストーリーが日本遺産に認定されたため、９月１日（日）の防災の日に、エルセラーンホール
（大阪市）において、日本遺産認定記念シンポジウムを開催し、広川町の防災文化の啓発・ＰＲを行った。参加者数は
４１０人。多くの方々の参加により広川町の歴史的な魅力について理解が深まった。

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）

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

項目

「稲むらの火」関連事業

平成27年度～令和７年度

「津浪祭」の式典と土盛りの様子（令和元年１１月５日）

「日本遺産認定記念シンポジウム」（令和元年９月１日） 稲むらの火祭り（令和元年１０月１９日）



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

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

事業繰越により令和2年度完成予定。

状況を示す写真や資料等

観光・地域交流センター整備事業

平成30年度～令和元年度

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

長時間滞在型観光を目指し、稲むらの火関連視察散策ルートの広八幡神社周辺に観光客のステーション
的役割を果たす観光交流センターと地域住民の伝統文化の理解促進や地域住民交流の活性化を目的とし
た地域交流センターの併設施設を建築する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

観光客のステーション的役割を果たす観光交流センターと地域住民の伝統文化の理解促進や地域住民交流の活性
化を目的とした地域交流センターの併設施設の工事契約及び工事監理の契約を行った。
稲むらの火関連施設散策ルートの機能向上で観光客の誘致が進み、回遊性が高まるとともに、祭礼などの伝統文化
の継承の理解促進や地域住民交流の活性化が図れる。

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

項目

観光・地域交流センターの詳細図



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

状況を示す写真や資料等

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

令和2年度工事完成予定。

平成30年度～令和４年度

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

「稲むらの火」関連文化遺産や町並みをめぐる観光周遊ルートの設計が完了し、工事契約を行った。
重点区域内の歩行環境が改善され、周遊性が高まることで来訪者の往来が活発となる。

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）

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

観光周遊ルート整備事業

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

「稲むらの火」関連文化遺産や町並みをめぐる歩行環境を整備し、散策ルートの魅力向上を図る。

評価軸③-1

観光周遊ルートの整備平面図（上側 広八幡神社鳥居～変電所、下側 日東紡跡地東側付近）



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内

容

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

令和2年度繰越。

状況を示す写真や資料等

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

項目

地域連携販売力強化施設整備事業

平成30年度～令和元年度

農山漁村振興交付金（農林水産省）

稲むらの火の館、広村堤防、稲むらの火区域を巡る長時間滞在型の観光を推し進めるため、稲むらの火の
館の隣接地に物産販売・飲食施設を整備する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

物産販売・飲食施設のための用地交渉、買収を全て終え、実施設計が完了した。また、令和2年3月に工事入札を実施
する。

地域連携販売力強化施設整備イメージ図

計画平面図



進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内

容

１月１９日に重要文化財広八幡神社と法蔵寺において消火訓練・防災訓練を行い、防犯体制の強化について注意
喚起した。また、１月に県指定史跡耐久社に湯浅広川消防組合による立ち入り検査を行った。
地元消防団と所有者、企画政策課が連携して実施することにより、防災意識の向上が図れた。

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

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

文化財の防災に関する取り組み

防災訓練を毎年文化財防火デーにあわせ、重要文化財広八幡神社や法蔵寺において地元消防団と所
有者、教育委員会が連携しており、今後も継続して行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

防災訓練の様子（令和2年1月19日）



進捗評価シート （様式１-５）

評価対象年度 令和元年度

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

日本遺産認定記念シンポジウム、濱口梧陵国際賞受賞、津浪祭などが新聞に掲載され、町内外へのアピールとともに
歴史まちづくりや広川町に対する関心が高まった。

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）

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

児童の「梧陵」の語り部認定 令和2年1月29日 読売新聞

パラ採火　「稲むらの火祭り」の火使用 令和2年2月7日 読売新聞

梧陵の防災意識広めたい
濱口梧陵国際賞の2人　「稲むらの火の館」視察

令和元年11月6日 読売新聞

濱口梧陵生誕200年プレイベント　和歌山県広川町日本遺産記念シン
ポジウム　濱口梧陵を生んだ紀州広川の挑戦

令和元年9月27日 産経新聞

「命守る」誓い新た　安政南海地震犠牲者を追悼 令和元年11月6日 読売新聞

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道

報道等タイトル 年月日 掲載紙等

中国外交部中堅幹部代表団が稲むらの火の館に来館 令和元年8月22日 広報ひろがわ10月号

安政南海地震犠牲者を追悼（読売新聞）稲むらの火の館に来館（広報ひろがわ）

パラ採火「稲むらの火祭り」（読売新聞）

和歌山県広川町日本遺産認定記念シンポジウム（産経新聞）



進捗評価シート （様式１-６）

評価対象年度 令和元年度

計画に記載
している内

容

状況を示す写真や資料等

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

津波・高潮に対する防災・減災に関して功績をあげた国内外の研究者らに贈られる賞である「濱口梧陵国際賞」の受
賞者が「稲むらの火の館」を訪問したことで、広川町のブランド化や住民のアイデンティティの再確認につながり、広
川町の防災文化を国内外に発信し、観光振興などを通じた広川町の活性化が図れる。

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

評価軸⑥-1
その他（効果等）

項目

濱口梧陵国際賞受賞者が「稲むらの火の館」を訪問

濱口梧陵国際賞受賞者来館の新聞記事（令和元年11月6日読売新聞）

※津波防災の日、11月5日が、2015年12月の国連総会において「世界津波の日」とし
て制定された機会をとらえ、沿岸防災技術に係る国内外での啓発及び普及促進を図
るべく、私財を投げうって村人の命を津波から守った濱口梧陵の名前を冠した「濱口
梧陵国際賞」が創設された。



令和元年度
・法定協議会等におけるコメント

法定協議会等におけるコメント　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　（様式２）

評価対象年度

コメントが出された会議等の名称：広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会

会議等の開催日時：令和元年５月２７日（月）午後３時～
　　　　　　　　　　　　  令和元年１１月２８日（木）午後１時３０分～
                            令和２年３月４日（水）午後２時００分～

（コメントの概要）
①８頁　町道美装化事業
　舗装のデザインは景観形成上極めて重要です。既に整備されたものは仕方ありませんが、今後良質なデ
ザインを導入するためにも、専門部会（舗装に限らず、公共空間整備に対するもの）を設置する等により十
分な検討を行うべきです。
②９頁　公園・広場整備事業
　整備に関する専門部会については上記の通り。
　火の館向かいの広場については、定期的にマルシェイベントを開催する等、具体的な活用方法を関係者
や町民を巻き込んで検討する必要があります。現在の広川町の状況を踏まえると観光客だけではなく町民
が積極的に利用する仕掛けを考えておかないと持て余してしまいます。
③16頁　観光・地域交流センター整備事業
　開館までに、地域活動団体（教育、子育て、地域づくり、歴史文化など）や町民によりセンターの活用の仕
方について意見交換を行う場（ワークショップ等）を実施し、センターを町民が「育てる」意識づけや体制づく
りを行うことが不可欠です。
④17頁　観光周遊ルート整備事業
　舗装等の設計の進め方については前述のとおり。
　※歴まちに関わる公共空間整備のデザインガイドライン等があるべき。
　観光客の「周遊」を実質的に促すためには、試行的にまち歩きのガイドツアーを実施することも検討して
はどうか。リブランディングの古民家公開イベントを発展させ、広八幡神社まで含めたまち歩きツアーを実
施する等。
⑤18頁　地域連携販売力強化施設整備事業
　指定管理（予定）事業者には、設計の過程でプランや整備等について確認や意見を得ていますか？
　９頁の広場整備とも関連しますが、物産販売事業者とも連携しながら、広場で定期的に朝市やマルシェイ
ベント等を実施できるとよいのではないか。
⑥熊野古道(参詣道紀伊路)整備事業
　看板整備については、世界遺産登録時に３県協議会（奈良・三重・和歌山）で策定した３県基準モデルに
て統一感を持って整備願いたい。
⑦周遊性向上検討・案内板設置事業
　特に「熊野古道」に関しては、３県基準モデルの案内板仕様にて整備願いたい。できれば、他の案内板も
色調、デザインに統一感を持って整備願いたい。
⑧放置されている空家が目立ちます。
災害時に倒壊して避難の妨げになるかもしれないし、平素犯罪が起きる可能性も有り、ゴミの放置で衛生
上も悪く、景観も悪いと思うのですが、このままにするしかないのですか。
⑨歴史的風致維持向上計画に基づき文化財の保存活用計画の策定が進められており、望ましい状況であ
る。今後は文化財保護法に基づく文化財保存活用地域計画の策定も検討いただきたい。また、文化財を
活かした事業は継続性が重要である。文化財専門職員の配置など体制の充実も検討いただきたい。
⑩歴まちの補助事業で整備されたハード（空間）をしっかり使いこなしていくための方策を計画段階から検
討しておくことが重要です。戸田家や物産センター、交流センター等の建物だけではなく、広場や町道も同
様です。火の館前の広場や地域交流センターの活用アイデアについては、梧陵生誕200年事業の一環とし
て、町民や子どもたちから提案を募りアイデアコンペのような形で審査委員会で優れた案を選定して、実際
に実現（事業化）するプロジェクトを実施してはどうでしょうか。

（今後の対応方針）
①②⑤⑧：景観に配慮した整備を検討する仕組みを考え、今後景観条例の策定（ガイドライン作
成を含む）に向けて取り組んでいきます。指定管理業者とは設計過程で十分協議できています。
③④⑥⑦⑩：関係課と協議・連携のうえ実施に向けて検討していきます。
⑨：まず広村堤防史跡等保存活用計画を作成し、その後地域計画を策定する予定です。


