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進捗評価シート （様式１-１）

令和２年度進捗評価シート 評価対象年度 令和２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

関係機関の連携のもと、計画の推進を図った。
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、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」の開催を
中止し、計画の変更申請、進行管理・評価についての意見聴取を書面により行った。広川町文化財保護審議委員会について
も開催を中止し歴史まちづくり事業について書面により説明資料を送付した。

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

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名簿 計画の推進体制



進捗評価シート （様式１－２）

令和２年度進捗評価シート 評価対象年度 令和２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

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。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、セミナーや協議会研修に参加した。

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２年１０月２日）

近畿地方都市美協議会（令和２年１１月２５日）



進捗評価シート （様式１-３）

令和２年度進捗評価シート 評価対象年度 令和２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

昨年度、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作成した３次元データ及びオルソ画像を活用し保
存活用計画を策定のため計画書の作成をすすめている。計画書完成は令和３年度予定。

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７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２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、資料の収集に努めた。

熊野古道絵図 養源寺由来の図(梅本和夫氏所蔵）

古歴樞要

収集した資料



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和２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とした。
次年度以降引き続き調査を行う予定であり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７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

調査予定物件（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２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

歴史的風致形成建造物（浦家新宅）の修理・修景を行うため、令和2年11月より工事を開始した。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

歴史的風致形成建造物修理修景工事（改修前） 歴史的風致形成建造物修理修景工事（施工中）

1階平面図 ２階平面図

歴史的風致形成建造物修理修景工事実施設計書



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和２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

重要文化財である濱口家住宅の大規模改修に向けて、所有者と協議を重ねた。

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

濱口家住宅写真（ドローン撮影）

重要文化財濱口家住宅改修計画（案）



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和２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」美装化の工事残り約130ｍ（約6割）を開始した。
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3年度に完成予定。

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

現在約８０ｍ（約４割）が完成



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和２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

令和２年度に広場の設計入札を完了し、工事を開始した。

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

広場部分

現場写真（施工中）



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和２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３年度に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２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2月に執り行われる伝統行事「山本庚申堂 の初庚申」の詳細調査を行う予定であったが、新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響により行事が中止となったため今年度の調査は見送りとなった。

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

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

山本庚申堂 の初庚申の様子（平成27年）



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和２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



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和２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７年度

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

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

令和２年度に実施設計が完了し、工事を開始した。
広場横に駐車場を整備することで地域住民の憩いの場となる広場の機能向上につながる。また、周辺の「稲むらの火
の館」「物産販売・飲食施設　道あかり」観光拠点施設の散策拠点となる。

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２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

平成３０年度に説明看板１１基、令和元年度に説明看板７基と案内看板２基を設置した。令和３年度は町指定文化財
看板の新調を予定している。看板デザインの統一を図るために町全体のサイン計画、ガイドラインの策定に向けて検
討をすすめた。

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

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、文化芸術振興費補助金（日本遺産魅力発信事業）、文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活用事業）

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位置図

現在の看板の状況

日本遺産看板 指定文化財看板



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和２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

今年度は濱口梧陵生誕２００年の節目の年であり記念シンポジウムを６月に予定していたが新型コロナウイルス感染
拡大防止のため開催中止とし11月に記念植樹式のみ行った。例年行われている「稲むらの火祭り」、「津浪祭」につい
ては、規模を縮小しての開催となった。

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）

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２年１１月５日）

稲むらの火祭り（令和２年10月１7日） 濱口梧陵生誕２００年記念植樹式（令和２年11月8日）



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和２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

観光・地域交流センター整備事業

平成30年度～令和２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が完了した。
町内小中学生より愛称を募集し「いなむらの杜（もり）」に決定した。オープンは令和3年4月を予定している。

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・地域交流センター完成写真



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和２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

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日東紡跡地東側付近の工事が完了した。
来年度に広八幡神社鳥居～変電所までのルートも完成予定。
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（日東紡跡地東側付近）整備後

ルート整備平面図（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２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

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２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・飲食施設の工事が完了した。施設名称も「道あかり」に決定した。

地域連携販売力強化施設（道あかり） 完成写真



進捗評価シート （様式１-3）

評価対象年度 令和２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

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、稲むらの火の館から広
八幡神社に向かう観光散策ルートに「稲むらの火」をテーマとした記念公園を整備する。また、平成30年５月に認定さ
れた「日本遺産」の構成文化財となっている「稲むら」を展示し、地域住民の伝統文化の理解促進にもつなげる。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

稲むらの火記念公園（仮称）整備のための用地買収と設計入札が完了した。

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

令和３年度完成予定。

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

項目

稲むらの火記念公園（仮称）整備事業

令和２年度～令和３年度

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画）

整備前

立面図



進捗評価シート （様式１-４）

令和２年度進捗評価シート 評価対象年度 令和２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

文化財放火デーにあわせ、重要文化財広八幡神社と法蔵寺において消火訓練・防災訓練を行う予定であった
が、新型コロナウイルス感染予防のため訓練を中止した。

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

昨年度の防災訓練の様子



進捗評価シート （様式１-５）

令和２年度進捗評価シート 評価対象年度 令和２年度

第118回津浪祭　濱口梧陵翁の遺訓を伝える 令和2年11月28日 有田タイムス

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

濱口梧陵生誕２００年記念関連イベントの記事、稲むらの火関連の記事、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

梧陵さんゆかりの樹３本植樹 令和2年11月21日 和歌山特報

「稲むらの火」の安政南海地震　堤防工事に震災がれき活用 令和2年7月12日 産経新聞

濱口梧陵生誕２００年　梧陵さんへの手紙授賞式 令和2年11月1日 和歌山特報

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

生誕200年記念梧陵足跡紹介 令和2年6月12日 読売新聞

梧陵さんゆかりの樹３本植樹（和歌山特報）生誕２００年記念梧陵足跡紹介（読売新聞）

「稲むらの火」の安政南海地震 堤防工事に震災がれき活
用（産経新聞）

第118回津浪祭 濱口梧陵翁の遺訓を伝える（有田タイムス）



進捗評価シート （様式１-６）

令和２年度進捗評価シート 評価対象年度 令和２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

駐日ブルネイ・ダルサラーム特命全権大使が「稲むらの火の館」を訪問したことで、広川町の防災文化を国内だけで
なく国外にも発信することができ、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

駐日ブルネイ・ダルサラーム特命全権大使が「稲むらの火の館」を訪問

駐日ブルネイ・ダルサラーム特命全権大使の広報記事（広報ひろがわ令和3年2月号）



令和２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

令和２年度進捗評価シート

会議等の開催日時：令和２年４月、令和３年２月（新型コロナウイルス感染予防のため会議は開
催せず、書面による意見聴取を行った。）

（コメントの概要）
〇観光・地域交流センター（いなむらの杜）や物産飲食施設（道あかり）はコロナ禍での開業となり
ますが、遠方からの観光客を呼ぶ前に、町民向けのお披露目イベントや、日本遺産関連のスポッ
トも含めた地元向けのツアーを、ガイド（語り部）の方々にもご協力いただきながら実施し、町民に
地元の良さ、魅力を知ってもらう機会にすることも重要だと考えます。梧陵さんの生誕200年とあ
わせて、関係部局の連携により推進していただければと思います。
〇稲むらの火の館周辺整備が進む中で、ソフト面での整備の遅れが目立つ。今後は日本遺産ガ
イドや町観光協会も視野に連携を考えてはどうか？

（今後の対応方針）
〇町民向けのイベントやツアーなど、ソフト面の整備についても、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。


