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Ⅰ．地域事業 

１．メインルート事業  

 

（１）関西５私鉄連携事業 

 

歴史街道関西５私鉄連携スタンプラリー 

 

平成２７年度スタンプポイント（各社４箇所） 

沿線名 スタンプポイント 

近鉄沿線 
羽曳野市立陵南の森総合センター、アイセルシュラホール、伊勢市観光案内所(外宮
前)、奈良市観光センター 

南海沿線 
高野山霊宝館、堺伝統産業館館、さかい利晶の杜、岸和田城二の丸公園観光交流セン
ター 

阪急沿線 宝積寺、大山崎町歴史資料館、逸翁美術館、高槻市立しろあと歴史館 
阪神沿線 尼崎市立文化財収蔵庫、貴布禰神社、生田神社、芦屋市立図書館打出分室 
京阪沿線 大阪市立科学館、八幡市観光協会(観光案内所)、石清水八幡宮、御香宮神社 

 

平成２７年度「ＢＩＮＧＯ ｄｅ ラリーウォーク」 

実施日 イベント内容 参加人数 
５月３０日（土） 近鉄：「レトロ風情たっぷり“お伊勢さん”を巡るコース」 １４名 
６月１４日（日） 南海：「古代から栄えた町、堺の史跡・観光スポットを巡るコース」 ２０名 
６月２１日（日） 阪急：「天下分け目の天王山に抱かれた歴史を楽しむコース」 荒天中止 
７月 ５日（日） 阪神：「文学のまち芦屋から西宮酒蔵を巡るコース」 ２７名 
７月１８日（土） 京阪：「八幡の歴史に親しむコース」 １７名 

 

平成２８年度スタンプポイント（各社４箇所） 

沿線名 スタンプポイント 
近鉄沿線 春日大社、箱本館「紺屋」、おたべ本館、誉田八幡宮 
南海沿線 道の駅「柿の郷くどやま」、西條酒造、岸和田だんじり会館、淡嶋神社 
阪急沿線 小林一三記念館、箕面山瀧安寺、天神橋筋商店街、大阪くらしの今昔館 
阪神沿線 綱敷天満宮、浜福鶴吟醸工房、琴城ヒノデ阿免本舗、芦屋市谷崎潤一郎記念館 
京阪沿線 市立枚方宿鍵屋資料館、石清水八幡宮、月桂冠大倉記念館、三井寺(園城寺) 

 

平成２９年度スタンプポイント（各社４箇所） 

沿線 スタンプポイント 
近鉄沿線 国民宿舎葛城高原ロッジ、高山竹林園、プリンの森・カフェ、郡山城趾 
南海沿線 りんくう公園、堺伝統産業会館、浪花酒造、観心寺 

阪急沿線 
六甲山天覧台、箕面市立郷土資料館、桜井商店街、 
幕末維新ミュージアム霊山歴史館 

阪神沿線 甲子園歴史館、竹中大工道具館、沢の鶴資料館、野里住吉神社 

京阪沿線 
「坂本ケーブル」ケーブル延暦寺駅、鳥せい本店、呼人堂、 
「近江國一之宮」建部大社 
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（２）ゾーン単位での広域官民連携事業 

 

◇「伊勢～飛鳥」間 日本風景街道「伊勢街道」事業 

 

平成２７年度 

９月５日（土） 
おかげの国フォーラム 
「伊勢の斎王（いつきのひめみこ）の雅な生活を垣間見る」 

伊勢 
商工会議所 

１３５名 

２月 7日（日） 
おかげの国フォーラム 
「お伊勢参りの街道と食」 

伊勢 
商工会議所 

１３０名 

11 月 15 日（日） 

第９回伊勢街道交流フォーラム 
「ノルディックウォーキング」 
講演「旅日記に見る伊勢参宮」、パネルディスカッション「ま
ちづくりと伊勢街道」 

宇陀市 
 
 １２名 
 ５６名 

 

平成２８年度 

９月２５日（日） 
宇陀の佐吉石造物をめぐるノルディックウォーキング 
体験会 

宇陀市 ３４名 

11 月 20 日（日） 
第１０回伊勢街道フォーラム「「生誕２００年記念」 西村
広休の足跡」 

多気町 
 ５２名 
 ８１名 

 

平成２９年度 

11月 12日（日） 
大師山石仏群を巡るノルディックウォーキング体験会と新
作講談と対談 

宇陀市 
１５名 
５７名 

11 月 18 日（土） 第１１回伊勢街道フォーラム 桜井市 
２０名 
４０名 

 

 

◇「飛鳥～奈良～京都」間 

 

平成２７年度 リレー現地講座 第４幕「みちに秘められた ものがたり」 

実施日 イベント内容 開催場所 参加人数 

４月１8日（土） 
「平等院対岸と街道の魅力をさぐる～名物ランチ“宇
治丸弁当”付き～」 

宇治市 
(京街道と共催) 

１８名 

５月１６日（土） 「安倍山田道① 仏教伝来の地と氏寺跡を巡る」 桜井市 ３１名 
６月７日（日） 「安倍山田道② 飛鳥への道‐蘇我氏、飛鳥に進出」 明日香村 ３７名 

６月２８日（日） 
「安倍山田道③ 下（しも）つ道と軽（かる）の術
（ちまた）をたどる」 

橿原市 ３９名 

８月８日（土） 「闘鶏国（つげのくに）と奈良の都～水と氷が繋ぐ道～」 天理市・奈良市 ４１名 

 

平成２８年度勉強会 

 実施日 勉強会 講師 

①  ５月 ９日(月) 
資料でたどる鉄道の足跡 ― 天理 
軽便鉄道・関西鉄道大仏線 

天理大学附属天理参考館 交通文化室  
乾 誠二氏 

②  ６月 ７日(火) 奈良の食文化とそのルーツ 
NPO法人奈良の食文化研究会  
理事長 瀧川 潔氏 

③  ７月１９日(火) 
木津川市とその周辺の鉄道構造物 
（関西線・片町線・奈良線・桜井線） 

大仏鉄道研究会会員 内田 照男氏 

④  ８月２４日(木) 
「近鉄百年史」 
ＪＲ畝傍駅見学、近鉄橿原神宮前駅 
見学 

近畿日本鉄道株式会社 秘書広報部  
広報部長 原 恭 氏 
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平成２９年度勉強会 

 実施日 勉強会 講師 

①  6月 19日(月) 
大和の食文化圏にみる“あじわい”の 
歴史 

冨岡典子氏 奈良新聞社 
「大和の食文化」著者 

②  3月 ７日(水) びわ湖にみるサイクルツーリズム 
輪の国びわ湖推進協議会 
事務局長 佐々木 和之氏 

 

第５幕「鉄道と御乗用列車（お召し列車）の記憶を追って」（平成２９年度） 
実施日 イベント内容 開催場所 参加人数 

４月１５日（土） ＪＲ奈良線の鉄道構造物を探る 木津川市 ２２名 
４月２９日（土・祝） ＪＲ畝傍駅貴賓室公開と幻の小房線をたどる 橿原市 ３５名 

 

第６幕「和食の歴史でめぐる飛鳥－奈良－京都」（平成２９年度） 
実施日 イベント内容 開催場所 参加人数 

２月２４日（土） 奈良・食にゆかりの社めぐり 奈良市 １２名 
３月１７日（土） おいしい・楽しい・聖徳太子の里めぐり 斑鳩町 １５名 

 

 

 

 

◇「京都～大阪」間（京街道・淀川左岸地域連携事業） 

 

平成２７年度 

 実施日 内容 開催場所 参加者 

① ４月１８日（土） 
「平等院対岸と街道の魅力をさぐる 
～名物ランチ“宇治丸弁当”付き」 

宇 治 市 １８名 

② ４月２４日（金） 「京街道、枚方宿を歩く歴史とうまいもん再発見」 枚 方 市 ４２名 

③  ５月２０日（水） 
「香里園から京街道へ～水辺のくらしと日本最古の築
堤事業」 

寝屋川市 ４５名 

④  ５月２４日（日） 「やわたでお菓子なクイズラリー」 八 幡 市 ７５名 
⑤  ６月２０日（土） 「万葉人が愛した巨椋池を訪ねて」 久御山町 ３３名 

 

平成２８年度 

 実施日 内容 開催場所 参加者 
① ９月２９日（木） 日本遺産認定 流れ橋と浜台の「浜茶」を味わう 久御山町 １５名 
② 11 月 23 日（水・祝） 京街道、茶の道を歩く 枚 方 市 ３６名 
③ １１月３０日（水） 国宝と寛永文化に触れる一日旅 八 幡 市 ４２名 
④ １２月１２日（月） 宇治茶巡りガイドツアー 宇 治 市 ２５名 
⑤ １月２６日（木） かほりの丘の歴史を訪ねて 寝屋川市 ３４名 

 

平成２９年度 

 実施日 内容 開催場所 参加者 
① １１月３日（金・祝） 橋本～京街道、石清水八幡宮名水の地をめぐる 八 幡 市 ３４名 
② １１月２４日（金） 水との闘い、そして共存～市域の淀川周辺を歩く～ 寝屋川市 ３５名 
③ １２月 ２日（土） 枚方宿・水の路めぐり 枚 方 市 ２５名 
④ １２月１２日（火） 宇治川の美しい自然景観 宇 治 市 １６名 
⑤ １月１４日（日） 往時の巨椋池を偲ぶ 久御山町 ３２名 
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＜西国街道リレーウォーク＞ 

 

平成２７年度 

 実施日 内容 主催 参加者 
① １０月 ４日（日） 「西国街道から高槻城下町へ」 高槻市立しろあと歴史館 ４６名 
② １０月１７日（土） 「街道集落大山崎と西国街道を歩く」 大山崎町歴史資料館 ４５名 
③ １０月２４日（土） 「尼崎城下町をめぐる」 尼崎市立文化財収蔵庫 ４０名 

④ １０月３１日（土） 
「伊丹郷町と西国街道、有馬道をた
どる」 

伊丹市立博物館 ２６名 

⑤ １１月 １日（日） 
「城下町・在郷町茨木と在郷町を支
えた街道」 

茨木市立文化財資料館・
茨木市観光協会 

５３名 

⑥ １１月 ８日（日） 「在郷町吹田を歩く」 
吹田市立博物館・ 
吹田郷土史研究会 

３７名 

⑦ １１月２１日（土） 「旧西宮町めぐり歩き」 西宮市立郷土資料館 ５２名 
⑧ １１月２８日（土） 「向日町と西国街道を歩く」 向日市文化資料館 ３５名 

 

平成２８年度 

 実施日 内容 主催 参加者 
① １０月 ９日（日） 阪急上牧からＪＲ高槻駅へ 高槻市立しろあと歴史館 ４４名 

② １０月２９日（土） 
街道を歩く会-西国街道と多田道、大
坂道を歩く 

伊丹市立博物館 ２７名 

③ １１月 ５日（土） 幻の西国街道を歩く 西宮市立郷土資料館 ７２名 
④ １１月 ６日（日） 西国街道と能勢街道の交差点を歩く 吹田市立博物館 ５３名 
⑤ １１月１２日（土） 近現代の鉄道敷設と西国街道 大山崎町歴史資料館 ２６名 

⑥ １１月１９日（土） 
塚口から尼崎まで 尼崎と伊丹を結ぶ
街道･鉄道沿いを歩く 

尼崎市立文化財収蔵庫 ３０名 

⑦ １１月２６日（土） 
明治･昭和の鉄道沿線と西国街道を歩
く 

向日市文化資料館 ２９名 

⑧ １２月 ４日（日） 茨木の交通近代化遺産と地域をめぐる 
茨木市立文化財資料館・
茨木市観光協会 

３５名 

 

平成２９年度 

 実 施 日 内容 主催 参加者 

① ９月２３日(土・祝） 『日本書紀』の舞台を歩く 
茨木市立文化財資料館 
茨木市観光協会 

１７名 

② ９月２４日（日） 
津戸の中道 
－秀吉の中国大返しの道をたどる－  

吹田市立博物館 ５０名 

③ ９月３０日（土） 
街道を歩く会 
－伊丹における山陽道と行基－  

伊丹市立博物館 １９名 

④ １０月８日（日） 
古代の役所・嶋上郡衙と大王墓・今
城塚古墳を訪ねて 

高槻市立しろあと歴史館 ５２名 

⑤ １１月１２日（日） 
都市に残る旧地形の痕跡を探す 
－旧中国街道近辺の遺跡を歩く－ 

尼崎市立文化財収蔵庫 ３６名 

⑥ 11 月 19 日(日) 
さくらＦＭウォーク 上ケ原周辺の
文化財をめぐる 

西宮市立郷土資料館 ５１名 

⑦ １１月２５日（土） 古代山陽道と大山崎の遺跡を歩く 大山崎町歴史資料館 ２５名 

⑧ １２月９日（土） 
古代の街道と向日町界隈の遺跡・寺
社訪ねて 

向日市文化資料館 ３０名 
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＜歴史街道講演会＞ 

 

平成２７年度 

歴史街道リレートーク（講演会） 
・開催日時：９月２６日（土）１３：００～１６：４０ 
・開催場所：西宮市役所東館大ホール             （１６４名） 
・テ ー マ：「西国街道～町・めぐり歩き～」 
内  容 

演  題 講  師 
「向日町の町並みと西国街道」 向日市文化資料館  玉城 玲子 氏 
「街道集落大山崎と離宮八幡宮」 大山崎町歴史資料館  福島 克彦 氏 
「島本町の街道と近代化」 島本町教育委員会  久保 直子 氏 
「芥川宿と高槻城下町の成立」 高槻市しろあと歴史館  西本 幸嗣 氏 
「城下町・在郷町茨木と物流のみち茨木街道」 茨木市立文化財資料館  高橋 伸拓 氏 
「在郷町吹田-吹田津と舟運のにぎわい」 吹田市立博物館  藤井 裕 之氏 
「城下町尼崎の成立」 尼崎市立文化財収蔵庫  楞野 一裕 氏 
「旧西宮町名所案内」 西宮市立郷土資料館  俵谷 和子 氏 
《パネルディスカッション コーディネーター》   西宮市立郷土資料館  合田 茂伸 氏 

 

平成２８年度 

歴史街道リレートーク（講演会） 
・開催日時：９月２４日（土） １３：００～１７：１０ 
・開催場所：大山崎ふるさとセンター３階ホール      （１４０名） 
・テ ー マ：近代のうつりかわりと鉄道・みちと交通史 
内  容 

演  題 講  師 
京都西郊の鉄道敷設と西国街道 向日市文化資料館  玉城 玲子 氏 
吉田初三郎鳥瞰図にみる島本町の交通史 島本町教育委員会  久保 直子 氏 
昭和初めの大高槻町と交通 高槻市立しろあと歴史館  西本 幸嗣 氏 
茨木の街道と鉄道 茨木市立文化財資料館  清水 邦彦 氏 
吹田をめぐる街道と鉄道 吹田市立博物館  藤井 裕之 氏 
伊丹市域の西国街道について 伊丹市立博物館  亀田 浩 氏 
尼崎の水運と陸運 尼崎市立文化財収蔵庫  楞野 一裕 氏 
もうひとつの西国街道～越水から打出へ～ 西宮市立郷土資料館  俵谷 和子 氏 
《パネルディスカッション コーディネーター》   大山崎町歴史資料館  福島 克彦 氏 

 

平成２９年度 

歴史街道リレートーク（講演会） 
・開催日時：９月９日（土） １３：００～１７：００ 
・開催場所：高槻市立今城塚古代歴史館           （１６０名） 
・テ ー マ：「古代のみちと遺跡を語る」 

内  容 
演  題 講  師 

古代の都・長岡京と乙訓の古道 向日市文化資料館  玉城 玲 氏 
大山崎町域の古代山陽道～紀貫之が見た風景～ 大山崎町教育委員会  角 早季子 氏 
しまもとの古代山陽道 島本町教育委員会  久保 直子 氏 
嶋上郡衙と大原駅 高槻市立今城塚古代歴史館  内田 真雄 氏  
中河原北遺跡と古代山陽道 茨木市立文化財資料館  清水 邦彦 氏 
垂水布施屋と古代の道～行基の足跡～ 吹田市立博物館  中牧 弘允 氏 
行基の伊丹台地開発と難波宮 伊丹市教育委員会  中畔 明日香氏 
古代の尼崎について～猪名寺廃寺を中心に～ 尼崎市立文化財収蔵庫  井上 亮 氏 
高畑町遺跡と津門大塚町遺跡 西宮市立郷土資料館  山田 暁氏 
《パネルディスカッション コーディネーター》   高槻市立しろあと歴史館  中西 祐樹 氏 
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（３）ツアー開発（クラブツーリズムとの共同企画） 

 

平成２７年度 

 実施日 場所 内容 参加者 

①  
５月２１日（木） 
５月２８日（木） 

猪名川町 
古きよき時代の面影を残す町、いながわ 銀銅山、木喰
仏（もくじきぶつ）をめぐる 

２８名 
２１名 

①  ６月２０日（土） 宇陀市 
僧侶の案内で室生寺を特別拝観、宇陀・滝谷(たきだに)
花しょうぶ園と “あきの蛍能”鑑賞 

１４名 

②  ９月２８日（月） 伊賀市 松尾芭蕉ゆかりの史跡めぐりと伊賀の町並み散策 ２１名 
③  １２月１１日（金） 京都市 舞妓さんお座敷体験＆京都花街の街歩き ３９名 
④  ３月３日（木） 大和郡山市 大和な雛まつりと金魚の町大和郡山を訪ねて ３０名 

 

平成２８年度 

 実施日 場所 内容 参加者 
① ５月２０日（金） 近江八幡市 歴史を追い求めて安土へ！織田信長の史跡めぐり ２４名 
② ９月２８日（水） 大山崎町 大山崎町の歴史探求とアサヒビール大山崎山荘美術館見学  ２４名 

③ １１月２２日（火） 吉野町 
観光特急「青の交響曲（シンフォニー）」乗車と金峯山寺
蔵王堂秘仏本尊特別御開帳 

 ３４名 

 

平成２９年度 

 実施日 場所 内容 参加者 
① ４月２６日（水） 葛城市 二上山麓あるき、當麻寺から石光寺を訪ねる ３１名 
② ６月 ５日（月） 神戸市 幕末・開港・外国人居留地から港町神戸を訪ねる ６０名 

③ １０月１７日（火） 明日香村 
秋深まる飛鳥を訪ねて～謎に包まれた不思議な石造物めぐ
り 

３１名 

④ ３月２７日（火） 
和歌山市 
紀の川市 

和歌山電鐵貴志川線に乗って三社参り（日前宮・竈山・
伊太祁曽） 

３０名 
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２．ネットワークエリア事業 
 

１ 関西の歴史的地域、全体の底上げを目指して 

 

（１） 歴史街道モデル事業のフォローアップ 

歴史街道モデル事業地区では各地域の個性と魅力を創出するため、各市町村の「歴史テー

マ」を設定。それを積極的に活用することで、 

① 歴史文化を活かした道路、河川、港湾整備 

② 地域のシンボルとしての文化施設、公園などの整備 

③ 歴史と自然に調和した環境整備 

④ モデルコース上および周辺における案内表示の整備 

⑤ 情報サービスの拡大と充実 

⑥ 歴史文化を活かした空間づくりの演出 

⑦ イベント、ウｫークラリーなど、地域と一体となったまちづくり 

などの事業が推進されています。 
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府県名 地区名 主な整備事業 

福井県 

今庄町(南越前町) 国道365号整備、今庄宿景観整備、木ノ芽城塞群周辺環境整備、湯尾峠周辺整備 等 

南条町(南越前町) 日野川河川整備、妙泰寺周辺整備、国道365号整備、県道杣山城址線整備 等 

金津町(あわら市) 県道トリムパークかなづ線整備、サイクリングロード整備、駅前総合案内板整備等 

永平寺町 一般国道158号（中部縦貫自動車道）整備、道の駅整備、九頭竜川河川環境整備 等 

滋賀県 

彦根市 夢京橋キャッスルロード整備、彦根シティゲート、佐和山ハイキングコース整備等 

大津市 西大津バイパス歩道整備、湖西道路サイン等整備、歴史のみちづくり整備 等 

近江八幡市 八幡掘遊歩道整備、市道白雲宮内線道路整備、街なみ整備、長命寺川中改修事業等 

土山町(甲賀市) 旧東海道街並み整備事業、歴史的文化伝承整備、峠の茶屋整備事業等 

京都府 

宇治市 案内サイン整備、宇治橋架替事業、宇治川護岸整備、源氏物語ミュージアム建設等 

京都市・東山地区 五条通の景観整備と駐車対策、八坂通舗装道補修、鴨川「花の回廊」整備 等 

木津町（木津川市） 上人ヶ平遺跡公園整備、緑の一里塚整備、親水公園整備、山背古道整備 等 

乙訓・八幡地区 第二京阪道路「緑立つ道」整備、京都南道路整備、京都第二外環状道路整備 等 

亀岡市 宇津根新国道線整備、国道372号道路整備、保津峡交流ふれあい橋梁事業 等 

園部町(南丹市) シンボルロード整備事業、園部公園整備事業、天神川河川防災施設事業 等 

口丹後地区 鳥取豊岡宮津自動車道宮津網野線整備、桜づつみモデル事業等 

北丹後地区 古墳公園整備、碇高原公園整備、八丁浜シーサイドパーク事業 等 

丹波町(京丹波町) 須知公園の整備、須知城跡整備、橋詰広場等整備、まちなみ案内板の設置 等 

八木町( 南丹市) 国道477号道路新設改良、農村公園（散策道）、木喰の里整備、遊歩道（石畳の道）整備 等 

大阪府 

羽曳野市 峰塚古墳公園整備、竹内街道・東高野街道整備、石川河川公園整備 等 

枚方市 スーパー堤防事業、京街道整備、枚方宿資料館建設整備 等 

高槻市 ポケットパーク整備、歩行者・自転車道整備、うるおいのある街角整備 等 

阪南市 玉田山公園（古墳群）整備事業、第二阪和国道周辺整備（延伸）事業 等 

兵庫県 

姫路市 ノコギリ横丁・歴史的みちすじ整備、船場川河川環境整備（姫路城濠浄化） 等 

出石町(豊岡市) 沢庵・ひぼこ街道整備、一宮街道整備、出石川桜づつみ環境整備 等 

加西市 北条地区街なみ環境整備、小谷城跡公園整備、文化公園整備 等 

龍野市(たつの市) 童謡公園整備、姫路上郡線祇園橋架替事業、揖保川水辺プラザ河川敷整備 等 

宝塚市 花の道整備、宝塚大橋整備、武庫川河川敷等親水整備、夜間景観整備 等 

篠山市 八上野間線〈戦国歴史街道〉橋梁整備、河原町街なみ環境整備事業 等 

洲本市 寺町街なみ整備、旧町名標示柱整備、成ヶ島公園整備、海辺の遊歩道整備 等 

柏原町(丹波市) 歴史遊歩道の整備、史跡（柏原藩陣屋跡）内及び史跡周辺の環境整備 等 

生野町(朝来市) 総合案内所整備、銀山まち回廊整備、銀山参道整備、トロッコ路の散策道整備 等 

御津町(たつの市) 国道250号歩道整備事業、室津漁業集落環境整備事業、室山城跡の整備事業 等 

中 町（多可町） 東山古墳群整備事業、エコミュージアムビジターセンター構想 等 

三木市 案内板設置、湯の山街道景観整備、三木城址公園整備、旧玉置家住宅活用事業等 

和田山町（朝来市） 竹田城跡周辺整備、電線類地中化、立雲峡周辺整備、道の駅整備 等 

 猪名川町 銀山資料館整備、歴史親水公園整備、案内看板設置 等 

奈良県 

明日香村 飛鳥駅前整備、飛鳥川環境整備、飛鳥周辺自然歩道整備、国道169号24号誘導サイン整備 等 

斑鳩町 法隆寺いざない大路整備、藤ノ木古墳史跡整備、大和川・富雄川親水護岸整備 等 

室生村(宇陀市) 室生川環境整備、県道吉野室生寺針線整備、大野寺磨崖仏周辺公園整備 等 

吉野町 桜井吉野線道路改築事業、万葉の道整備、吉野山町並み整備 等 

宇陀市 宇陀松山街道（国道370号線）歴史的街なみ整備、宇陀川河川環境整備 等 

西熊野街道周辺地区 大塔村郷土館整備事業、観音峯南朝文化ゾーン整備事業、天川村入村口整備事業等 

和歌山県 

橋本市 旧大和街道整備、紀伊見峠整備、一里塚整備、紀の川緑地公園整備 等 

紀の川・大和街道地区 道の駅「紀の川万葉の里」整備、慈尊院門前町整備、紀伊国分寺跡周辺整備、京奈和自動車道整備 等 

新宮市 駅前広場修景整備、徐福公園整備、飛鳥の渡し跡整備、丹鶴城公園整備 等 

口熊野地区 田辺駅周辺整備、南方熊楠邸保存・復元整備、扇ヶ浜総合整備 等 

海南市 熊野古道舗装修景整備、黒江地区内舗装修景整備、熊野街道道標説明板整備 等 

高野町 道標・誘導サイン設置、歩道の整備（石畳化）、外国語案内板の設置、電線地中化等 

那智勝浦町 大門坂入口部町道景観整備・サイン整備、那智駅道の駅整備事業等 

本宮町( 田辺市) 国道168号拡幅整備、熊野古道整備、案内板設置事業、街なみ形成修景事業 等 
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（２）地域リーダーとの人的ネットワーク形成 

 

「紀伊半島交流会議」「北近畿・琵琶湖 食と歴史の回廊を作る会」の運営 

 

紀伊半島交流会議（構成メンバーの所属組織） 

 

「北近畿・琵琶湖 食と歴史の回廊」を作ろう会（構成メンバーの所属組織） 

 

（３）世界遺産特別法、歴史街道モデル事業等に関する要望活動 

 

くまの体験企画（尾鷲市）海の熊野地名研究会 み熊野ねっと 
東紀州ＩＴコミュニティ 熊野川体感塾 海山熊野古道の会 熊野古道語り部 
熊野エコツーリスト うた加楽衆 わかやま旅企画 グリーンエデュケーション 
鼓動の会（十津川村）吉野スタイル 紀伊半島交流会議伊勢街道分科会（宇陀市） 
紀伊民報 伊勢文化舎 ＫＵＭＡＮＯ・ＪＯＵＲＮＡＬ 紀陽リースキャピタル 
田辺市熊野ツーリズムビューロー 白浜温泉国際観光交流協議会 熊野本宮観光協会 
吉野山観光協会 吉野山旅館組合 
ＪＲ西日本 南海電鉄 日本旅行 KNT-CTホールディングス クラブツーリズム 
和歌山市 新宮市 高野町 那智勝浦町 白浜町 かつらぎ町  
吉野町 天川村 十津川村 東紀州地域振興公社  
三重県 和歌山県 奈良県 
近畿運輸局 近畿地方整備局 歴史街道推進協議会 

NPO 北近畿みらい（綾部市） 日本観光ネットワーク（豊岡市） Ｃａｍｅｌ（豊岡市） 丹波の森研究所（篠山市） 

ＣｌｕｂＴａｐ（大山崎町) 若狭湾観光連盟 北近畿広域観光連盟 信楽町観光協会 東近江市観光協会     

舞鶴広域観光公社 京丹後市観光協会 ＮＰＯ但馬国出石観光協会 吹田市にぎわい観光協会      

茨木市立文化財資料館 高槻しろあと歴史館 大山崎歴史資料館 滋賀県立大学 福知山公立大学                             

ＪＴＢ 日本旅行 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス クラブツーリズム ＪＲ西日本                   

京都丹後鉄道 丹後海陸交通 全但バスクラブツーリズム                                                   

大津市 近江八幡市 彦根市 舞鶴市 福知山市 宮津市 与謝野町 豊岡市 朝来市 三木市 篠山市 

高槻市 茨木市 滋賀県 福井県 京都府 兵庫県                                             

近畿運輸局 近畿地方整備局 歴史街道推進協議会 

日時 相手先 

平成２７年７月１４日 文化庁長官     青柳 正規氏 

    〃 観光庁長官     久保 成人氏 

    〃 超党派「世界遺産」議員連盟 （会長・馬淵澄夫氏ほか２０名） 

平成２８年８月３０日 文化庁次長     中岡  司氏 

    〃 国土交通省技監   森  昌文氏 

    〃 国土交通政務官   大野 泰正氏 

    〃 観光庁長官     田村明比古氏 

    〃 自由民主党幹事長  二階 俊博氏 

    〃 超党派「世界遺産」議員連盟（会長・馬淵澄夫氏、副会長・西村康稔氏 
 顧問・河村建三氏ほか １５名） 

平成２９年８月１日 総務大臣      高市 早苗氏 

    〃 超党派「世界遺産」議員連盟（会 長・馬淵澄夫氏、副会長・西村康稔氏 
 顧問・河村建三氏、顧問・松本剛明氏ほか１５名） 

    〃 国土交通省技監   森  昌文氏 

    〃 文化庁次長     中岡  司氏 
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（４）メインルートの事業ノウハウを関西全域に 

 

南北近畿における観光案内施設ネットワーク 

 

南大阪～紀伊半島（３８箇所） 

堺東観光案内所 高野山観光協会 中央案内所 

堺駅観光案内所 南海電鉄堺駅１階 高野山観光協会 中の橋案内所 

堺駅観光案内所 南海電鉄堺駅２階 西口 高野山観光協会 一の橋案内所 

大仙公園観光案内所 南紀田辺観光案内センター 

岸和田だんじり会館 中辺路町観光協会 熊野古道館 

羽曳野市立生活文化情報センター（LICはびきの） 世界遺産熊野本宮館 

アイセル シュラ ホール 大塔観光協会 観光案内所「カモン館」 

桜井観光案内所 龍神観光協会 観光案内所 

道の駅 吉野路大淀 ｉ センター 紀伊勝浦駅前観光案内所 

吉野路観光案内処 那智駅交流センター 

野迫川村総合案内所 新宮市観光協会 

天川村役場 南海和歌山市駅観光案内所 

天川村総合案内所 わかちかサービスセンター 

大峯山洞川温泉観光案内所 加太観光協会 

道の駅十津川郷 三重県立 熊野古道センター 

十津川路 七色（観光案内所） 河内長野市観光案内所 

飛鳥総合案内所 飛鳥びとの館 吉野山ビジターセンター 

明日香村観光会館 南海インフォメーションセンター（難波） 

高野町観光情報センター 藤井寺まちかど情報館ゆめぷらざ 

北近畿（３４箇所） 

京丹後市観光協会丹後町支部 豊岡観光協会 

アミティ丹後 豊岡市立コウノトリ文化館 

琴引浜鳴き砂文化館 和田山町観光協会 

豪商稲葉本家 わだやま観光案内所 
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                     ※ 歴史街道ｉセンターとの合計は１００箇所 

 

 

 

（５）着地型観光の推進 

 

（６）（関西を中心とした）世界遺産地域のネットワークの形成 

 

① 「世界遺産」サミットの開催 

 

日時 事業内容 

平成２７年１１月１３日 
第１回 世界遺産サミットｉｎ和歌山 
（主会場：田辺市、視察・宿泊：新宮市・那智勝浦町） 

平成２８年１１月２３日 第２回 世界遺産サミットｉｎ岩手 

平成２９年１１月１０日 第３回 世界遺産サミットｉｎ石見銀山 

 

    

※第１回（平成２６年）は京都、また第４回（平成３０年）は姫路にて開催予定 

道の駅「てんきてんき丹後」 山城の郷 

道の駅「丹後あじわいの郷」 生野町観光協会 

くみはまＳＡＮＫＡＩＫＡＮ 朝来市観光情報センター 

宇川温泉「よし野の里」 生野まちづくり工房井筒屋 

向井酒造株式会社 シルバー生野（史跡生野銀山） 

与謝野町観光協会 道の駅フレッシュあさご 

道の駅「シルクのまちかや」 道の駅但馬のまほろば 

丹後ちりめん歴史館 朝来市埋蔵文化財センター 

与謝野町立古墳公園  日本の鬼交流博物館 

旧尾藤家住宅 福知山城（郷土資料館・産業館） 

「ドライブインはしだて」 天寧寺 

但馬國出石観光協会 福知山市総務部大江支所 

城崎温泉観光協会 道の駅「農匠の郷やくの」 

日時 事業内容 

平成２８年２月１５・１６日 第１回 ＤＭＯ全国大会 （東京：開催協力・発表） 

平成２９年１０月１０日 ＤＭＯフォーラム２０１７＠大阪（開催協力・パネリスト） 

平成３０年１月２９・３０日 第２回 ＤＭＯ全国大会（東京：開催協力・開会挨拶・コメンテーター） 
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※世界遺産サミットｉｎ石見銀山では第一分科会（西日本の世界遺産地連携）に姫路市、第二分

科会（まちづくりリーダー連携）に田辺市熊野ルーリズムビューロー、第三分科会（ガイド組織

の交流）に斑鳩の里ボランティアガイド協会が参加。第三分科会のコーディネーターは歴史街道

推進協議会、また第二分科会は京都市より 

 

 

②  世界遺産保全活用型イベントの開発（二条城「アクアリウム城」） 

    
     

日時 入場者数 二条城ほかへの寄付額（入場売上１０％） 

平成２６年１０月～１２月 ２９万人        ３６６９万９３１０円 

平成２７年１０月～１２月 １７万人 １５８９万６５２０円 

平成２９年１０月～１２月 ２２万人        ２５４９万２８５０円 

 

 

③ その他、歴史街道推進協が主導した世界遺産の共同広報例 

 

日時 事業内容 

平成２７年 
７期に実施したメディア訪問の成果の１つとして、 
ＴＢＳ「世界ふしぎ発見」での姫路城特集 

平成２５－２８年 映画「古都」への協力 
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２ 近畿を南北３つに分け、広域振興 

 

（１） 紀伊山地の霊場と参詣道 

 

① 多言語ＨＰ http://kii-m-r.com/ 

タイトル 「紀伊山地の霊場と参詣道」入門 

言語数（１０） 日・英・中・韓・独・仏・ス・ポ・伊・露 

主な紹介箇所 

●３つの聖地（高野山、吉野・大峰、熊野三山） 
●４つの絶景（瀞峡、七里御浜、鬼が城、串本） 
●５つの古道（熊野古道中辺路、熊野古道大辺路、 
熊野古道小辺路、熊野古道伊勢路、大峰奥駈道） 
●６つの温泉（勝浦温泉、熊野本宮温泉郷、白浜温泉、龍神温泉、洞川温泉、十
津川温泉郷） 
●７つのパワースポット（花の窟、神倉神社、大斎原、古座の一枚岩、天河弁財天、
玉置神社、立里荒神社） 

以外の特徴 
「紀伊山地の霊場と参詣道」詳細ＭＡＰ 
（日本地図センターとのコラボ） 

 

② 高野山開創１２００年記念事業への協力 

日時 事業名 

平成２７年２月 ＡＢＣ「歴史街道ロマンへの扉」特別番組放送 

平成２７年４月 月刊「歴史街道」高野山ページ 

平成２７年 
４月―１１月 

高野山開創１２００年記念ウォーク（６回） 

平成２７年１０月 
歴史街道倶楽部ツアー「開創１２００年の聖山 高野山と野迫川に日本三大
荒神・立里荒神を訪ねる」 

平成２７年１０月 
１０・１１日 

世界遺産劇場「ミーシャ・キャンドル・ナイトｉｎ高野山」（協力事業） 

平成２７年１０月１４日 紀伊山地三霊場フォーラム（大阪） 

 

③ 文化庁「世界遺産活性化」事業 

●外国語公式ガイドブック・ＭＡＰ・パンフレットの整備（田辺市熊野ＴＢ） 
・ガイドブック 

平成２９年度：①「中辺路・熊野三山」 公式ガイドブック（英語） 
平成３０年度：上記に②「小辺路・高野山」を加筆（英語） 
平成３1年度：上記に③「大辺路」「吉野」を加筆（英語） 
平成３２年度：上記に④「伊勢路」を加筆（英語）で「①～④」 
「紀伊山地の霊場と参詣道」公式ガイドブック完成（英語） 
平成３３年度：公式ガイドブック完成英語版を翻訳し 
「公式ガイドブック（スペイン語）（仏語）（独語）」を制作 

・英語による古道別ＭＡＰ 
   平成２９年度：「中辺路・熊野三山 ＭＡＰ」 
   平成３０年度：「小辺路・高野山ＭＡＰ」 
   平成３１年度：「大辺路・吉野ＭＡＰ」 
   平成３２年度：「伊勢路ＭＡＰ」 
   平成３３年度：上記翻訳し「ＭＡＰ（スペイン語・仏語・独語）」を制作 
・外国語パンフレット（外部宣伝用） 

平成３０年度：英・独・蘭  ３か国語併記 
平成３１年度：韓・中簡体・中繁体  ３か国語併記 

●英語案内看板の設置 
平成２９年度：田辺市域の追加登録遺産関係地への外国語表記案内板の設置 

http://kii-m-r.com/
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④ その他 紀伊山地の霊場と参詣道関係の主な事業 

 

日時 事業名 

平成２７年 パナソニック映像「旅の星」 （天川）（吉野・大峰・高野） 

平成２７年４月２１日 和歌山大学における歴史街道講義（１年生１２１名） 

平成２７年５月３０日 歴史文化セミナー「吉野の丹生信仰」 

平成２７年６月２５日 和歌山大学における歴史街道講義（全学年３００名） 

平成２７年６月３０日 「歴史の旅人」夏号(高野山) 

平成２７年１０月１４日 紀伊山地三霊場フォーラム（大阪） 

平成２７年１０月１７日 五感で体感（吉野・宮滝） 

平成２７年１１月１４日 道の駅全国大ｉｎ田辺（協力事業） 

平成２８年 パナソニック映像「旅の星」（観光特急 青の交響曲で行く吉野） 

平成２８年４月２７日 和歌山大学における歴史街道講義（１年生１３０名） 

平成２８年７月 月刊「歴史街道」８月号（新宮） 

平成２８年１０月３０日 世界遺産拡大登録決定シンポジウム（東京：協力事業） 

平成２８年１１月２１日 紀伊山地三霊場フォーラム（大阪） 

平成２９年 
パナソニック映像「旅の星」 
（熊野速玉大社・熊野那智勝大社・青岸渡寺） 

平成２９年 
南海電鉄（高野山）・東武鉄道（日光）間での観光ポスター相互貼付
調整 

平成２９年７月１５日 歴史文化セミナー「大峯山の考古学」 

平成２９年１０月２３日 
紀伊山地三霊場フォーラム（大阪） 
※那智速玉大社・熊野那智大社・青岸渡寺中心の情報発信をおこなう
予定だったが、台風のため内容変更 

平成２９年１２月９日 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道の本質を探る」（東京） 

平成３０年２月１７日 歴史文化セミナー「吉野林業と世界遺産・紀伊山地の霊場と参詣道」 

平成３０年３月 「歴史の旅人」（和歌山市） 

 

 

 

 

平成３０年に「中辺路（田辺市域外）」「小辺路」「大辺路」「伊勢路」における不足箇所
の調査 

調査結果に基づき平成３１年度より順次整備をおこない、平成３３年度完成 
●情報発信 
   平成２９年度 東京における「世界遺産 紀伊山地の霊場と参詣道の本質を探る」 
     平成２９年１２月９日 

出演  植島啓司（宗教人類学者） 
         高野：高野山大学名誉教授／村上保壽 

熊野：本宮大社宮司／九鬼家隆 
         吉野：金峯山寺長臈／田中利典 

     川﨑仁美（盆栽研究家） 
アトラクション 金峯山流法螺吹奏 

   平成３０年度 スペインにおける「紀伊山地の霊場と参詣道」フォーラム開催 
   東京五輪までに上記「三霊場フォーラム」の内容を１０言語に翻訳しＨＰ化 
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（２） 北近畿・琵琶湖 食と歴史の回廊 

 

 

① 環状高速道路開通に伴う「北近畿・琵琶湖 食と歴史の回廊」パンフレット改訂（平

成２７年） 

 

 

② 多言語ＨＰ http://northkansai.com/ 

 

タイトル 「北近畿・琵琶湖 食と歴史の回廊」をつくろう 

言語数（１０） 日・英・中・韓・独・仏・ス・ポ・伊・露 

主な目的 
・「高速道路が環状になった」ことをきっかけに同地を全国に広く知ってもらう 
・各観光地のシリーズ化やリピーター化を促進する 
・インバウンドへの最低限のツールを全体で用意する 

以外の特徴 
・コンテンツを利用したＱＲコード入りＭＡＰの作成 
・ＰＲ映像の導入、体験メニューの記載などにより今後も充実予定 

 

 

③ 「北近畿・琵琶湖 食と歴史の回廊」ＱＲコード（→１０言語）ＭＡＰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://northkansai.com/
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北近畿・琵琶湖ＭＡＰ配布箇所（１０００箇所目標） 

高速道路関係（ＳＡＰＡほか） ４１  

国関係 ５７ 
国土交通省（本省・整備局・運輸局・河川国道工事事
務所）・観光庁・環境省 

道の駅 ６７ 滋賀２８ 福井１６ 京都６ 兵庫１７ 

宿泊施設 １５２ 滋賀４８ 福井 ９ 京都５４ 兵庫４１ 

自治体・観光協会関係 
（観光施設等） 

１２５ 滋賀３０ 福井 ９ 京都４７ 兵庫３９ 

まちづくりリーダー １３１ 滋賀５１ 福井２０ 京都３９ 兵庫１６ 

政治関係 １７９ 国会議員２２ 地方議員１５７ 

各府県  東京・大阪事務所 ２７ 滋賀 ８ 福井１５ 京都 ３ 兵庫 １ 

運輸・旅行会社 ２２  

大学 ３１  

ＤＭＯ １０  

淀川（戦国ゾーン）各地 １９  

イベント その他 １６１ 
井伊家ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（東京）・全国街道交流会議（福島）・
万博鉄道まつり・近江歴史回廊総会・農水省ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
等 

合計 １,０２２  

 

④ イメージ映像の制作（平成３０年３月ー６月）    制作：東通企画 

 

 

⑤ エリア別事業 

 

◇日本風景街道「琵琶湖さざなみ街道・中山道」 

 

日時 事業名 

平成２７年 「近江路中山道」マップの改定・増刷 

平成２７年８月５日 輪学（勉強会）の開催「世界自転車会議 ”VELOCITY 2015”参加報告」 

平成２７年１０月４日 とりいもと宿場まつり での展示ＰＲ 

平成２７年１０月２５日 愛荘町６６かまど祭 での展示ＰＲ 

平成２８年２月 道の駅「妹子の郷」での展示ＰＲ 

平成２８年３月 道の駅「藤樹の里あどがわ」での展示ＰＲ 

平成２８年３月２６日 サイクルツーリズムシンポジウム（大津市） 

平成２８年度（通年） 自転車関係イベントでの北近畿・琵琶湖ＰＲ 

御堂筋サイクルピクニック（大阪：４月）、グレートアースライド京都（市役所前：６

月）、御堂筋サイクルピクニック（中之島：９月）、サイクリングしまなみ 2016（今治：

１０月）、モリイチスタンプラリー（守山：１２月）、名古屋サイクルトレンド（２月）、守

山野洲川クリテリウム（３月） 

平成２８年６月 ビワイチ公式ガイドブック「ちずたび びわ湖一周自転車ＢＯＯＫ」発行 
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平成２８年６月 写真パネル展『近江路中山道の魅力』（道の駅「竜王かがみの里」） 

平成２８年９月 

―平成２９年３月 

サイクリストに対するサポート水準向上に受けた説明会・情報交換会業務（滋賀県

より受託）→大津市３回・彦根市２回・近江八幡市１回 

平成２８年１０－１２月 サイクルツアーガイド講習会実施への協力（大津市・米原市・長浜市） 

平成２８年１２月７日 ＦＭ滋賀「平和堂マイデリーライフ」でのＰＲ 

平成２９年２月１９日 サイクルツーリズムシンポジウム（大津市） 

平成２９年３月４・５日 サイクルモードライド大阪（万博公園）での展示ＰＲ 

平成２９年３～４月 写真パネル展『びわ湖は自転車じゃないともったいない』 

（道の駅「妹子の郷」「藤樹の郷 あどがわ」） 

平成２９年度（通年） 輪学の開催（近江八幡ほか：６月、７月、９月、１０月、１１月、１２

月、１月、２月） 

平成２９年度（通年） 自転車イベントでの北近畿・琵琶湖ＰＲ 東近江（４月）、京都（６

月）、大阪（９月）、幕張メッセ（１１月）、京都（１１月）、守山（１

１月）、大津（１２月）、名古屋（２月）、守山（３月）、草津（３月） 

平成２９年１０月１８日―２２日 中山道写真パネル展「うの家」（守山市） 

※第３１回全国中山道宿場会議守山宿大会の実施協力 

平成３０年２月１８日 サイクルツーリズムシンポジウム（近江八幡市） 

以外の通年事業 

 

●中山道宿場団体の連携に関するサポート（草津、守山、武佐、愛知川、

高宮、鳥居本、米原＝番場・醒ケ井・柏原） 

●滋賀関連の自転車促進事業への協力（サイクルサポートステーション、

地域資源を説明するガイド養成等） 

 

 

◇若狭 

 

全国街道交流会議「若狭路大会」（小浜）への協力 

（平成２７年１０月１６・１７日） 

 

 

◇丹後・丹波・但馬 

 

・ＮＰＯ法人北近畿みらいとの共催ツアー（平成２８年１１月１７・１８日） 

山家城跡→亀山城跡→湯の花温泉→黒井城跡→竹田城跡 

・日本観光学会（福知山公立大：平成２８年１１月２６日）への協力 

 

第二分科会「循環高速道を活かした北近畿交流」の運営 
（パネリスト） 
松宮 友行（彦根市観光産業課長）    中島健太郎（安土まちづくり協議会） 
佐野 達也（道の駅若狭おばま駅長）   田中 康隆（高浜町商工会長） 
剣菱 英明（舞鶴観光公社本部長）    伴とし子（古代丹波歴史研究所長） 
駿河 禎克（福知山郷土資料館長）    上岡 典子（たんばの森協会） 
藤原 雅章（全但バス企画課長）     井戸 智樹（歴史街道推進協議会） 
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⑥ その他 北近畿・琵琶湖関係の主な事業 

 

日時 事業名 

平成２７年２月２０日 
ＡＢＣ「歴史街道ロマンへの扉」特番  

若狭に春を告げる神事と小浜の秘宝 

平成２７年３月 「歴史の旅人」春号（舞鶴） 

平成２７年５月２３日 歴史街道倶楽部ﾂｱｰ「赤れんがと潮風が出会うまち舞鶴」 

平成２７年５月２３日 日本文化体感プログラム（彦根） 

平成２７年８月２８日 ＪＩＣＡ研修（比叡山） 

平成２７年８月２８日 日本文化体感プログラム（ＪＩＣＡ関西：大津） 

平成２７年９月 「歴史の旅人」秋号（福井県） 

平成２７年１１月８日 ＪＩＣＡ研修（平安神宮―比叡山） 

平成２７年１１月１９日 歴史街道倶楽部ツアー「秋の福井で歴史と自然を満喫」 

平成２７年９月１６日 五感で体感（近江八幡・安土） 

平成２８年１月１日 ＪＩＣＡ研修（近江八幡） 

平成２８年３月 月刊「歴史街道」（４月号：佐和山） 

平成２８年５月２９日 五感で体感（大津京） 

平成２８年６月 月刊「歴史街道」（７月号：大津） 

平成２８年１０月 月刊「歴史街道」（１１月号：鯖街道） 

平成２８年１２月 月刊「歴史街道」（１月号：彦根・玄宮園） 

平成２８年１２月 「歴史の旅人」冬号（大津） 

平成２８年１２月４日 
井伊家ゆかりの交流シンポジウム（東京：協力事業） 

※平成２９年度大河ドラマ関係地（彦根・浜松・東京都）の交流協定締結 

平成２９年３月１８日 歴史街道倶楽部ツアー「琵琶湖岸に築かれた城跡を訪ねる」（大津） 

平成２９年３月 18・19 日 万博鉄道まつり 北近畿・琵琶湖ブース出展 

平成２９年９月２４日 
歴史街道倶楽部ツアー「時空を超える輝きの道 

銀の馬車道をたどる」（朝来市ほか） 

平成２９年１０月８日 ＡＢＣ「歴史街道ロマンへの扉」特番 築城４１０年 彦根城と井伊直弼 

平成３０年２月１８日 五感で体感（五個荘） 

平成３０年３月 24・25 日 万博鉄道まつり 北近畿・琵琶湖ブース出展 
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（３） 中央部 

 

①メインルート、世界遺産記載分のぞく主な事業 

日時 事業名 

平成２７年―２９年通年 
百舌鳥古市古墳群 世界遺産登録に向けての諸会合 

（有識者会議・民間会議・文書作成者選定会議等） 

平成２７年 パナソニック映像（藤井寺）（堺）（姫路）（泉州周遊探訪） 

平成２７年６月 月刊「歴史街道」７月号（姫路） 

平成２７年７月７日  トルコカナッチャレ大学（姫路城～明石海峡大橋） 

平成２７年９月１９日  ＪＩＣＡ研修（姫路城～明石海峡大橋） 

平成２８年９月 月刊「歴史街道」（岸和田） 

平成２８年９月 「歴史の旅人」（岸和田・泉佐野） 

平成２７年１０月 月刊「歴史街道」１１月号（堺） 

平成２７年１０－１２月 セミナーウォーク「西高野街道」（堺・大阪狭山・河内長野） 

平成２７年１０月２４日 ＡＢＣ 歴史街道ロマンへの扉（姫路城・書写山） 

平成２７年１１月８日 教育プログロム（堺） 

平成２７年１１月１５日 歴史文化フォーラム「古墳で探る日本の古代」（大阪） 

平成２８年２月 月刊「歴史街道」３月号（三木） 

平成２８年７月５日  トルコカナッチャレ大学（姫路城～明石海峡大橋） 

平成２８年８月８日  ＪＩＣＡ研修（姫路城～明石海峡大橋） 

平成２８年９－１０月 

連続講座＆ウォーク「百舌鳥・古市古墳群の歩き方」 

（古市古墳群：講座９月１７日、ウォーク１０月１日） 

（百舌鳥古墳群：講座１０月８日、ウォーク１０月２２日） 

平成２８年１２月１０日 東海道・守口宿４００年シンポジウム（出演） 

平成２８年―２９年 世界遺産サミットｉｎ姫路（平成３０年度）誘致への協力 

平成２８年―２９年 北近畿ＱＲコードＭＡＰにおける北播磨紹介 

平成２９年４月 月刊「歴史街道」５月号（泉佐野・日根荘遺跡） 

平成２９年５月 月刊「歴史街道」６月号（淡路・沼島） 

平成２９年５月１９日 京都大学での「歴史街道」講義 

平成２９年６月１７日 教育プログラム（泉佐野・日根荘遺跡） 

平成２９年７月１６日  ＪＩＣＡ研修（姫路城～明石海峡大橋） 

平成２９年７月２０日 建設シンポジウム（奈良・出演） 

平成２９年７月３０日 五感で体感（姫路） 

平成２９年８月１日  トルコカナッチャレ大学（姫路城～明石海峡大橋） 

平成２９年８月１１日  ＪＩＣＡ研修（姫路城～明石海峡大橋） 

平成２９年９－１１月 

連続講座＆ウォーク「泉州伝統地場産業をたどる」 

（堺：講座９月９日、ウォーク９月３０日） 

（岸和田：講座１０月２１日、ウォーク１１月１８日） 

（泉佐野：講座ウォーク１１月１１日） 
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平成３０年１月 月刊「歴史街道」２月号（姫路・長壁神社） 

平成３０年２月２日  大阪観光局ファムトリップ（堺＋大阪起業家 museum） 

平成３０年３月 月刊「歴史街道」４月号（三木城） 

平成３０年３月１８日  ＪＩＣＡ研修（日本玩具博物館～書写山円教寺） 

 

 

②中央部における「世界遺産ルート」の研究 

 

 

 

 

 

 

 

 
●関西の世界遺産（「暫定リスト」段階のもの含む）＋大都市圏を結ぶルート形成 
 百舌鳥・古市古墳群ー飛鳥・藤原京ー法隆寺ー奈良―宇治・京都・大津―（大阪）―神戸）― 
姫路城 ＝ 古代から近世 
 
●主な調査内容 

① ５泊６日コースの設定 
② ２５の半日コース 

堺・飛鳥・橿原・斑鳩・平城宮跡・奈良公園・西の京・奈良町・宇治・伏見・東山・岡崎・ 

御所・きぬかけの道・嵐山嵯峨野・大阪城・適塾・文楽劇場・有馬温泉・姫路城 

③ 推奨宿泊施設２１箇所 
ホテル日航関西空港、リーガロイヤルホテル堺・橿原ロイヤルホテル・奈良ホテル・ 

ホテル日航奈良・ホテルグランビア京都・ウェスティン都ホテル京都・ロテルド比叡・ 

柊屋・渡月亭・おごと温泉・リーガロイヤルホテル大阪・ホテル阪急インターナショナ 

ル・スイスホテル南海・帝国ホテル大阪・ニューオータニ大阪・有馬温泉・ホテルオーク  

ラ神戸・ＡＮＡクラウンプラザ神戸・神戸ポートピアホテル・ホテル日航姫路 

④ テストツアー１０・・・「堺の歴史をめぐる」「遠つ飛鳥と近つ飛鳥」「古代大和のロマン  

をたどる」「山の辺の道」「太子ゆかりの三寺と藤ノ木古墳」「奈良で仏像を堪能する」    

「源氏ロマンの宇治と伏見・山崎」「京都東山の社寺めぐり」「比叡山延暦寺と里坊・坂 

本をめぐる」「愛宕街道（鳥居本）と嵐山花灯路」「姫路城・書写山と瀬戸内の魅力 

 

（国交省：２００９広域地方計画先導調査より抜粋） 
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Ⅱ.理念普及事業 

１．「日本文化体感プログラム」（日本文化理解・グローバル人材育成） 

平成２７年度実績 訪日外国人研修生向けプログラム 

 実施日 研修名 対象国・人数 訪問先 

1 4 月 19 日(日) ウクライナメディア支援 
JICA 本部 

ｳｸﾗｲﾅ  
１ヵ国、１０名 

福寿園京都本店・茶
道体験〜清水寺 

２ 5 月 14 日(木) 
太陽光発電普及計画担
当者      JICA 関西
/PREX 

ｶﾞｰﾅ､ｶｰｳﾞｫﾍﾞﾙﾃﾞ､ｻﾞﾝﾋﾞ
ｱ､ｱﾙｼﾞｪﾘｱ､ﾓﾛｯｺ､ﾒｷｼｺ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ､ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ          
８ヵ国 ８名 

春日大社〜東大寺 

３ 5 月 18 日(月) 
5 月 23 日(土) 

市場志向型農業振興Ａ 
JICA 関西/神戸国際協力
交流センター 

ｳｶﾞﾝﾀﾞ､ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞ
ｴ､ﾅﾐﾋﾞｱ､ﾙﾜﾝﾀﾞ､ﾚｿﾄ､南ｱ
ﾌﾘｶ､ｹﾆｱ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ 
９ヵ国１９名 

春日大社〜東大寺 

４ ５月 24 日(日) 
中小企業振興金融技術 

 
JICA 関西/PREX 

ｾﾙﾋﾞｱ､ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｺﾛﾝﾋﾞｱ､
ﾒｷｼｺ､ﾓﾝｺﾞﾙ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｶ
ﾝﾎﾞｼﾞｱ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ﾏﾚ
ｰｼｱ､ｲﾝﾄﾞ､ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ﾌﾞ
ｰﾀﾝ １３ヵ国 １６名 

対鳳庵・茶道体験〜
平等院〜伏見稲荷大
社 
 

５ ５月 30 日(土) 

都市上水道維持管理 
 
ＪＩＣＡ関西/大阪水道総
合サービス 
 

ｽｰﾀﾞﾝ､ﾆｼﾞｪｰﾙ､南ｽｰﾀﾞﾝ､
ｲﾗﾝ､ﾓﾛｯｺ､ﾐｬﾝﾏｰ､東ﾃｨﾓ
ｰﾙ､ﾈﾊﾟｰﾙ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ﾊﾞﾝｸﾞ
ﾗﾃﾞｼｭ､ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｹﾆｱ､ｻﾞﾝ
ﾋﾞｱ､ﾄﾙｺ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ﾏﾚｰｼ
ｱ､ﾐｬﾝﾏｰ､ｲﾝﾄﾞ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､
ﾗｵｽ    ２０ヵ国 ２２名 

南禅寺〜琵琶湖疏水
記念館〜インクライン
〜水路閣〜三門〜金
閣寺 
 
 

６ 6 月 13 日(土) 
インフラ災害対策 
JICA 関西.近畿建設協会 

 

ｾﾙﾋﾞｱ､ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ､ﾊｲﾁ､
ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ､ﾌｨｼﾞｰﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾐ
ｬﾝﾏｰ､東ﾃｨﾓｰﾙ 
８ヵ国 １２名 

平安神宮〜金閣寺〜
ハンディクラフトセンタ
ー 
 

７ 6 月 23 日(火) 
6 月 27 日(土) 

タンザニア地方農業改革 
 
JICA 関西/PREX 

ﾀﾝｻﾞﾆｱ 
１ヵ国 ８名 

伏見稲荷大社〜四条
河原町〜錦市場〜六
角堂〜紫織庵 

８ 7 月 8 日(水) モンゴル現地講師育成 
JICA 関西/PREX 

ﾓﾝｺﾞﾙ 
１ヵ国 ６名 

平等院・鳳翔館〜宇
治市営茶室（茶道体
験）〜伏見稲荷大社 

９ 7 月 20 日(月･祝) 

ラオス日本センター民間
セクタ－開発支援 
JICA関西/パナソニックエ
クセル 

ﾗｵｽ 
１ヵ国 １０名        

春日荷茶屋・春日大
社〜東大寺 

１０ 7 月 25 日(土) 

都市上水道維持管理 
 
JICA 関西/神戸市水道サ
ービス公社 

ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｴﾘﾄﾘｱ､ｺﾝｺﾞ､ｻﾞﾝ
ﾋﾞｱ､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ､ﾏﾚｳｨ､南ｱﾌ
ﾘｶ､ｲﾗｸ､ﾄﾙｺ､ｴｸｱﾄﾞﾙ､ﾀｼﾞ
ｷｽﾀﾝ､ｿﾛﾓﾝ､ﾗｵｽ､ｲﾝﾄﾞ､ｽ
ﾘﾗﾝｶ    １５ヵ国 １６名 

竹中大工道具館〜南
禅寺〜琵琶湖疏水記
念館・インクライン・水
路閣・三門〜金閣寺 

１１ 7 月 21 日(火) 
7 月 25 日(土) 

貿易投資促進のためのキ
ャパシティ・ディベロップメ
ント 
JICA 関西 

ｻﾞﾝﾋﾞｱ､ｴﾁｵﾋﾟｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､
ｹﾆｱ､ｽﾘﾗﾝｶ､ｽｰﾀﾞﾝ､ﾓｰﾘｼ
ｬｽ        
７ヵ国 ９名 

竹中大工道具館〜南
禅寺〜琵琶湖疏水記
念館・インクライン・水
路閣・三門〜金閣寺 
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１２ 8 月 1 日(土) 

都市内道路整備 
 
JICA 関西/ 
近畿建設協会 

ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ﾀｼﾞｷｽﾀ
ﾝ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､東ﾃｨﾓ
ｰﾙ､ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ｲﾝﾄﾞ､ｽﾘﾗ
ﾝｶ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ 
１１ヵ国 １１名 

金閣寺〜平安神宮〜
ハンディクラフトセンタ
ー 
 

１３ 8 月 14 日(金) 地方自治体行政強化 
JICA 関西 

ﾌﾞﾙﾝｼﾞ､ｸｯｸ諸島､ｴﾙｻﾙﾊﾞ
ﾄﾞﾙ､ｼﾞｮｰｼﾞｱ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｺｿ
ﾎﾞ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ､ﾀﾝｻﾞﾆ
ｱ､ﾀｲ    ９ヵ国 ２０名 

平等院・鳳翔館〜宇
治市営茶室（茶道体
験） 

１４ 8 月 22 日(土) 

競争法・政策・市場経済
基盤づくり 
ＪＩＣＡ関西/日本協力国
際センター 
 

ｶﾒﾙｰﾝ､ｽｰﾀﾞﾝ､ｲﾗｸ､ｺｿﾎﾞ､
ﾚﾊﾞﾉﾝ､ｳｽﾍﾞｷｽﾀﾝ､ﾓﾝｺﾞﾙ､
中華人民共和国､ｲﾝﾄﾞﾈｼ
ｱ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ﾐｬﾝﾏｰ､
ﾊﾟｷｽﾀﾝ１３ヵ国 １５名 

宇治市営茶室（茶道
体験）〜平等院〜伏
見稲荷大社 
 
 

１５ 8 月 24 日(月) ウクライナ生産管理 
JICA 関西/PREX 

ｳｸﾗｲﾅ 
１ヵ国  ８名 

福寿園京都本店（茶
道体験）〜清水寺 

１６ 8 月 28 日(金) 省エネ技術と技術普及 
JICA 関西/PREX 

ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ﾄﾙｺ､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ､ﾖﾙ
ﾀﾞﾝ､ｷｭｰﾊﾞ､ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ､ﾁ
ﾘ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ､ｶｻﾞﾌｽ
ﾀﾝ､ｸﾞﾙｼﾞｱ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ｲﾝﾄﾞ､
ｽﾘﾗﾝｶ   １４ヵ国１５名 

比叡山延暦寺〜ハン
ディクラフトセンター 
 

１７ 9 月 7 日(月) ５S を基礎とした日本的経
営   JICA 関西/PREX 

ﾓﾝｺﾞﾙ経営者     
１ヵ国 ９名 春日大社〜東大寺 

１８ 9 月 9 日(水) マレーシア中間管理職 
JICA 関西/PREX 

ﾏﾚｰｼｱ               
１ヵ国 １５名 

姫路城〜明石海峡大
橋 

１９ 9 月 11 日(金) 
マレーシア中間管理職交
流プログラム 
ＪＩＣＡ関西/サイバー適塾 

ﾏﾚｰｼｱ(１５名) 
ｻｲﾊﾞｰ適塾塾生約(３５名) 
５０名 

島津製作所創業記念
資料館〜ホテル本能
寺・ディスカッション 

２０ 9 月 12 日(土) 

都市内道路整備 A 
ＪＩＣＡ関西/近畿建設協
会 
 

ｳｶﾞﾝﾀﾞ､ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｶﾞｰﾅ､ｻﾞﾝ
ﾋﾞｱ､ｼﾞﾌﾞﾁ､ｾﾈｶﾞﾙ､ﾅｲｼﾞｪﾘ
ｱ､ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ､ﾏﾗｳｨ､ﾓｻﾞﾝ
ﾋﾞｰｸ､ﾙﾜﾝﾀﾞ１１ヵ国 １１名 

金閣寺〜平安神宮〜
ハンディクラフトセンタ
ー 

２１ 9 月 19 日(土) 
湖沼環境保全 
JICA 関西/国際湖沼環境
委員会 

ｹﾆｱ､ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ､ｼﾞﾝﾊﾞ
ﾌﾞｴ､ﾏｹﾄﾞﾆｱ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ｲﾝﾄﾞ 
６ヵ国 ６名 

宇治市営茶室（茶道
体験）〜平等院〜伏
見稲荷大社 

２２ 9 月 23 日(水) 
下水道システム維持管理 
JICA 関西/都市技術セン
タ 

ｱﾝｺﾞﾗ､ｶｰｳﾞｫﾍﾞﾙﾈ､ﾏﾗｳｨ､
ﾙﾜﾝﾀﾞ､ｲﾗｸ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ｽﾘﾗﾝ
ｶ        ７ヵ国 ８名 

南禅寺〜水路閣〜金
閣寺 

２３ 10 月 1 日(木) コロンビア 1 村 1 品 
ＪＩＣＡ関西/PREX 

ｺﾛﾝﾋﾞｱ 
１ヵ国 １５名 

近江八幡・八幡堀周
辺 

２４ 10 月 3 日(土) 

JICA 招聘マスコミ 
ＪＩＣＡ関西/青年海外協
力協会 
 

ﾍﾞﾄﾅﾑ､ﾓﾝｺﾞﾙ､ﾊﾞﾇｱﾂ､ﾈﾊﾟ
ｰﾙ､ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ､ﾊﾟﾅﾏ｡ｸﾞｱﾃ
ﾏﾗ､ｺｽﾀﾘｶ､ﾄﾙｺ 
９ヵ国 １８名 

宇治市営茶室（茶道
体験）〜平等院〜伏
見稲荷大社 

２５ 10 月 4 日(日) 
中小企業金融技術 B 
ＪＩＣＡ関西/PREX 
 

ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｶﾒﾙｰﾝ､ﾅｲｼﾞｪﾘ
ｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ｲﾗｸ､ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ､ﾓ
ﾝﾃﾈｸﾞﾛ､ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ､ｿﾛﾓﾝ 
９ヵ国 １０名 

春日大社〜東大寺 

２６ 10 月 7 日(水) パレスティナ太陽光 
ＪＩＣＡ関西/PREX 

ﾊﾟﾚｽﾁｱ             
１ヵ国 １０名 

福寿園京都本店（茶道
体験）〜ローズカフェ〜
伏見稲荷大社 

２７ 10 月 10 日(土) 
JICA「系統運用事業者幹
部職員」 
ＪＩＣＡ関西/海外電力調査会 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ﾏﾚ
ｰｼｱ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ﾙﾜ
ﾝﾀﾞ 
６ヵ国 １０名 

竹中大工道具館〜春
日大社〜東大寺 
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２８ 10 月 11 日(日) 周産期・新生児保健医療 
JICA 関西 

ﾘﾍﾞﾘｱ､ｶﾞｰﾅ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾗｵｽ､
ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ﾊﾞﾝｸﾞﾗ
ﾃﾞｼｭ            
7 ヵ国 10 名 

宇治市営茶室（茶道
体験）〜平等院〜伏
見稲荷大社 

２９ 10 月 24 日(土) インフラ災害対策 B 
JICA 関西/近畿建設協会 

ｽｰﾀﾞﾝ､ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ､ﾀﾝｻﾞﾆ
ｱ､ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ､ｶﾞｲｱﾅ､ﾌﾞﾗｼﾞ
ﾙ､ｷﾘﾊﾞｽ 
７ヵ国 ８名 

金閣寺〜平安神宮〜
ハンディクラフトセンタ
ー 

３０ 10 月 31 日(土) 

紛争解決と共生社会 
 
JICA 関西/関西 NGO 協議
会 

ｽｰﾀﾞﾝ､ﾌﾞﾙﾝｼﾞ､ﾏﾘ､ﾙﾜﾝ
ﾀﾞ､南ｽｰﾀﾞﾝ､ｺｿﾎﾞ､ﾎﾞｽﾆｱ､
ﾏｹﾄﾞﾆｱ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾐｬﾝﾏｰ､
東ﾃｨﾓｰﾙ､ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ｽﾘﾗ
ﾝｶ､ﾈﾊﾟｰﾙ 
１４ヵ国 １５名 

宇治市営茶室（茶道
体験）〜平等院〜伏
見稲荷大社 
 

３１ 11 月 8 日(日) 貿易投資促進 
JICA 関西/PREX 

ｶﾞｰﾅ､ｾﾈｶﾞﾙ､ﾎﾞｽﾆｱﾍﾙﾂｪ
ｺﾞﾋﾞﾅ､ﾓﾛｯｺ､ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ､ﾖﾙ
ﾀﾞﾝ､ｺﾛﾝﾋﾞｱ､ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ､ﾓﾝ
ｺﾞﾙ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ﾌ
ｨﾘﾋﾟﾝ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾗｵｽ､ﾊﾟｷｽﾀ
ﾝ､ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 
１６ヵ国 １８名 

平安神宮〜比叡山延
暦寺 
 

３２ 11 月 9 日(月) 
11 月 16 日(月) 

アフリカ地域市場志向型
農業振興 B 
ＪＩＣＡ関西/近畿建設協会 

ｶﾞｰﾅ､ｹﾆｱ､ｽｰﾀﾞﾝ､ﾀﾝｻﾞﾆ
ｱ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾏﾗｳｲ､南ｽｰﾀﾞ
ﾝ､ｹﾆｱ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 
９ヵ国 １５名 

福寿園京都本店(茶
道体験）〜錦市場〜
伏見稲荷大社 
 

３３ 11 月 11 日(水) ケニア国農業普及 
JICA 関西 

ｹﾆｱ 
１１名 

平等院・鳳翔館〜宇
治市営茶室（茶道体
験）〜伏見稲荷大社 

３４ 11 月 19 日(木) イラク知見共有セミナー 
ＪＩＣＡ本部中東第２課 

ｲﾗｸ(駐日ｲﾗｸ大使同行） 
７名 金閣寺〜平安神宮 

３５ 11 月 20 日(金) 中小企業振興政策 
JICA 関西/PREX 

ｶﾞﾎﾞﾝ､ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ､ｻﾝﾄﾒ
ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ､ｼﾞﾌﾞﾁ､ﾀ
ﾝｻﾞﾆｱ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾏﾗｳｨ､赤
道ｷﾞﾆｱ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ､ﾓ
ﾙﾃﾞｨﾌﾞ   １１ヵ国 ２０名 

島津製作所創業記念
資料館〜福寿園京都
本店（茶道体験）〜金
閣寺 
 

３６ 11 月 24 日(火) 
マレーシア EPP 人事経理
初任行政官 
ＪＩＣＡ関西/PREX 

ﾏﾚｰｼｱ 
１ヵ国 ２０名 

金閣寺〜福寿園京都
本店（茶道体験） 
 

３７ 12 月 6 日(日) 
ベトナム下水道経営 
ＪＩＣＡ関西/都市技術セン
ター 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 
１ヵ国 １０名 

南禅寺〜水路閣・琵
琶湖疏水〜金閣寺 

３８ 12 月 7 日(月) 
モンゴル信用保証制度能
力強化 
ＪＩＣＡ関西/PREX 

ﾓﾝｺﾞﾙ 
１ヵ国 １１名 

三十三間堂〜紫織庵
〜六角堂〜錦市場〜
福寿園京都本店（茶道
体験） 

３９ 12 月 7 日(月) 
12 月 12 日(土) 

実践的日本経営 
ＪＩＣＡ関西/PREX 
 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 
１ヵ国 １１名 

平等院・鳳翔館〜宇
治市営茶室（茶道体
験）〜伏見稲荷大社 

４０ 1 月 10 日(日) 

PCG 海事基礎教育/船舶
運航教官養成研修 
JICA 関西/海技教育機構
海技大学校 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 
１ヵ国 ６名 

福寿園京都本店（茶
道体験）〜錦市場〜
六角堂〜金閣寺 

４１ 1 月 23 日(土) 
中央アジアビジネス実務
A 
JICA 関西/PREX 

ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 
１ヵ国 ８名 

紫織庵〜福寿園京都
本店（茶道体験）〜清
水寺 
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４２ 1 月 30 日(土) 税関行政 B 
JICA 関西 

ﾒｷｼｺ､ｴｸｱﾄﾞﾙ､ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆ
ｱ､ﾄﾝｶﾞ､ｻﾓｱ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ｲｴ
ﾒﾝ       ９ヵ国 １０名 

法隆寺〜東大寺 

４３ 2 月 11 日(木) タンザニア地方政府改革 ﾀﾝｻﾞﾆｱ   １ヵ国 １８名 法隆寺〜東大寺 

４４ 2 月 13 日(土) 安全な出産のための助産
師研修   JICA/PREX ﾓﾝｺﾞﾙ    １ヵ国 １０名 金閣寺〜無鄰菴〜ハ

ンディクラフトセンター 

４５ 2 月 19 日(木) 
中小企業振興政策 B 
JICA/PREX 
 

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ､ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ﾌｨ
ｼﾞｰ､ｶﾞｰﾅ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｼﾞｬﾏ
ｲｶ､ﾖﾙﾀﾞﾝ､ﾚﾊﾞﾉﾝ､ﾈﾊﾟｰﾙ､
ﾊﾟｷｽﾀﾝ､東ﾃｨﾓｰﾙ､ｲｴﾒﾝ 
１２ヵ国 １３名 

福寿園京都本店（茶
道体験）〜錦市場〜
六角堂〜金閣寺 

４６ 2 月 27 日(土) 
貿易振興のためのキャパ
シティディベロップメント 
JICA/PREX 

ﾆｶﾗｸﾞｱ 
１ヵ国 ８名 

三十三間堂〜紫織庵〜
六角堂〜錦市場〜福寿
園本店（茶道体験） 

４７ 2 月 29 日(月) 
3 月 5 日(土) 

中央アジア地域ビジネス
実務 

ｷﾙｷﾞｽ    １ヵ国  ８名 
平等院～伏見稲荷大
社～無鄰菴～ハンデ
ィクラフトセンター 

 

平成２７年度実績 企業・団体での講演実績 

１ 5月 13日(水) 竹中工務店新入社員研修 202名  

２ 5月 23日(土) 
社内広報担当者交流会議 
一般社団法人企業研究会 

10名 
夢京橋キャッスルロード〜四番町スクエ
ア・キャンドルづくり〜彦根城 

３ 8月 20日(木) 
奈良県中小企業家同友会 
同友会大学“共有”講座 

45名 企業経営者を対象に講義を実施 

４ 9月 24日(木) 
近畿日本鉄道総合職新入
社員 
 

18名 

吉野山ビジターズセンター〜金峯山寺
蔵王堂〜吉野水分神社・花矢倉展望
台・吉水神社〜吉野山ビジターズセンタ
ー・振り返り 

５ 10月 5日(月) 
近畿経済産業局 
産業部通商部 

 
キーマンを対象に日本文化体感プロ
グラムを紹介 

６ 10月 30日(金) 岩谷産業株式会社 42名 
新入社員を対象に講義を実施。 
大阪企業家ミュージアム〜薬師寺・松
久保執事講話 

７ 11月 12日(木) 
日本文化体感プログラム 
体験会 

24名 

歴史街道法人会員、一般企業・自治体
ほか１８団体を対象に実施。 
神戸商工会議所〜北野異人館街・宗教
寺院〜中華街〜竹中大工道具館 

８ 3月 9日(水) 大阪北ロータリークラブ 120名 
企業経営者を対象に日本文化体感プ
ログラムを紹介 

平成２７年度実績 大学での講演実績（平成２７年４月〜平成２８年３月） 

１ 4月 21日(火) 
和歌山大学 観光学部  
観光概論 

121名 1年生を対象に講義 

２ 6月 24日(水) 
甲南女子大学 
日本語日本文化学科 

135名 2・3年生を対象に特別講義を実施 

３ 6月 26日(金) 
追手門学院大学 
国際教養学部アジア学 

102名 全学年を対象に講義を実施 

４ 
7月 7日(火) 
7月 8日(水) 
7月 9日(木) 

トルコ チャナッカレ大学 
（松下幸之助記念財団） 

７名 
7 日 姫路城〜明石海峡大橋 
8 日 春日大社〜東大寺 
9 日 PHP〜金閣寺〜和菓子作り体験 

５ 1月 21日(木) 
帝塚山大学 経営学部 
観光ビジネス入門講座 

64名 全学年を対象に講義を実施 
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平成２８年度実績 訪日研修生向けプログラム  

NO. 実施日 研修名 対象国・人数 訪問地 

１ 
５月 ９日(月) 
５月１３日(金) 

アフリカ地域市場志向型農
業振興（行政官） 
JICA 関西 

ｱﾌﾘｶ  
１ヵ国 １７名 

福寿園京都本店（茶道体
験）～下鴨神社 

２ 
５月２１日(土) 
５月２３日(月） 

JICA「系統運用事業者 
幹部職員研修」 
JICA/海外電力調査会 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ｶｰｳﾞ
ｫﾍﾞﾙﾃﾞ､ｷｭｰﾊﾞ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｼﾞｬﾏ
ｲｶ､ｷﾘﾊﾞｽ､ﾓﾛｯｺ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ､ﾍﾞﾄﾅﾑ１１ヵ国 １２名 

竹中大工道具館～春日
大社～東大寺 

 

３ ６月 ８日(水) 
中小企業振興のための 
経営強化・金融支援(A） 
PREX 

ｱﾙﾊﾞﾆｱ､ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ﾌﾞｰﾀﾝ､ﾎﾞｽ
ﾆｱﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ﾗｵｽ､
ﾏﾚｰｼｱ､ﾓﾝｺﾞﾙ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 
１０ヵ国 １０名 

東寺～伏見稲荷大社 

４ ６月１３日(月) 
モンゴル日本人材開発 
センター訪日研修（５S） 
PREX 

ﾓﾝｺﾞﾙ 
１ヵ国 １０名 

春日大社～（抹茶）～東
大寺 

５ ６月１９日（日） 
ICT 案件形成能力向上 
 
JICA 関西 

ｱﾝｺﾞﾗ､ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ﾊﾞﾙﾊﾞﾄﾞ
ｽ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ﾌｨｼﾞｰ､ｸﾞﾚﾅﾀﾞ､ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ､ｺｿﾎﾞ､ﾚﾊﾞﾉﾝ､ﾚｿﾄ､ﾓﾛｯ
ｺ､ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰﾈｰｳﾞｨｽ､ｽｰﾀﾞﾝ       
１３ヵ国 １８名 

宇治(平等院） 
～伏見稲荷大社 

 

６ ７月 ３日（日） 
ＪＩＣＡマスコミ招聘 
JICA 東京 

英語圏  ９名 
仏語圏  ５名 

福寿園京都本店（茶道体
験）～金閣寺 

７ 
７月 ４日（月） 
７月 ８日（金） 

ケニア SHEP 実務者レベル
コース       JICE 

ｹﾆｱ  
１か国 １２名 

宇治（平等院） 
～伏見稲荷大社 

８ ７月 ４日（月） 
地方自治体行政強化 
(参加型地域開発） 
JICA 関西 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ﾌﾞｰﾀﾝ､ｺｰﾄｼﾞﾎﾞ
ﾜｰﾙ､ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ､ｼﾞｮｰｼﾞｱ､ｶﾞ
ｰﾅ､ｲﾗﾝ､ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ､ｹﾆｱ､ﾏﾀﾞｶﾞ
ｽｶﾙ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ｽｰﾀﾞﾝ､ﾀ
ﾝｻﾞﾆｱ､ﾊﾞﾇｱﾂ  
１５ｶ国 １７名 

春日大社～東大寺 

９ ７月 ７日（木） 
モンゴル現地講師育成研修 
PREX 

ﾓﾝｺﾞﾙ  
１ヵ国 ６名 

法隆寺～東大寺 

１０ ７月 ９日（土） 
都市上水道維持 
JICA 関西 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ､ｷﾙｷﾞｽ､ﾗｵ
ｽ､ﾏﾚｰｼｱ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ｽﾘﾗﾝｶ､ﾀｼﾞ
ｷｽﾀﾝ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ｲﾝﾄﾞ     
１３ヵ国 １５名 

竹中大工道具館～南禅
寺・琵琶湖疏水記念館 
～金閣寺 

１１ ７月１６日（土） 
省エネ技術と技術普及のた
めの行政の取り組み（A） 
PREX 

ﾖﾙﾀﾞﾝ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ､ｾﾝﾄ
ﾋﾞﾝｾﾝﾄ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 
５ヵ国 ５名 

宇治（平等院・市営茶室）
～伏見稲荷大社 

１２ ７月１８日（月） 
都市上水道維持 
（２チーム混合） 
PREX 

ｱｻﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ､ｲﾗﾝ､ﾈﾊﾟｰﾙ､ﾅｲ
ｼﾞｪﾘｱ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､南ｽｰﾀﾞﾝ､ｽｰ
ﾀﾞﾝ､ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｹﾆ
ｱ､ﾗｵｽ､ﾓﾝｺﾞﾙ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾄﾙｺ､ｻﾞ
ﾝﾋﾞｱ  １５ヵ国 ２５名 

竹中大工道具館～南禅
寺・琵琶湖疏水記念館～
金閣寺 

１３ 
７月２６日（火） 
７月３０日（土） 

タンザニア地方農業開発 
ﾀﾝｻﾞﾆｱ     
１ヵ国 ８名 

平等院～烏丸通 
～六角堂～錦市場 

１４ ８月 ６日（土） 
都市内道路整備（A） 
近畿建設協会 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､
ｲﾝﾄﾞ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ  
６ヵ国 ８名 

金閣寺～平安神宮～ﾊﾝ
ﾃﾞｨｸﾗﾌﾄｾﾝﾀｰ 
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１５ ８月１８日（木） 

統合的流域（河川・湖沼・
沿岸域等）管理による水資
源の持続可能な利用と保全 
JICA 関西 

ｱﾙﾊﾞﾆｱ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｲﾝﾄﾞ､ｲﾗｸ､ﾒ
ｷｼｺ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ｽｰﾀﾞﾝ､ｳ
ｶﾞﾝﾀﾞ 
９ヵ国 １０名 

南禅寺～平安神宮～福
寿園京都本店（茶道体
験） 

１６ ８月２１日（日） 
直接投資を促すための知財
制度整備に向けて 
JICA 関西 

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ､ｶﾞｰﾅ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｲﾗ
ｸ､ﾐｬﾝﾏｰ､ｻﾓｱ､ｾﾙﾋﾞｱ     
７ヵ国 ９名 

春日大社～東大寺 

１７ ９月 ７日（水） 
ケニア 地方分権化におけ
る農業普及  JICA 関西 

ｹﾆｱ    １ヵ国 １３名 
福寿園京都本店（茶道体
験）～金閣寺～ﾊﾝﾃﾞｨｸﾗ
ﾌﾄｾﾝﾀｰ 

１８ ９月１０日（土） 
世界遺産の適切な管理を通
じた観光振興 
立命館大学 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ｴｸｱﾄﾞﾙ､ｴﾁｵﾋﾟ
ｱ､ｼﾞｬﾏｲｶ､ﾒｷｼｺ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾍﾞﾄ
ﾅﾑ     ７ヵ国 ８名 

法隆寺～東大寺 

１９ ９月１７日（土） 
都市内道路整備（Ｂ） 
近畿建設協会 

ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ､ｺﾝｺﾞ､ｼﾞﾌﾞﾁ､ｴﾁ
ｵﾋﾟｱ､ｹﾆｱ､ﾘﾍﾞﾘｱ､ﾏﾗｳｨ､ﾅｲｼﾞ
ｪﾘｱ､ﾙﾜﾝﾀﾞ､ｾﾈｶﾞﾙ､ｽﾜｼﾞﾗﾝ
ﾄﾞ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ 
１４ヵ国 １４名 

金閣寺～平安神宮～ﾊﾝ
ﾃﾞｨｸﾗﾌﾄｾﾝﾀｰ 

２０ ９月１９日（月） 
中小企業振興のための経営
強化・金融支援(A） 
PREX 

ｺﾝｺﾞ､ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｶﾞｰﾅ､ｲﾗｸ､ﾏﾗｳ
ｨ､ﾓｰﾘｼｬｽ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ｽｰﾀﾞﾝ､ﾁ
ｭﾆｼﾞｱ､ﾃｨﾓｰﾙ 
１０ヵ国 １１名 

姫路城～明石海峡大橋 

２１ 
９月２０日（火） 
10 月 16 日（日） 

ＪＩＣＡ研修「下水道シス
テム維持管理」 
都市技術センター 

ｲﾗｸ､ﾓﾝｺﾞﾙ､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ､ｽﾘﾗﾝｶ､
ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ 
５ヵ国 ８名 

琵琶湖疏水記念館～南
禅寺～金閣寺 

２２ 10 月１日(土) 
ラオスの工業団地関係者         
研修        PREX 

ﾗｵｽ 
１ヵ国 １０名 

比叡山延暦寺～金閣寺 

２３ 10 月 2 日（日） 
投資環境法整備 B 
JICA 関西 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ｷｭｰﾊﾞ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞ
ﾆｱ､ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ  
７ヵ国 １０名 

春日大社～東大寺 

２４ 10 月８日(土) 
省エネ技術と技術普及のた
めの行政の取り組み（B）       
PREX 

ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ｽﾘ
ﾗﾝｶ､ﾄﾙｺ､ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ 
６ヵ国 ７名 

春日大社～東大寺 

２５ 10 月９日(日) 
統運用事業者幹部職員研修 
海外電力調査会 

１３名 
竹中大工道具館～春日
大社～東大寺 

２６ 10 月 15 日(土) 

紛争解決と共生社会づくり
のための実践的参加型コミ
ュニティ開発手法 
関西 NGO 協議会 

ｽｰﾀﾞﾝ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ､ｽﾘﾗﾝｶ､南ｽｰ
ﾀﾞﾝ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ､ﾌﾞﾙﾝｼﾞ､ﾌｨﾘﾋﾟ
ﾝ､ｲﾗｸ 
８ヵ国 １３名 

福寿園京都本店（茶道体
験）～錦市場～二条城 

２７ 10 月 22 日(土) 
パレスチナ太陽光研修 
PREX 

ﾊﾟﾚｽﾁﾅ 
１ヵ国 ４名 

平等院～宇治市営茶室
（茶道体験） 

２８ 
10 月 28 日(金) 
10 月 29 日(土) 

博物館学コース 
国立民族学博物館 

ｱﾙﾒﾆｱ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｲﾗﾝ､ﾗｵｽ､ﾒｷｼ
ｺ､ﾍﾟﾙｰ､ｻﾓｱ､ﾖﾙﾀﾞﾝ､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ 
９ヵ国 １４名 

春日大社～東大寺 

２９ 10 月 30 日(日) 
JICA 天然ガス利用技術研
修 
海外電力調査会 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ﾚﾊﾞﾉﾝ､
ﾓﾛｯｺ､ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ､ﾐｬﾝﾏｰ､PNG,
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ｽ  ﾘﾗﾝｶ､ｳｽﾞﾍﾞｷｽ
ﾀﾝ   １０ヵ国 １１名 

竹中大工道具館～春日
大社～東大寺 

３０ 11 月５日(土) 
中央アジアビジネス実務研
修(C) （カザフスタン） 
PREX 

ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ 
１ヵ国 １０名 

平等院～宇治市営茶室
（茶道体験）～伏見稲荷
大社 

３１ 11 月６日(日) 
タンザニア地方政府改革プ
ログラム  ＪＩＣＡ関西 

ﾀﾝｻﾞﾆｱ 
１ヵ国 ２０名 

金閣寺～伏見稲荷大社 
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３２ 
11 月 ７日(月) 
11 月 12 日(土) 

JICA 研修「アフリカ地域市
場志向型農業振興（行政官）
SHEP(B)」 
神戸国際協力交流センター 

ｶﾞｰﾅ､ﾏﾗｳｲ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾙﾜﾝﾀﾞ､
南ｽｰﾀﾞﾝ､ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ､ｹﾆ
ｱ､ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ 
９ヵ国 １８名 

下鴨神社～福寿園 

３３ 11 月 13 日(日) 
ラオス工業団地企業関係者
経営管理能力向上研修 
PREX 

ﾗｵｽ 
１ヵ国 ２０名 

比叡山延暦寺～金閣寺 

３４ 11 月 18 日(金) 
中小企業振興政策Ａ 
PREX 

ｺｰﾄｼﾎﾞﾜｰﾙ､ｼﾞﾌﾞﾁ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､
ｶﾞﾎﾞﾝ､ﾚﾊﾞﾉﾝ､ﾏﾗｳｲ､ﾓﾙﾃﾞｨ
ﾌﾞ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､PNG､ｻﾝﾄﾒ･ﾌﾞﾘﾝ
ｼﾍﾞ､ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､東ﾃｨﾓ
ｰﾙ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ 
１４ヵ国 １５名 

大阪城～アクアライナ
ー 

３５ 11 月 27 日(日） 
ブラジル国別「地下鉄人材
育成プログラム構築」 
PREX 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 
1 ヵ国２３名 

春日大社～東大寺 

３６ 12 月 3 日(土) 
ベトナム研修 
JICA 関西 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 
1 ヵ国 １０名 

竹中大工道具館～春日
大社～東大寺 

３７ 12 月 4 日(日) 
ネパール裁判所能力強化プ
ロジェクト第六回本邦研修 
JICA 関西 

ﾈﾊﾟｰﾙ 
1 ヵ国 １３名 

東寺～福寿園京都本店
（茶道体験） 

３８ 12 月 8 日(木) 
モンゴル安全な出産のため
の助産師研修 JICA 関西 

ﾓﾝｺﾞﾙ 
１ヵ国 １０名 

平等院～宇治市営茶室
（茶道体験）～伏見稲荷
大社 

３９ 1 月 21 日(土) 
都市内道路整備（C） 
近畿建設協会 

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ､ｶﾒﾙｰﾝ､ｼﾞﾌﾞﾁ､ｹﾆｱ､
ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ 
６ヵ国 １１名 

金閣寺～島津製作所創
業記念資料館～福寿園
京都本店（茶道体験） 

４０ １月 25 日(水) 
投資促進 
PREX 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ｶﾒﾙｰﾝ､ｹﾆｱ､ﾗｵｽ､ﾅｲ
ｼﾞｪﾘｱ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ､ﾀｼﾞｷｽ
ﾀ ﾝ ､東ﾃ ｨ ﾓ ｰ ﾙ ､ ｼ ﾞ ﾝ ﾊ ﾞ ﾌ ﾞ ｴ     
９ヵ国 １１名 

平等院～伏見稲荷大社 

４１ 1 月 26 日(木) イラク国会議員   PREX ｲﾗｸ     １ヵ国 ７名 三十三間堂～二条城 

４２ 1 月 28 日(土) 
中央アジアビジネス研修(D) 
PREX 

ｳｸﾗｲﾅ    １ヵ国 ８名 
伏見稲荷大社～金閣寺
～福寿園京都本店（茶道
体験） 

４３ ２月 ８日(水) 
中小企業振興 B 
JICA 関西 

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ､ ﾌｨｼﾞｰ､ｼﾞｬﾏｲｶ､ｶ
ｻﾞﾌｽﾀﾝ､ ﾈﾊﾟｰﾙ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ｽｰ
ﾀﾞﾝ､ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ､ﾓｰﾘｼｬｽ､ ﾘ
ﾍﾞﾘｱ､ 南ｱﾌﾘｶ 11ヵ国 11名 

京都伝統産業ふれあい
館～福寿園京本店（茶道
体験）～金閣寺 

４４ ２月１１日(土) 
中央アジアビジネス実務研
修 B（キルギス） PREX 

ｷﾙｷﾞｽ 
1 ヵ国 １０名 

伏見稲荷大社～金閣寺～福

寿園京都本店（茶道体験） 

４５ ２月１７日(金) 
カンボジア国別研修「実践的
日本型経営研修」JICA 関西 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 
1 ヵ国 １０名 

島津製作所創業記念資
料館～金閣寺～福寿園
京都本店（茶道体験） 

４６ ２月１８日(土) 
LEP2.0 障がい者を対象とし
た就労移行支援システムの
構築 (マレーシア）JICA 関西 

ﾏﾚｰｼｱ 
１ヵ国 １２名 

竹中大工道具館～あか
しや(筆づくり体験）～
東大寺 

４６ ２月２５日(土) 
ニカラグア貿易振興のため
のキャパシティ・ディベロッ
プメント PREX 

ﾆｶﾗｸﾞｱ 
１ヵ国 ９名 

福寿園京都本店（茶道体
験）～錦市場・六角堂～
金閣寺 

４８ ３月 ４日(土) 
中央アジアビジネス実務研
修(A)ウズベキスタン  
PREX 

ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 
１ヵ国 １０名 

金閣寺～伏見稲荷大社 
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平成２８年度実績 企業・団体での講演実績 

NO. 日程 対象 人数 内容 

１ 5月 17日(火) 竹中工務店 224名 新入社員を対象に講義を実施。 

２ 
8月 8日(月)～ 
7月 10日(水) 

大阪観光大学観光学部 
※9日・10日は現地見学 

2名 

留学生を対象に 180 分の講義と「日本文
化の精神性、文化の変遷を感じる」をテ
ーマに現地視察を実施。視察先は、伊勢
神宮～おかげ横丁、法隆寺、東大寺～奈
良公園周辺、平等院、茶道体験。 

３ 10月 7日(金) 
近鉄グループホールデ
ィングス 

28名 

新入社員を対象に、ビジネスパーソンの
基礎能力の養成と地域の魅力発信につな
げる取り組みとして吉野を舞台に実施。
視察先は、金峯山寺～竹林院周辺。金峯
山寺蔵王堂にて川畑本堂部長の講話、吉
野町職員を交えてのワークショップを実
施。 

４ 
1月 17日(火)～ 
1月 18日(水) 

アートコーポレーショ
ン 

11名 

入社 10年目社員を対象に、モチベーショ
ン向上を狙った人事部社員研修の前半に
本プログラムを組み込み実施。視察先は、
薬師寺、大阪企業家ミュージアム。歴協
の講義も含め各自の気づきをグループワ
ークで共有し、人事部研修へバトンタッ
チした。 

 

平成２８年度実績 大学での講演実績 

NO. 日程 対象 人数 内容 

１ 4月 27日(水) 和歌山大学 観光学部 130名 
1 年生を対象に観光概論の 1 講座として
実施。 

２ 6月 22日(水) 
甲南女子大学 
文学部 人間科学部 

115名 2・3年生を対象に、特別講義として実施。 

３ 
7月 5日(火) 

～ 
7月 7日(木) 

トルコ  
チャナッカレ大学 
(松下幸之助記念財団) 

6名 

財団が招いた学生を対象に、日本文化理
解のため現地視察を実施。視察先は、姫
路城、明石海峡大橋、春日大社、東大寺、
島津製作所創業記念資料館、清水寺、伏
見稲荷大社。 

４ 
11月 1日(火) 
12月 6日(火) 

京都シニア大学 
 

140名 
3学期の一般教養授業全 10回の内の 2回
を歴史街道が担当。 

５ 2月 2日(木) 
帝塚山大学  
経営学部 

24名 
観光経営コースの「観光ビジネス入門」全
15回の内の 1回を歴史街道が担当。 

 

平成２９年度実績 訪日研修生向けプログラム 

NO. 実施日 研修名 対象国・人数 訪問地 

１ 
５月 ８日（月） 
５月１３日(土) 

アフリカ地域市場志向
型農業振興(行政官)：
SHEP(A)       KIC 

ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ､ﾅﾐﾋﾞｱ､ﾚｿﾄ､ｴﾁ
ｵﾋﾟｱ､南ｱﾌﾘｶ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ､ｹﾆ
ｱ       ７ヵ国 １９名 

宇治市営茶室（茶道体
験）～平等院～宇治川
周辺 

２ ５月２0 日(土) 

配電網整備(中進国向
け) 
研修(B) 
海外電力調査会 

ｺﾛﾝﾋﾞｱ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｶﾞｰﾅ､ｲﾝ
ﾄﾞ､ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ､ﾓﾝｺﾞﾙ､ﾐｬﾝﾏ
ｰ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ､ﾙﾜﾝﾀﾞ､
ｽﾘﾗﾝｶ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ､
ｻﾞﾝﾋﾞｱ 
１３ヵ国 １３名 

竹 中 大 工 道 具 館 ～ 奈
良・春日大社～東大寺 
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３ 
５月１９日(金) 
５月２０日(土) 

JICA 課題別研修「上級
人事管理」 
JICA 東京 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ﾎﾞﾂﾜﾅ､ｶﾝﾎﾞ
ｼﾞｱ､ﾌｨｼﾞｰ､ｶﾞｰﾅ､ｹﾆｱ､ﾐｬ
ﾝﾏｰ､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ､ｽﾘﾗﾝｶ､ﾀﾝ
ｻﾞﾆｱ 
１０ヵ国 １０名 

風見鶏の館～北野天
満神宮～異人館街～
生田神社～人と防災未
来センター 

４ ６月 ３日(土) 
都市内道路整備（A) 
近畿建設協会 

ｱﾋｶﾞﾆｽﾀﾝ､ｶﾒﾙｰﾝ､ｺｰﾄｼﾞ
ﾎﾞｱｰﾙ､ｺﾝｺﾞ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｴﾁｵ
ﾋﾟｱ､ｹﾆｱ､ﾘﾍﾞﾘｱ､ﾏﾀﾞｶﾞｽｶ
ﾙ､ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆ
ｱ､ﾙﾜﾝﾀﾞ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､東ﾃｨﾓ
ｰﾙ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ 
１５ヵ国 １５名 

島津製作所創業記念
資料館～金閣寺～福
寿園京都本店（茶道体
験） 

５ ６月８日(木） 

中小企業振興のための
経 営 強 化 ・ 金 融 支 援
（A） 
PREX 

ｱﾙﾊﾞﾆｱ､ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｱﾙﾒﾆ
ｱ､ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､
ﾗｵｽ､ﾏﾚｰｼｱ､ﾓﾝｺﾞﾙ､ﾐｬﾝ
ﾏｰ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾀｲ､ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀ
ﾝ､ﾍﾞﾄﾅﾑ  １３ヵ国 １３名 

竹中大工道具館～春
日大社(内陣)～東大
寺 

６ ６月１２日(月) 

モンゴル日本人材開発
センター ビジネスｺｰｽ
実務研修 
リロパナソニックエクセル 

ﾓﾝｺﾞﾙ 
１ヵ国 １０名 

金閣寺～平安神宮～
ハンディークラフトセン
ター 

７ 
６月１７日(土)  
 

ミャンマー事後調査（税
関）      JICA 関西 

ﾐｬﾝﾏｰ  
１ヵ国 １８名 

伏見稲荷大社～東大
寺 

８ 
６月１９日(月) 
６月２３日(金) 

ケニア SHEP 
JICE 

ｹﾆｱ 
１ヵ国１７名 

福寿園京都本店（茶道
体験）～錦市場～下鴨
神社 

９ ６月２４日(土) 
ICT 案件 
JICA 関西 

ｱﾝｺﾞﾗ､ﾊﾞﾙﾊﾞﾄﾞｽ､ﾎﾞﾂﾜﾅ､
ｴｸｱﾄﾞﾙ､ﾌｨｼﾞｰ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､
ﾖﾙﾀﾞﾝ､ｺｿﾎﾞ ８ヵ国 ２０名 

島津製作所創業記念
資料館～金閣寺～平
安神宮 

１０ ６月２５日(日) 

先進国市場を対象にし
た輸出振興マーケティ
ング研修 
PREX 

ｷﾙｷﾞｽ､ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ､ｾﾙﾋﾞ
ｱ､ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ､ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪ
ｺﾞﾋﾞﾅ､ｱﾙﾊﾞﾆｱ  ６ヵ国 ８
名 

南禅寺～平安神宮～
ハンディクラフトセンタ
ー 

１１ ６月２６日(月) 
JICA 海外マスコミ招聘 
JICA 東京 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ﾀｲ､ﾌｨ
ﾘﾋﾟﾝ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ﾏﾚｰｼｱ､ﾐｬﾝ
ﾏｰ､ﾗｵｽ､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ﾌﾞﾙﾈ
ｲ      １０ヵ国 １０名 

福寿園京都本店（茶道
体験）～伏見稲荷大社 

１２ ７月 １日（土） 
地方自治体行政強化
（参加型地域開発） 
JICA 関西 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｶﾞｰﾅ､ｺｿﾎﾞ､ｼｴ
ﾗﾚｵﾈ､ﾀｲ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ﾁｭﾆｼﾞ
ｱ､ﾆｼﾞｪｰﾙ､ﾈﾊﾟｰﾙ､ﾌｨﾘﾋﾟ
ﾝ､ﾗｵｽ､ﾌﾞｰﾀﾝ 
１２ヵ国 １５名 

春日大社～東大寺 

１３ 
７月 ３日（月） 
７月１３日（木） 

コロンビア民間連携に
よる地域産業・観光振
興研究       PREX 

ｺﾛﾝﾋﾞｱ 
１ヵ国 １３名 

錦市場～金閣寺～下
鴨神社 

１４ ７月 ８日（土） 
都市上水道維持管理
(浄 水 ・ 水 質 )(給 ・ 配
水）(Ａ)   JICA 関西 

２５名 
島津製作所創業記念
資料館～南禅寺～金
閣寺 

１５ ７月 ９日（日） 
モンゴル講師育成研修 
PREX 

ﾓﾝｺﾞﾙ 
１ヵ国 ６名 

法隆寺～東大寺 

１６ ７月１６日（日） 

アフガニスタン 教師教
育における特別支援教
育強化 Proj.  
JICA 関西 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ 
１ヵ国 １２名 

姫路城～明石海峡大
橋 
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１７ 
７月１７日 

（月・祝） 

都市上水道維持管理
（浄水・水質）（B） 
JICA 関西 

ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｲﾗｸ､ﾏﾗｳｨ､ﾐｬﾝﾏ
ｰ､ﾙﾜﾝﾀﾞ､南ｱﾌﾘｶ､ｽﾘﾗﾝ
ｶ､ﾁｭﾆｼﾞｱ､ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ､ｼﾞﾝ
ﾊﾞﾌﾞｴ   １０ヵ国 １２名 

春日大社～東大寺 

１８ ７月２２日(土) ベトナム経営塾研修 
ﾍﾞﾄﾅﾑ 
１ヵ国 ３１名 

福寿園京都本店（茶道
体験）～三十三間堂～
伏見稲荷大社 

１９ ７月２４日(月) 
マレーシア行政初級職
研修        PREX 

ﾏﾚｰｼｱ 
１ヵ国 ２０名 

あかしや（筆作り体験）
～奈良町～東大寺 

２０ 
７月２５日(火) 
７月２９日(土) 

タンザニア地方農業開
発研修 
PREX 

ﾀﾝｻﾞﾆｱ 
１ヵ国 １０名 

伏見稲荷大社～井筒
屋八つ橋～新京極～
錦市場～四条烏丸 

２１ 
８月１１日 

（金・祝） 

世界遺産の適切な管理
を通じた観光振興（A) 
立命館大学 

ｼﾞｬﾏｲｶ､ﾗｵｽ､ﾏｹﾄﾞﾆｱ､ｱﾙ
ﾒﾆｱ､ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ､ｽﾘﾗﾝｶ､
ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ﾐｸﾛﾈｼｱ  
８ヵ国 １２名 

姫路城～明石海峡大
橋 

２２ ８月１４日(月) 

バングラデシュ看護サ
ービス人材育成プロジ
ェクト国別研修 
CDC インターナショナル 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 
１ヵ国 ６名 

伏見稲荷大社～金閣
寺～福寿園京都本店
（茶道体験） 

２３ 
8 月 21 日(土) 
9 月 2 日(土) 

下水道システム維持管
理 
JICA 関西 

ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｶﾞｲｱﾅ､ｽﾘﾗﾝｶ､
ﾊﾟﾚｽﾁﾅ､ﾓﾝｺﾞﾙ､ﾙﾜﾝﾀﾞ 
６カ国 ８名 

金閣寺～平安神宮～
ハンディクラフトセンタ
ー 

２４ 9 月 7 日(木) 
橋梁総合 
JICA 関西 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ﾌﾞｰﾀﾝ､ﾁﾘ､ｴ
ﾁｵﾋﾟｱ､ｶﾞｰﾅ､ｹﾆｱ､ﾘﾍﾞﾘｱ､
ﾏﾗｳｨ､ﾈﾊﾟｰﾙ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰ
ｷﾞﾆｱ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､南ｽｰﾀﾞﾝ､ｽ
ﾘﾗﾝｶ､ｽｰﾀﾞﾝ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ｳｶﾞ
ﾝﾀﾞ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ 
１８ヵ国 １８名 

宇治市営茶室（茶道体
験）～平等院 

２５ 9 月 9 日(土) 

中小企業振興のための
経 営 強 化 ・ 金 融 支 援
（B) 
PREX 

ｺﾝｺﾞ民主共和国､ｴﾁｵﾋﾟ
ｱ､ｼﾞｬﾏｲｶ､ｹﾆｱ､ﾅｲｼﾞｪﾘ
ｱ､ﾙﾜﾝﾀﾞ､ｽｰﾀﾞﾝ､ﾀｼﾞｷｽﾀ
ﾝ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ｲｴﾒﾝ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ 
１１ヵ国 １１名 

金閣寺～福寿園京都
本店（茶道体験）～伏
見稲荷大社 

２６ 9 月 10 日(日) 
キルギス企業経営者上
級研修 PREX 

ｷﾙｷﾞｽ 
１ヵ国 １１名 

伏見稲荷大社～金閣
寺～福寿園京都本店
（茶道体験） 

２７ 9 月 10 日(日) 
アフリカ地域総合災害
対策 
JICA 関西 

ｶﾞｰﾅ､ﾘﾍﾞﾘｱ､ﾏﾗｳｨ､ﾏﾘ､ﾓﾛ
ｯｺ､ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ 
７ヵ国 １１名 

金閣寺～福寿園京都
本店（茶道体験）～二
条城 

２８ 9 月 16 日(土) 

水資源の持続可能な利
用と保全のための統合
的湖沼・河川・沿岸流
域監理   JICA 関西 

ｱﾙﾊﾞﾆｱ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｴﾁｵﾋﾟｱ､
ｲﾝﾄﾞ､ｲﾗｸ､ﾒｷｼｺ､ﾐｬﾝﾏｰ､
ｽｰﾀﾞﾝ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ 
９ヵ国 １０名 

伏見稲荷大社～琵琶
湖疎水記念館～南禅
寺～福寿園京都本店
（茶道体験） 

２９ 9 月 18 日(月) 
学習効果向上のための
総合的取り組み  JICA
関西 

ｹﾆｱ､ﾗｵｽ､ﾏﾗｳｨ､ﾓﾝｺﾞﾙ､ﾐ
ｬﾝﾏｰ､ﾈﾊﾟｰﾙ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ 
７ヵ国 １４名 

金閣寺～平安神宮～
福寿園京都本店（茶道
体験） 

３０ 9 月 23 日(土) 
都市内整備（B) 
近畿建設協会 

ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ､ﾌﾞﾙﾝｼﾞ､ｺﾝｺﾞ
民主共和国､ｴﾁｵﾋﾟｱ､ﾘﾍﾞ
ﾘｱ､ﾏﾗｳｨ､ﾙﾜﾝﾀﾞ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ 
８ヵ国 １５名 

島津製作所創業記念
資料館～金閣寺～福
寿園京都本店（茶道体
験） 
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３１ 10 月 1 日(日) 
投資環境整備 
JICA 関西 

ｴﾁｵﾋﾟｱ､ﾖﾙﾀﾞﾝ､ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰ
ｸ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆ
ｱ､ｽﾘﾗﾝｶ   ６カ国 ９名 

伏見稲荷大社～東大
寺 

３２ 10 月 7 日(土) 水銀モニタリング研修 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ﾏﾚｰｼｱ､ﾌｨﾘﾋﾟ
ﾝ､ﾀｲ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ｳﾙｸﾞｱｲ､ﾍﾞ
ﾄﾅﾑ､ﾆｶﾗｸﾞｱ､ﾊﾟﾗｵ､ﾌﾞﾙｷ
ﾅﾌｧｿ    １０ヵ国 １０名 

金閣寺～福寿園京都
本店（茶道体験）～伏
見稲荷大社 

３３ 10 月 8 日(日) 
系統運用事業者幹部
職員研修 
海外電力調査会 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ｲﾗ
ｸ､ﾓﾝｺﾞﾙ､ﾓﾛｯｺ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾈ
ﾊﾟｰﾙ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､
ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ｼ
ｴﾗﾚｵﾈ､南ｱﾌﾘｶ 
１３ヵ国 １７名 

竹中大工道具館～春
日大社～東大寺 

３４ 10 月 9 日(月) 
カンボジア実践的日本
型経営研修 
CDC インターナショナル 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 
１ヵ国 １０名 

平等院～宇治市営茶
室（茶道体験）～伏見
稲荷大社 

３５ 10 月 14 日(土) 
パレスチナ太陽光発電
研修        PREX 

ﾊﾟﾚｽﾁﾅ 
１ヵ国 ６名 

平等院～宇治市営茶室（茶

道体験）～伏見稲荷大社 

３６ 10 月 15 日(日) 
タンザニア地方政府改
革プログラム JICA 関西 

ﾀﾝｻﾞﾆｱ 
１ヵ国 １９名 

春日大社～東大寺 

３７ 10 月 20 日(金) 
マレーシア中間管理職 
PREX 

ﾏﾚｰｼｱ 
１ヵ国 １５名 

平等院～宇治市営茶室（茶

道体験）～伏見稲荷大社 

３８ 10 月 21 日(土) 
ミャンマー課税評価（税
関）JICA 関西 

ﾐｬﾝﾏｰ 
１ヵ国 １６名 

伏見稲荷大社～東大
寺 

３９ 
10 月 27 日(金) 
10 月 28 日(土) 

マレーシア水質浄化 
JICA 関西 

ﾏﾚｰｼｱ 
１ヵ国 １５名 

平等院～伏見稲荷大
社～清水寺 

４０ 10 月 29 日(日) ヨルダン   JICA 関西 ﾖﾙﾀﾞﾝ     １ヵ国 6 名 
宇治市営茶室（茶道体
験）～平等院 

４１ 
10 月 30 日(月) 
11 月 3 日(金) 

カザフスタン 
PREX 

ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ  1 ヵ国 １１名 大阪城～アクアライナー 

４２ 11 月 4 日(土) 

投資促進のためのキャ
パシティーデベロップメ
ント 
PREX 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ｱﾙﾊﾞﾆｱ､ｱﾝｺﾞ
ﾗ､ｴｸｱﾄﾞﾙ､ﾌｨｼﾞｰ､ｶﾞｰﾅ､ｲ
ﾗﾝ､ﾖﾙﾀﾞﾝ､ﾓｰﾘｼｬｽ､ﾈﾊﾟｰ
ﾙ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ､東ﾃｨﾓ
ｰﾙ､ﾁｭﾆｼﾞｱ､ｳｸﾗｲﾅ 
１４ヵ国 １５名 

二条城～福寿園京都
本店（茶道体験）～錦
市場 

４３ 
11 月 6 日(月) 
11 月 11 日(土) 

アフリカ地域市場志向
型農業振興 SHEP(B) 
KIC 

ｶﾞｰﾅ､ｹﾆｱ､ﾏﾗｳｨ､ﾓｻﾞﾝﾋﾞ
ｰｸ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾙﾜﾝﾀﾞ､南ｽ
ｰﾀﾞﾝ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ 
９ヵ国 １８名 

法隆寺～東大寺 

４４ 11 月 12 日(日) 
先進天然ガス利用技術
研修 
海外電力調査会 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｶﾞｰ
ﾅ､ﾖﾙﾀﾞﾝ､ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ､ﾐｬﾝ
ﾏｰ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､南ｱﾌﾘｶ､ｽﾘﾗ
ﾝｶ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 
１１ヵ国 １３名 

平等院～宇治市営茶
室（茶道体験）～伏見
稲荷大社 

４５ 11 月 12 日(日) 
ラオス MBA 優秀生本邦
研修  リロパナソニック 

ﾗｵｽ 
１ヵ国 １０名 

福寿園京都本店（茶道
体験）～錦市場～伏見
稲荷大社 

４６ 11 月 23 日(木) 
中央アジアビジネス実
務研修(D) ウクライナ 

ｳｸﾗｲﾅ 
１ヵ国 １１名 

春日大社～東大寺 

４７ 11 月 25 日(土) 
中小企業振興政策(A) 
PREX 

ｺﾛﾝﾋﾞｱ､ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ､ｴｼﾞ
ﾌﾟﾄ､ﾏﾗｳｨ､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ､ｾﾙﾋﾞ
ｱ､ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ｳｸﾗ
ｲﾅ       ９ヵ国 ９名 

春日大社～東大寺 



61 

 

４８ 11 月 28 日(火) 

鉄道技術の部門別（車両・
施設）の人材育成及び、車
両・軌道の保守管理（ブラ
ジル）      JR 西日本 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 
１ヵ国 １８名 

東寺～伏見稲荷大社 

４９ 12 月 10 日(日) 
シンガポール協働研修 
アジア防災センター 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 
１ヵ国 １７名 

金閣寺～福寿園京都
本店（茶道体験） 

５０ 12 月 13 日(水) 
バングラディシュ看護臨
地実習  
CDC インターナショナル 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 
１ヵ国 ６名 

伏見稲荷大社～金閣
寺～福寿園京都本店
（茶道体験） 

５１ 1 月 12 日(金) 
災害に強い街づくり戦
略  KIC 

ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｺﾛﾝﾋﾞｱ､ｽﾘﾗﾝｶ､ﾁ
ﾘ､ﾈﾊﾟｰﾙ､ﾊﾞﾊﾏ､ﾎﾞｽﾆｱﾍﾙ
ﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ 
８ヵ国 ８名 

北野異人館～北野工
房のまち（和ろうそく絵
付け体験） 

５２ 1 月 20 日(土) 
ビジネス人材育成・交
流拠点強化プロジェクト 
PREX 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ﾗｵｽ､ﾍﾞﾄﾅﾑ 
３ヵ国 １５名 

二条城～金閣寺～福寿
園京都本店（茶道体験） 

５３ 1 月 26 日(金） 
投資促進のためのキャ
パシティーデベロップメ
ント 

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ｶﾒﾙｰ
ﾝ､ｷｭｰﾊﾞ､ｲﾝﾄﾞ､ｹﾆｱ､ﾗｵ
ｽ､ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ､ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ､ﾅｲｼﾞ
ｪﾘｱ､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ､ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 
１２ヵ国 １５名 

講義のみ 

５４ 2 月 3 日(土) 
税関行政（B) 
JICA 関西 

ｳﾙｸﾞｱｲ､ｺﾛﾝﾋﾞｱ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
ﾍﾟﾙｰ､ﾁﾘ､ﾎﾞﾘﾋﾞｱ､ﾒｷｼｺ 
７ヵ国 ７名 

春日大社～東大寺 

５５ 2 月 4 日(日) 
火力発電所運営・維持
管理能力向上プログラ
ム       関西電力 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 
１ヵ国 １０名 

平等院～宇治市営茶
室（茶道体験）～伏見
稲荷大社 

５６ 2 月 6 日(火) 

「ＪＲ西日本の人材育成
および、駅周辺開発を
中心とした一般的な鉄
道運営管理」ブラジル
鉄道     JR 西日本 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 
１ヵ国 １６名 

東寺～伏見稲荷大社 

５７ 2 月 6 日(火) 
チーム医療を通じた周
産期医療の質の改善
（モンゴル） JICA 関西 

ﾓﾝｺﾞﾙ 
１ヵ国 ８名 

平等院～宇治市営茶
室（茶道体験）～伏見
稲荷大社 

５８ 2 月 10 日(土) 
中央アジアビジネス実
務研修（キルギス） 
PREX 

ｷﾙｷﾞｽ 
１ヵ国 ９名 

二条城～錦市場～福
寿園京都本店（茶道体
験） 

５９ 2 月 12 日(月) 
中小企業振興政策（B) 
PREX 

ｱｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬ
ﾝ､ｱﾁｵﾋﾟｱ､ﾌｨｼﾞｰ､ﾘﾍﾞﾘｱ､
ﾒｷｼｺ､ﾙﾜﾝﾀﾞ､ｽｰﾀﾞﾝ､ﾁｭﾆ
ｼﾞｱ       ９ヵ国 ９名 

伏見稲荷大社～金閣
寺～福寿園京都本店
（茶道体験） 

６０ 2 月 15 日(木) 
イラク国会議員「知見共
有セミナー」JICA 東京 

ｲﾗｸ 
１ヵ国 ４名 

金閣寺～福寿園京都
本店（茶道体験） 

６１ 2 月 17 日(土) 
就労移行支援システム
の構築（マレーシア） 
JICA 関西 

ﾏﾚｰｼｱ 
１ヵ国 １２名 

二条城～金閣寺～福
寿園京都本店（茶道体
験） 

６２ 2 月 25 日(日) 
中央アジアビジネス実
務研修（A）ウズベキスタ
ン          PREX 

ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 
１ヵ国 ９名 

二条城～金閣寺～福
寿園京都本店（茶道体
験） 

６３ 3 月 18 日(日) 
火力発電所運営維持
管理能力向上 
関西電力 

ﾊﾟｷｽﾀﾝ 
１ヵ国 １０名 

日本玩具博物館～書
写山圓教寺 
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平成２９年度実績 企業・団体での講演実績 

NO. 日程 対象 人数 内容 

１ 5月 16日（火） 竹中工務店 250名 新入社員を対象に講義を実施。 

２ 9月 29日（金） 
近鉄グループホールディ

ングス 
25名 

新入社員を対象に、講義と宇治市の観光の取

り組みについて学んだ後、平等院、源氏物語ミ

ュージアム、宇治上神社を訪問し、振り返りグ

ループワークを実施。 

３ 11月 29日（水） 現地見学会（天理市） 15名 

会員向け日本文化体感プログラムとして実

施。講義と、天理駅前施設・山の辺の道散策・

トレイルセンター・黒塚古墳を見学。 

４ 

1月 27日（土） 
2月 24日（土） 
3月 24日（土） 

ワコールスタディホール

京都（新規） 
14名 

ワコールが開催しているスクールのひとつと

して一般人を対象に実施。講義 2 回と臨地講

座 1 回の 3回シリーズ。 

５ 3月 6日（火） 
関西観光本部 通訳案内

士スキルアップ研修 

（新規） 

26名 

講義の後、木を共通テーマとして学芸員、ボラ

ンティアガイドの案内で竹中大工道具館、平

等院、宇治柿神社を訪問。 

６ 3月 21日（水） ダイキン工業（新規） 17名 
日本人海外研修生を対象に、赴任前の研修の

中で講義を実施。 

 
 

平成２９年度実績 大学での講演実績 

NO. 日程 対象 人数 内容 

１ 6月 21日(水) 
甲南女子大学  

文学部 人間科学部 
140名 2・3年生を対象に、特別講義として実施。 

２ 

8月 1日(火) 
～ 

8月 3日(木) 

トルコ チャナッカレ大学 

(松下幸之助記念財団) 
7 名 

財団が招いた学生を対象に、日本文化理解の

ため現地見学を実施。視察先は、姫路城、明

石海峡大橋、春日大社、東大寺、島津製作所

創業記念資料館、清水寺、伏見稲荷大社。 

３ 11月23日(木) 
兵庫県立大学 経営学部 

（新規） 
12名 

特別講義。英語版の資料を使用し、英語によ

るプレゼンと日本語での捕捉解説を実施。 

４ 

12月 8日(金) 
12月 9日(土) 
12月10日(日) 

大阪観光大学  

国際交流学部 
11名 

選択授業。講義、現地見学（法隆寺・伊勢神

宮・おかげ横丁）、振り返りワークショップの

3 本立てで実施。 

５ 12月14日(木) 帝塚山大学 経営学部 46名 

近鉄グループホールディングスが提供する

「観光ビジネス入門講座」（15 回/年）のうち

の 1 講座として講義を実施。 

 

日本文化体感プログラム事業開始時からの実績まとめ 

 

対象：ビジネス 

パーソン・大学生 

研修（JICA、企業） 大学、商工会議所等 
参加者合計 

実施回数 参加者 実施回数 参加者 

平成 22 年度   7 回     112 名  3 回   120 名   232 名 

平成 23 年度  16 回     211 名  6 回   232 名   443 名 

平成 24 年度  22 回     248 名  8 回   511 名   759 名 

平成 25 年度  31 回     357 名  5 回   308 名   665 名 

平成 26 年度  35 回     592 名  5 回   364 名   956 名 

平成 27 年度  53 回     905 名  6 回   587 名   1,492 名 

平成 28 年度  52 回     839 名  5 回   411 名   1,250 名 

平成 29 年度  66 回 1,151 名  7 回   216 名   1,367 名 

累計 282 回   4,415 名 45 回 2,749 名 7,164 名 
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２.「日本文化体感プログラム」（次世代育成・教育プログラム） 

平成２７年度 

実施日 内容 共催・協力団体 

4月 25日 奈良にシカない、鹿のお話 ２８名 共催：奈良教育大学 

5月 31日 飛鳥の石はナゾがいっぱいⅡテーマ「石」 １７名 協力：飛鳥京観光協会 

7月 25日 「家族 DE文楽」Ⅲ  ３２名 共催：国立文楽劇場 

8月 22日 「神戸パン物語」Ⅲ ９名 協力：大阪ガス 

11月 8日 「てつ」の町堺の秘密を探れⅥ テーマ「鉄」 ２１名  

12月 5日 「大阪城のナルホド再発見いざ」Ⅳ ２５名 協力：大阪城天守閣 

2月 27日 「家族でつくるひな祭り」Ⅲ １７名 協力：大阪ガス 

3月 19日 「古代建築の謎を探れ」Ⅴ  テーマ「木」 ４６名 協力：竹中大工道具館 

 

平成２８年度 

実施日 内容 共催・協力団体 

4月 23日 
親子で学ぶ奈良きっと気に入る木のおもちゃ作り ２８
名 

共催：奈良教育大学 
 

5月 28日 飛鳥の｢石｣はナゾがいっぱい １４名 協力：飛鳥京観光協会 

7月 30日 
家族 DE文楽  夏休み、家族で「文楽」をみに行こう 
３７名 

協力：国立文楽劇場 

11月 5日 鉄の町 堺の謎を探れ １４名 共催：堺市 

12月 3日 當麻の里で相撲と餅つき体験 ８名  

3月 25日 歴史を造った大工道具たち ２８名 協力：竹中大工道具館 

 

平成２９年度 

実施日 内容 共催・協力団体 

4月 22日 ならまち今昔フォト探検 １１名 共催：奈良教育大学 

6月 10日 
日根荘遺跡で米作り体験 １５名 
※秋季の稲刈りは悪天候のため中止 

共催：大木まちづくり協
議会 

11月 26日 あすか今昔イラスト探検 １２名 協力：飛鳥京観光協会 

12月 16日 大阪城のナルホド再発見いざ！幕末維新編 ３３名 協力：大阪城天守閣 

3月 24日 斑鳩で木の匠になろう！ ３７名 協力：斑鳩町観光協会 
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Ⅲ．広報事業  

１．一般広報活動 

 

① 朝日放送「歴史街道～ロマンへの扉～」 

平成２７年度 

10月 24日 16:55～17:25 「歴史街道スペシャル 千姫の夢のあと ～姫路城と書写山圓教寺～」 

 2月 20日 16:55～17:25 「歴史街道スペシャル 若狭に春を告げる神事と小浜の秘宝」 

 

平成２８年度 

10月 8日 16:55～17:25 「歴史街道スペシャル 世界遺産・春日大社～２０年に一度の御造替～」 

 

平成２９年度 

10月 8日 16:55～17:25 「歴史街道スペシャル 築城４１０年の彦根城」 

 
 
 

② ＣＡＴＶ連携 
 
平成２７年度 

放映期間 制作会社 放映内容 

4／ 1～15 ジュピターテレコム 
第 181回 大坂の陣から 400年 
     ～大坂城にまつわる物語 

4／16～30 ベイ・コミュニケーションズ 第 182回 尼崎市 100周年に向けて 

5／ 1～15 テレビ岸和田 第 183回 知ってるけど知らないむかし話 

5／16～31 洛西ケーブルビジョン 第 184回 京の初夏を彩る風物詩の歴史 

6／ 1～15 アドバンスコープ 第 185回 登録有形文化財 建物に刻まれた歴史 

6／16～30 全関西ケーブルテレビジョン 第 186回 都府京丹後網野町 ～鳴き砂の浜 琴引浜～ 

7／ 1～15 姫路ケーブルテレビ 
第 187回 播磨の海の玄関口として 

～姫路藩の外港・飾磨津～ 

7／16～31 ジュピターテレコム 
第 188回 豊臣家の滅亡 

～大坂の陣・最後の戦いから 400年 

8／ 1～15 伊賀上野ケーブルテレビ 
第 189回 藤堂藩の町割から 

江戸情緒ただよう建築物 
8／16～31 ＺＴＶ 第 190回 東海道 47番目の宿場町関宿 

9／ 1～15 近鉄ケーブルネットワーク 第 191回 夢ある村創り 明日香 

9／16～30 ベイ・コミュニケーションズ 第 192回 紙すきの里～西宮名塩～ 

10/1～15 テレビ岸和田 第 193回 紀州街道を歩く 

10/16～31 洛西ケーブルビジョン 第 194回 ちりめん街道  

11/1～14 アドバンスコープ 第 195回 名張の清流が育んだ 和紙づくり 

11/15～30 全関西ケーブルテレビジョン 第 196回 網野銚子山古墳 

12/1～15 姫路ケーブルテレビ 第 197回 歴史の残り香が漂うまち 網干 

12/16～31 ジュピターテレコム 
第 198回 歌劇の街に残る旧宿場町  
     ～宝塚市小浜～ 

1/1～15 伊賀上野ケーブルテレビ 第 199回 絢爛豪華な楼車(だんじり)幕 

1/16～31 ＺＴＶ 第 200回 伊勢本街道を歩く（津市美杉町）  

2/1～15 近鉄ケーブルネットワーク 第 201回 日本遺産・飛鳥の魅力 
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平成２８年度 

 

平成２９年度 

2/16～29 ベイ・コミュニケーションズ 第 202回 なにわの誇り通天閣     

3/1～15 テレビ岸和田 第 203回 蛤小路(はまぐりこうじ) 

3/16～31 洛西ケーブルビジョン 第 204回 真田家ゆかりの地を訪ねて 

放映期間 制作会社 放映内容 

4／ 1～15 アドバンスコープ 第 205回 受け継がれる民間信仰 庚申さん 

4／16～30 ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス 第 206回 播州木綿の名産地 加古川・高砂 

5／ 1～15 近鉄ケーブルネットワーク 第 207回 神の使いを守る 奈良の鹿愛護会 

5／16～31 姫路ケーブルテレビ 第 208回 戦国武将 後藤又兵衛生誕の地を巡る 

6／ 1～15 ジュピターテレコム 
第 209回 神戸開港 150年 
     旧居留地に残る明治の足跡を訪ねて 

6／16～30 伊賀上野ケーブルテレビ 第 210回 伊能忠敬 伊賀を行く 

7／ 1～15 ＺＴＶ 第 211回 港町 そぞろ歩き～三重県尾鷲市～ 

7／16～31 全関西ケーブルテレビジョン 第 212回 丹後に残る鬼退治伝説 

8／ 1～15 ベイ・コミュニケーションズ 第 213回 個人が撮影した尼崎 

8／16～31 洛西ケーブルビジョン 
第 214回 江戸時代に花開いた京の文化 
     ～観光都市への道筋～ 

9／ 1～15 テレビ岸和田 第 215回 かねちかの桃 

9／16～30 アドバンスコープ 第 216回 名張に残る中世城館 

10／ 1～15 ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス 
第 217回 日本最古の帆布「松右衛門帆」の 
     今昔 

10／16～31 近鉄ケーブルネットワーク 第 218回 日本最大秘仏本尊と出会う 

11／ 1～15 姫路ケーブルテレビ 第 219回 古今 姫路の山陽道 

11／16～30 ジュピターテレコム 
第 220回 歴史と花とやすらぎのまち 
     長岡京市を訪ねて 

12／ 1～15 伊賀上野ケーブルテレビ 第 221回  修験者・小天狗清蔵 

12／16～31 ＺＴＶ 第 222回 二見町今昔～三重県伊勢市二見町～ 

1／ 1～15 全関西ケーブルテレビジョン 第 223回 丹後の狛猫～京都府京丹後市峰山町～ 

1／16～31 ベイ・コミュニケーションズ 第 224回 時を超える善美 甲子園ホテル 

2／1～15 テレビ岸和田 
第 225回 世界かんがい施設遺産 
     「冬の久米田池」 

2／16～29 洛西ケーブルビジョン 
第 226回 一刀両断！ 
     日本の歴史を斬り刻む京都名刀の旅 

3／1～15 アドバンスコープ 第 227回 伊賀の春を彩る梅 

3／16～31 ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス 第 228回 刀田山鶴林寺探訪 

放映期間 制作会社 放映内容 

4／ 1～15 近鉄ケーブルネットワーク 第 229回 キトラ古墳・壁画からのメッセージ 

4／16～30 姫路ケーブルテレビ 第 230回 平和を願う仏舎利塔と花霊苑 

5／ 1～15 ジュピターテレコム 第 231回 神戸開港 150年神戸から拡がったもの 

5／16～31 伊賀上野ケーブルテレビ 第 232回 忍家の雑記（にんかのざっき） 

6／ 1～15 ＺＴＶ 
第 233回  東海道関宿 古（いにしえ）から現代へ 
     ～三重県亀山市関町～ 

6／16～30 全関西ケーブルテレビジョン 
第 234回 和歌山県西牟婁郡すさみ町  
          江須崎（えすざき）島 

7／ 1～15 ベイ・コミュニケーションズ 
第 235回 地下から支える大阪の発展  
          大阪市営地下鉄のあゆみ 

7／16～31 テレビ岸和田 第 236回 史跡・日根荘遺跡 

8／ 1～15 洛西ケーブルビジョン 
第 237回 大政奉還から 150年 
     ～二条城と徳川慶喜～ 

8／16～31 アドバンスコープ 第 238回 受け継がれる風景 赤目四十八滝 
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③Youtube 動画 旅の星（パナソニック映像） 

 

大阪府藤井寺市 VOL.27 藤井寺まち旅 

大阪府堺市 VOL.28 さかい利晶の杜と桜めぐり 

兵庫県姫路市 VOL.29 世界文化遺産国宝姫路城 

奈良県斑鳩町 VOL.30 斑鳩の里・1400年の歴史を巡るおとな旅 

大阪府堺市ほか VOL.31 泉州周遊探訪シリーズⅠ 歴史と伝統のまち堺と高石夜景 

大阪府泉大津市ほか VOL.32 泉州周遊探訪シリーズⅡ 弥生ロマンと伝統織物 

大阪府岸和田市ほか VOL.33 泉州周遊探訪シリーズⅢ 岸和田城と水間観音 

大阪府泉佐野市ほか VOL.34 
泉州周遊探訪シリーズⅣ 名勝犬鳴山と熊取煉瓦館～関空のま
ち 

大阪府泉南市ほか VOL.35 泉州周遊探訪シリーズⅤ 大阪最南端エリア～みさき公園ほか 

奈良県天川村 VOL.36 天川村～修験道の里 

奈良県吉野町ほか VOL.37 
吉野大峯・高野 神仏が宿る心のふるさと 吉野・黒滝・天川
～祈りの聖地Ⅰ 

奈良県野迫川村ほか VOL.38 
吉野大峯・高野 神仏が宿る心のふるさと 五條・野迫川～祈
りの聖地Ⅱ 

奈良県宇陀市 VOL.39  大和高原 春旅Ⅰ 佛隆寺千年桜と又兵衛桜ほか 

 奈良県山添村 VOL.40 大和高原 春旅Ⅱ 桜名所と牛ヶ峰岩屋桝型ほか 

奈良県御杖村 VOL.41   大和高原 春旅Ⅲ 丸山公園桜とみつえ体験交流館ほか 

 奈良県曽爾村 VOL.42 大和高原 春旅Ⅳ 屏風岩公苑山桜とめだか街道ほか 

奈良県東吉野村 VOL.43 大和高原 春旅Ⅴ 秘滝と宝蔵寺しだれ桜 

奈良県明日香村 VOL.44 近鉄観光特急 青の交響曲で行く 飛鳥 

奈良県吉野町 VOL.45 近鉄観光特急 青の交響曲で行く 吉野 

大阪府大阪市 VOL.46 大阪城探訪 

兵庫県神戸市 VOL.47 神戸・北野異人館街 

和歌山県那智勝浦町ほか VOL.48 
世界遺産 紀伊山地の霊場と参詣道 熊野速玉大社と熊野那智
大社 青岸渡寺 

※関西経済連合会の協賛 

 

9／ 1～15 ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス 
第 239回 加古川飛行場の記憶 
     元少年飛行兵が語る 

9／16～30 近鉄ケーブルネットワーク 第 240回 人を魅了する仏像美・新薬師寺 

10／1～15 姫路ケーブルテレビ 第 241回 難攻不落の「落ちない城」～白旗城～ 

10／16～30 ジュピターテレコム 
第 242回 築城４００年３万６千石の城下町 
      高槻を歩こう 

11／1～15 伊賀上野ケーブルテレビ 第 243回 茅栗草子（しばくりぞうし）の世界 

11／16～30 ＺＴＶ 
第 244回 巨岩信仰・熊野の聖地 磐座を巡る 
     ～三重県熊野市～ 

12／1～15 洛西ケーブルビジョン 第 245回 消えた「東陣」再び応仁の乱５５０年 

12／16～31 ベイ・コミュニケーションズ 第 246回 尼崎藩政をたどる～戸田氏入部から 400年～ 

1／1～15 近鉄ケーブルネットワーク 第 247回 村で継承 曽爾の獅子舞 

1/／16～31 全関西ケーブルテレビジョン 第 248回 昭和の香り漂うローカル線 若桜鉄道 

2／1～15 アドバンスコープ 第 249回 阿保の郷を守る 大村神社 

2／16～28 ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス 第 250回 法然上人二十五霊場 十輪寺 

3／1～15 テレビ岸和田 第 251回 念仏ブームを起こした僧侶「徳本上人」 

3/16～31 姫路ケーブルテレビ 
第 252回 増位山随願寺の伝統行事 
     ～修正会追儺会～ 
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④月刊「歴史街道」（ＰＨＰ研究所）でのＰＲ（見開き２ページ・告知１ページ） 

   平成２７年度 

 歴史街道 ロマンへの扉 協議会告知 

４月号 十津川村 紀伊山地の霊場と参詣道 協議会概要 

５月号 高野山 開創 1200年記念大法会 歴史街道スタンプラリー 

６月号 大阪城 大坂夏の陣 400年 歴史街道倶楽部 

７月号 姫路城 大天守保存修理工事完了 関西 5私鉄 BINGO de ﾗﾘｰ 

８月号 宇治・平等院 鳳凰堂改修落成 関西 5私鉄 BINGO de ﾗﾘｰ 

９月号 天理・石上神宮 日本最古の神社の１つ 歴史街道スタンプラリー 

10月号 伊勢・倭姫宮 伊勢神宮別宮の１つ 歴史街道スタンプラリー 

11月号 仁徳天皇陵古墳 日本最大の前方後円墳 歴史文化遺産フォーラム 

12月号 吉田寺 ぽっくり往生の寺 歴史街道スタンプラリー 

１月号 神戸 神戸ルミナリエ YouTube旅の星 

２月号 桜井・長谷寺 登廊と十一面観音菩薩 歴史街道倶楽部ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

３月号 三木 金物神社・金物資料館 歴史街道倶楽部ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

      

   平成２８年度 

 歴史街道 ロマンへの扉 協議会告知 

４月号 佐和山 佐和山城と石田三成 歴史街道スタンプラリー 

５月号 キトラ古墳 キトラ古墳周辺地区整備 協議会概要 

６月号 伏見 酒処、長建寺、十石船 歴史街道倶楽部 

７月号 大津 びわ湖大津館 歴史街道倶楽部 

８月号 新宮 鯨とともに生きる 関西 5私鉄スタンプラリー 

９月号 興福寺 五重塔・三重塔 歴史街道スタンプラリー 

10月号 岸和田市 だんじり祭 歴史街道スタンプラリー 

11月号 鯖街道 御食国若狭と鯖街道 YouTube旅の星 

12月号 斎宮跡 祈る皇女斎王のみやこ 歴史街道倶楽部ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

１月号 彦根・玄宮園 琵琶湖とその水辺景観 歴史街道倶楽部ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

２月号 海住山寺 日本茶 800年の歴史散歩 歴史街道倶楽部ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

３月号 藤原宮跡 日本国創成のとき 歴史街道倶楽部ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

      

   平成２９年度 

 歴史街道 ロマンへの扉 協議会告知 
４月号 霊山寺 日本遺産「四国遍路」 歴史街道スタンプラリー 

５月号 日根荘遺跡 大木地区 歴史街道倶楽部 

６月号 沼島 国生みの島・淡路 日本文化体感プログラム 
歴史街道倶楽部 

７月号 朝熊山 金剛證寺 日本文化体感プログラム 
歴史街道倶楽部 

８月号 宇治十帖古跡 源氏物語ミュージアム 日本文化体感プログラム 
歴史街道倶楽部 

９月号 山の辺の道 天理市柳本界隈 関西 5私鉄スタンプラリー 

10月号 大阪天満宮 天神祭 日本文化体感プログラム 
歴史街道倶楽部 

11月号 唐招提寺 鑑真和上坐像 歴史街道倶楽部ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

12月号 南京町 神戸開港 150年 歴史街道倶楽部ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

１月号 東寺 立体曼荼羅 YouTube旅の星 

２月号 長壁神社 ゆかたまつり YouTube旅の星 

３月号 飛鳥宮跡 国史跡改称 歴史街道倶楽部ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 
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⑤阪急沿線紙「ＴＯＫＫ」 

 

平成２７年度  

４月号  吹田市 
浜屋敷さくらまつり 

５月号 大阪市 
大坂夏の陣から 400年 

６月号  箕面市 
箕面川のほとりで清流の宴を 

７月号 長岡京市  
西山天王山から長岡京のまちめぐり 

８月号  茨木市 
 夏休みﾜﾑﾜﾑｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ 

９月号 西宮市 
 西国街道～町・めぐり歩き～ 

10月号  宝塚市 
    アニメタウンフェスタ 2015 

11月号 猪名川町 
      猪名川で秋の風景を楽しむ   

12月号 高槻市 今城塚古代歴史館 
しろあと歴史館特別展 

１月号 尼崎市 
    近松門左衛門ゆかりの尼崎を訪ねて 

２月号 京都市 錦市場 
       京の冬の食めぐり 

３月号 大山崎町 
      大山崎町歴史資料館 

 

平成２８年度  

４月号  宝塚市 
宝塚だんじりパレード 

５月号 吹田市 
 第３３回吹田産業フェア 

６月号  西宮市 
特別展示「西宮町人の生活と文化— 
江戸時代の日記を読み解く—」 

７月号 高槻市 
高槻市立しろあと歴史館「北摂の 
豊臣武将 郡主馬-大坂の陣と高槻- 

８月号  箕面市 
  魅力あふれる箕面公園へ 

９月号 西国街道連携事業 

10月号  大山崎町 
企画展「堺と大山崎-自治都市の系譜」 

11月号 長岡京市 
長岡天満宮「ウォーターアート 

プロジェクション」 
12月号  茨木市 
    いばらき観光ウォーク 

１月号 猪名川町 
猪名川町の国史跡「多田銀銅山」を訪ねて 

２月号  神戸市 
    「おとな旅・神戸」2016冬 

３月号 尼崎市 
「まちの中の時間」プロジェクト 

 

平成２９年度  

４月号 宝塚市 花のみち歩きと歌劇フィナーレ体験 

５月号 箕面市 新緑の箕面公園で箕面川床 

６月号 尼崎市 A-Lab Artist Gate 2017 

７月号 吹田市 昭和９年室戸台風の記録 

８月号 西宮市 念仏行者徳本（行脚の足跡と女人救済） 

９月号 三木市 旧小河家別邸 

10月号 大山崎町 大山崎町歴史資料館 千利休とその周辺 

11月号 高槻市 高槻城築城４００年記念 天下泰平と高槻城 

12月号 茨木市 隠れキリシタンの里 

１月号 猪名川町 多田銀銅山遺跡を訪ねて 

２月号 京都市 京都レストランウインタースペシャル２０１８ 

３月号 神戸市 南京町生誕１５０年 おとな旅・神戸 
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⑥フォーラム・講演会 

 

平成２７年度 

8月 2日 大阪府立中央図書館 「大阪ふしぎ散歩」 

 
講師：木場貴俊氏（関西学院大学博物館） 
※大阪府立中央図書館との共催 

10月 14日 

紀伊山地三霊場フォーラム 
「紀伊山地の霊場と参詣道で行じる（歩く）こととそこ
へ至る魅力」 

会場：あべのハルカス 
出演：河瀨直美氏、田中利典氏（金峯山寺）ほか（参加者：１７０名） 
※紀伊山地三霊場会議との共催 

12月 10日 歴史文化遺産フォーラム 「古墳で探る日本の古代」 

 

会場：あべのハルカス 
出演：白石太一郎氏（大阪府立近つ飛鳥博物館館長） 
   伊藤壮氏（古墳にコーフン協会理事長）ほか（参加者：４１０名） 
※関西広域連合との共催 

10月 16日 ＮＨＫ文化センター梅田 オトナの魔法シリーズ「堺の魔法」講師：中谷彰宏氏 

3月 21日 あべのハルカス 「伊勢再発見フォーラム」 

 
「伊勢への旅 倭姫から喜六・清八まで」 
出演：桂文我師 (落語家)、山根基世氏 (元 NHKアナウンス室長)ほか 
（参加者：３１６名） ※旅の文化研究所との共催  

 

平成２８年度 

7月 9日 
16日 

大阪府立中央図書館 「大阪文学散歩」 

 講師：帝塚山大学准教授 後藤博子氏 

10月 23日 関西歴史文化遺産フォーラム 「関西から日本遺産を世界へ」 

 
会場：奈良春日野国際フォーラム甍 
出演：瀧浪貞子氏(京都女子大学名誉教授）、池田淳氏（吉野歴史資料館館長)ほか 
（参加者：２４０名）※関西広域連合との共催 

11月 21日 紀伊山地三霊場フォーラム 「日本の宗教と自然環境」 

 
会場：あべのハルカス 
出演：山折哲男氏、松長有慶氏（高野山大学）ほか 
（参加者：１７０名）※紀伊山地三霊場会議との共催 

11月 12日 
11月 16日 

東京講座 「伊勢志摩の旅 いま・むかし」 

 千種清美氏（文筆家）、山本志乃氏（民俗学者） 
1月 22日 
1月 28日 

東京講座 「女人高野 室生寺への誘い」 

 井上一稔氏（同志社大学教授）、安達えみ氏（企画デザイナー） 

 

平成２９年度 

7月 23日 大阪府立中央図書館 「上方からのお伊勢参り」 

 講師：千種清美氏（文筆家）※大阪府立中央図書館との共催 

10月 23日 

紀伊山地三霊場フォーラム 「今に生きる熊野・那智信仰の魅力」 

会場：あべのハルカス 
出演：田中利典氏（金峯山寺）ほか 
（参加者：１６０名）※紀伊山地三霊場会議との共催 

12月 10日 歴史文化遺産フォーラム 「歴史に学ぶ広域観光ルート」 

 
会場：八幡市文化センター小ホール 
出演：神崎宣武氏（旅の文化研究所）、坂上英彦氏（嵯峨美術大学）ほか 
（参加者：２４０名）※関西広域連合との共催 
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２．歴史街道倶楽部事業 

 

◇歴史のまちウォーク 

 

平成２７年度 

6月  6日 
歩いてたどる歴史街道の旅⑤ 
平城京 羅城門から朱雀門へ 

５２名 
奈良県奈良市・大和
郡山市 

5月 23日 赤れんがと潮風が出会うまち 舞鶴へ ５７名 京都府舞鶴市 

7月 20日 
23日 

京の夏の旅 文化財特別公開 
～建築と庭園の美をたずねて～ 

７３名 京都府京都市 

9月 27日 
歩いてたどる歴史街道の旅⑥ 
鳥羽作道を歩く～鳥羽離宮跡から東寺へ～ 

６３名 京都府京都市 

10月 4日 
開創 1200年の聖山 世界遺産高野山と野迫川村に日
本三大荒神・立里荒神を訪ねる 

４０名 
和歌山県高野町・奈
良県野迫川村 

11月 6日 
7日   

女人高野 室生寺の史謎をたずねて ４４名 奈良県宇陀市 

11月 19日 秋の福井で歴史と自然を満喫 ３２名 福井県 

12月 3日 
人康親王・蝉丸ゆかりの地 山科・四ノ宮で 琵琶の
弾き語りとまち歩き 

３８名 京都府京都市 

12月 6日 
歩いてたどる歴史街道の旅⑦ 
東寺から長岡宮跡へ～西国街道をたどって～ 

５１名 京都府京都市ほか 

1月 30日 
京の冬の旅５０回記念 文化財特別公開 
～禅寺の美をたずねて～ 

５９名 京都府京都市 

3月 16日 ヤマト政権発祥の地 纒向遺跡 ７５名 奈良県桜井市 

3月 21日 
歩いてたどる歴史街道の旅⑧ 
天下分け目の合戦舞台 勝龍寺城跡から山崎の町
へ 

５８名 
京都府長岡京市・大
山崎町 

 

平成２８年度 

4月  9日 
歩いてたどる歴史街道の旅⑨ 
高槻・芥川宿を行く 

４９名 大阪府高槻市 

4月 25日 
歩いてたどる歴史街道の旅⑩ 
幕末から明治維新へ 激動の中之島界隈を歩く 

１０３名 大阪府大阪市 

5月 7日 
16日 

歩いてたどる歴史街道の旅⑪神戸市・灘界隈へ ７０名 兵庫県神戸市 

5月 10日 
24日 

甲子園にモダニズム建築をたずねて ７４名 兵庫県西宮市 

7月 23日 
歩いてたどる歴史街道の旅⑫幕末･開港･外国人居
留地 

７０名 兵庫県神戸市 

8月 21日 
京の夏の旅 文化財特別公開 
～お屋敷、庭園、学校に残る文化財をたずねて～ 

７１名 京都府京都市 

9月 10日 宿場町 名張のまちなかを歩く ７５名 三重県名張市 

10月 30日 幕末から明治維新へ「大阪川口・江之子島を訪ねて」 ４５名 大阪府大阪市 

11月 3日 大阪城で学ぶ「大坂の陣」大阪城櫓内部特別見学 ５０名 大阪府大阪市 

11月 6日 仁和寺・成就山 八十八ヶ所ウォーク ３１名 京都府京都市 

11月 12日
～13日 

古事記ゆかりの地を巡る第１弾 
「出雲神話の地へ」 

１１名  

2月 15日
18日 

京の冬の旅 文化財特別公開 
～大政奉還 150年記念～ 

７５名 京都府京都市 

3月 18日 琵琶湖岸に築かれた城跡を訪ねる ５０名 滋賀県大津市 
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平成２９年度 

4月 22日 文楽 曽根崎心中ゆかりの地 １４名 大阪府大阪市 

5月 19日 日本茶 800年の歴史をたずねて木津川市へ ４９名 京都府木津川市 

6月 3日 古事記ゆかりの地を巡る 第２弾 
国生み神話の淡路島へ 

４５名 兵庫県 

8月 22日 
26日 

京の夏の旅 文化財特別公開 
～「近代の名建築」と「庭園の美」～ 

８１名 京都府京都市 

9月 24日 時空を超える輝きの道 ～銀の馬車道をたどる～ ４１名 兵庫県姫路市ほか 

10月 14日 
21日 

歩いてたどる歴史街道の旅～京街道シリーズ～ 
第 1弾 高麗橋から千林まで 

６４名 大阪府大阪市 

11月 5日 古事記ゆかりの地を巡る 第３弾 神武東征の地へ ４０名 奈良県宇陀市 

11月 17日 開港１５０年 神戸港の歴史をたどる 
～よみがえる兵庫津～ 

４５名 兵庫県神戸市 

3月 10日 
17日 

歩いてたどる歴史街道の旅～京街道シリーズ～ 
第 2弾 守口宿から淀川堤へ 

６３名 大阪府守口市 

2月 6日 
22日 

京の冬の旅 文化財特別公開 
「明治維新 150年と西郷隆盛」 

５２名 
 

京都府京都市 

3月 18日 石上神宮、そして古代豪族物部氏と布留遺跡 
※天理市観光協会、近鉄文化サロン共催 

４６名 
 

奈良県天理市 

 

 

◇歴史講演会 

 

平成２７年度 

8月 25日 真田幸村おもしろ話 第１話 戦国女性は強かった ９９名 

9月 29日 真田幸村おもしろ話 第２話 天下無敵の真田丸 ９３名 

10月 16日 真田幸村おもしろ話  第３話 徳川家康討ち死に説を検証する ７６名 

 

平成２９年度 

7月 1日 
クローズアップ人セミナー 
「絵で見る考古学」 

早川和子氏 
（考古イラストレーター） 

４２名 

8月 3日 
あべのハルカス美術館特別講座 
「創建 1250年記念 奈良 西大寺展 叡尊と一門の名宝」セミナー 
※近畿文化会、近鉄文化サロン共催 

米谷優氏 
（あべのハルカス美術館 

副館長） 

７１名 

10月 28日 
あべのハルカス美術館特別講座 
「北斎－富士を超えて－」特別セミナー 
※近畿文化会、近鉄文化サロン共催 

浅野秀剛氏 
（あべのﾊﾙｶｽ美術館館長） 

９６名 

11月 29日 
適塾・緒方洪庵が果たした役割 松永和浩氏 

（大阪大学准教授） 
４２名 

2月 13日 
クローズアップ人セミナー 
「なぜ今！明治維新なのか」～改革から刷新へ～ 

木村幸比古氏 
（霊山歴史館副館長） 

４９名 

2月 24日 
物部氏ゆかりの日本最古の神宮石上神宮 
※天理市観光協会、近鉄文化サロン共催 

森好央氏 
（石上神宮禰宜） 
日野宏氏 
（天理大学附属天理参考
館学芸員） 

６０名 
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◇伝統芸能鑑賞 

平成２７年度 

12月 19日 
国立劇場 歌舞伎鑑賞会 
舞台監督松尾宰氏による解説付 

６７名 東京都 

1月 22日 新春文楽鑑賞会～大夫と三味線による解説と実演～ ２１名 大阪府大阪市 

 

平成２８年度 

12月 17日 
国立劇場 歌舞伎鑑賞会 
舞台監督松尾宰氏による解説付 

２４名 東京都 

1月 20日 
新春文楽鑑賞会  
豊竹咲甫太夫師による解説と実演 

３６名 大阪府大阪市 

 

平成２９年度 

4月 29日 文楽 曽根崎心中鑑賞会くまざわあかね氏による解説 １７名 大阪府大阪市 

12月 23日 
国立劇場 歌舞伎鑑賞会 
芸能研究家北潟喜久氏による解説付 

４２名 東京都 

１月 20日  新春文楽鑑賞会 人形遣い吉田幸助師による解説  ３２名 大阪府大阪市 

 

 

◇近鉄文化サロンとの共同企画 五感で体感！にほん文化シリーズ 

 

平成２７年度 

5月 31日  
ＶＯＬ．２１聴覚「万葉人の聴いた音景色〜たゆることな
き滝のみやこ吉野～」 
講師：村田正博氏（大阪市立大学文学研究科教授） 

３２名 奈良県吉野町 

8月 9日 
ＶＯＬ．２２第六感「あやしい話は面白い〜四天王寺から
安倍晴明の故地へ〜」 
講師：榎村寛之氏（三重県立斎宮歴史博物館学芸普及課 

２８名 大阪府大阪市 

9月 16日 
ＶＯＬ．２３視覚「信長 天下統治への視線」 
講師：大沼芳幸氏（元滋賀県立安土城考古博物館副館長兼
学芸課長） 

２３名 滋賀県近江八幡市 

12月 13日 
ＶＯＬ．２４嗅覚「昭和の香り」 
講師：水内俊雄氏（大阪市立大学都市研究プラザ教授） 
   赤﨑弘平氏（元大阪市立大学大学院教授） 

１４名 大阪府大阪市 

2月 25日 
3月  1日 

ＶＯＬ．２５味覚「天下の台所・くいだおれて４００年～
考古学からみた大阪の食文化～」 
講師：江浦洋氏（公益財団法人大阪府文化財センター事務局次長 

５２名 大阪府大阪市 

 

平成２８年度 

5月 29日  
ＶＯＬ．２６超視覚「往古の繁栄を幻視する」 
講師：村田正博氏（大阪市立大学名誉教授） 

３４名 滋賀県大津市 

7月 24日 
ＶＯＬ．２７第六感「奈良の不思議を歩く～采女の墓、玄昉

の塔、吉備真備から日本最古の十二神将の寺へ」 
講師：榎村寛之氏（三重県立斎宮歴史博物館学芸普及課長） 

３２名 奈良県奈良市 

12月 11日 
ＶＯＬ．２８「源氏物語への誘い 〜華やかなりし王朝絵
巻 千年の時を経て」 
講師：家塚智子氏（宇治市源氏物語ミュージアム学芸員） 

１８名 京都府宇治市 

12月 13日 
ＶＯＬ．２９「醸造の香りに生きる町 湯浅の歴史と蔵め
ぐり」 

４３名 和歌山県 
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平成２９年度 

4月 23日  
ＶＯＬ．３０「京都の変遷を岡崎の近代建築で探る」 
講師：川島智生氏（京都華頂大学教授） 

１８名 京都府京都市 

7月 30日 
ＶＯＬ．３１第六感「皿屋敷の伝説と『天守物語』の故地
をたずねて」 
講師：榎村寛之氏（三重県立斎宮歴史博物館学芸普及課長） 

１４名 兵庫県姫路市 

11月 26日 
ＶＯＬ．３２超視覚「三輪王家の幹線道路をたどるⅠ」 
講師：村田正博氏（大阪市立大学名誉教授） 

３３名 
奈良県桜井市・
天理市 

2月 18日 
ＶＯＬ．33「尽贅・馳走 近江商人の祝い膳とひな人形め
ぐり」講師：大沼芳幸氏（元滋賀県立安土城考古博物館副
館長） 

２７名 滋賀県 

3月 4日 
特別編「～歴史を彩る～和菓子を愛した人たち～」 
講師：相田文三氏（株式会社虎屋文化事業課課長） 

２３名 京都府京都市 

 

◇その他のイベント 

 

平成２７年度 

8月 23日 
9月 13日 
10月 12日 

奈良まほろば館共催東京セミナー 
「女人高野 室生寺の魅力」 

１６５名 
東京都 
 

11月 28日 
歴史街道倶楽部まつり 
「町家でくつろぎ 西陣のまちをぶらり散歩」 

７０名 京都府京都市 

1月 16日 
東京ウォーク第６弾「～事件から８０年～二・二六の現場
を訪ねる歴史ウォーク」 

５２名 
東京都 
 

1月 20日 
  ～25日 

海外特別企画第２０弾 ベストシーズンのベトナム ５
つの世界遺産とホイアン・ランタン祭 

１９名  

 

平成２８年度 

9月 22日 
10月 13日 

奈良まほろば館共催東京セミナー  
記紀万葉・古事記の舞台～古事記で知る日本と奈良の魅力
～ 

１１３名 東京都 

11月 27日 
歴史街道倶楽部まつり 
「晩秋は京都西陣の町家で 写真展とお話」 

２０名 京都府京都市 

3月 1日 
～8日 

海外特別企画第２１弾 魅惑のポルトガル紀行 １１名  

3月 25日 
東京ウォーク第７弾 
江戸の風情が今もなお残る深川を巡る 

３２名 
東京都 
 

 

平成２９年度 

8月 23日 
奈良まほろば館共催東京セミナー  
ホトケ女子的「特別展・運慶」の見方 

２５名 東京都 

10月 4日 
～11日 

海外特別企画第２２弾 中世の面影が残る街並みと古城宮
殿を巡るオーストリア８日間 

９名  

3月 25日 
東京ウォーク第８弾 
幕末・維新の現場を歩く～勝・西郷会見の場から薩摩藩蔵屋敷跡へ～ 

４４名 東京都 
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◇会員誌「歴史の旅人」 

平成２７年度 

Vol．82   3月 
・特集「京都府舞鶴市 ほか」 
・クローズアップ人「舞鶴引揚記念館館長 山下 美晴氏」 
・歴史の舞台を訪ねる「丹後田辺城と細川幽斎」 

Vol．83   6月 
・特集「和歌山県高野町 ほか」 
・クローズアップ人「高野山僧侶 クルト 厳蔵師」 
・歴史の舞台を訪ねる「武将と高野山」 

Vol．84   9月 
・特集「福井県福井市・坂井市 ほか」 
・クローズアップ人「和ろうそく小大国屋商店 大津 伊平氏」 
・歴史の舞台を訪ねる「北国の湊 三国」 

Vol．85   12月 
・特集「奈良県桜井市・天理市 ほか」 
・クローズアップ人「纒向学研究センター所長 寺澤 薫氏」 
・歴史の舞台を訪ねる「山の辺の神奈備」 

 

 

 

平成２８年度 

Vol．86   3月 
・特集「兵庫県神戸市・阪神間 ほか」 
・クローズアップ人「兵庫県立美術館館長 蓑 豊氏」 
・歴史の舞台を訪ねる「近代への夢の形」 

Vol．87   6月 
・特集「三重県津市・名張市・伊賀市 ほか」 
・クローズアップ人「北畠神社宮司 宮﨑 洋史師」 
・歴史の舞台を訪ねる「『隠』秘史の里」 

Vol．88   9月 
・特集「大阪府岸和田市、泉佐野市 ほか」 
・クローズアップ人「大阪城天守閣研究副主幹 宮本 裕次氏」 
・歴史の舞台を訪ねる「泉州の戦跡にて」 

Vol．89   12月 
・特集「滋賀県大津市 ほか」 
・クローズアップ人「びわこ成蹊スポーツ大学学長 嘉田 由紀子氏」 
・歴史の舞台を訪ねる「湖国の山の信仰」 
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平成２９年度 

Vol．90   3月 
・特集「京都府木津川市」 
・クローズアップ人「考古イラストレーター 早川 和子氏」 
・歴史の舞台を訪ねる「山城の里を語る」 

Vol．91   6月 
・特集「淀川 京都～大阪」 
・クローズアップ人「淀川三十石船舟唄大塚保存会会長 市川 廣氏」 
・歴史の舞台を訪ねる「砲声 川面に轟く」 

Vol．92   9月 
・特集「神戸・大阪開港１５０年」 
・クローズアップ人「神戸市立博物館学芸員 髙久 智広氏」 
・歴史の舞台を訪ねる「攘夷の残花 散る」 

Vol．93   12月 
・特集「京都 明治維新１５０年」 
・クローズアップ人「霊山歴史館副館長 木村 幸比古氏」 
・歴史の舞台を訪ねる「大政奉還と維新」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他（自転車を活用したツーリズムの推進） 

 

サイクルツーリズムに関するシンポジウム 

平成２７年度 

3月 26日 

講演「地域からの発信 場の魅力をどう伝えるか」 
         仲間浩一氏   風景通訳家・トレイルバックス（TRAILBUCKS）代表 
パネルトーク「サイクルツーリズムによる地域活性化をめざして」 
     パネラー：仲間浩一氏、藤本芳一氏（輪の国びわ湖推進協議会・会長） 
          中村博司氏（堺自転車まちづくり・市民の会・代表）    
          コーディネーター 近藤紀章氏（五環生活代表理事） 

平成２８年度 

2月 19日 

講演「地域資源をいかすサイクリングツアー～海外サイクリストの視点から～」 
高橋幸博氏（ヒーロー北海道代表・株式会社アーチ代表取締役） 

パネルトーク「魅力あるサイクリングコースとは」 
     パネラー：高橋幸博氏、藤本芳一氏（輪の国びわ湖推進協議会・会長） 
          田中将人氏（五環生活代表理事） 
          コーディネーター 近藤紀章氏（滋賀大学研究員） 

成２９年度 

2月 18日 

講演「自転車がうみだす都市農村交流」 
ブラッキー中島隆章氏（ウィラースクールジャパン代表） 

パネルトーク「また来たいと思う地域まるごとのおもてなし」 
     パネラー：ﾌﾞﾗｯｷｰ中島隆章氏、田口真太郎氏（㈱まっせマネージャー） 
          藤本芳一氏（輪の国びわ湖推進協議会・会長） 
          コーディネーター 佐々木和之氏（輪の国びわ湖事務局長） 
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【協議会会議関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年度 会議等 日　時 場　所

理事会・総会 平成27年度理事会・平成27年度総会 5月26日 大阪大学中之島センター

幹事会 第１回幹事会 4月20日 大阪大学中之島センター

第１回全体会議 5月12日

第２回全体会議・勉強会

勉強会テーマ「まつり前観光キャンペー
ンの取り組みについて」／「ならまちナイ
トカルチャーの取り組み」
講師：西川正宏氏、宮﨑正裕氏

第３回全体会議・勉強会

勉強会テーマ「京都の文化芸術と観光～
２０２０東京オリンピック・パラリン
ピックに向けて～」講師：北村信幸氏

現地見学会
平成27年度現地見学会＆日本文化体
感プログラム体験会

11月12日 北野異人館街他

全体会議 大阪大学中之島センター

9月15日

2月10日

平成28年度 会議等 日　時 場　所

理事会・総会 平成28年度理事会・平成28年度総会 6月10日 大阪大学中之島センター

第１回全体会議・勉強会

勉強会テーマ「自転車走行空間の現状と
観光における自転車の役割と課題」
講師：小林成基氏

第２回全体会議・勉強会
勉強会テーマ「エクスペディアのインバ
ウンド強化の取組みについて」
講師：谷口紀泰氏

第３回全体会議・勉強会

勉強会テーマ「ボランティアガイドと行
くまち歩き」
講師：呉竹　正氏、茶谷幸治氏

現地見学会 平成28年度現地見学会 11月29日 国営飛鳥歴史公園

全体会議

4月20日

大阪大学中之島センター9月27日

2月21日
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平成29年度 会議等 日　時 場　所

理事会・総会 平成29年度理事会・平成29年度総会 6月6日 大阪大学中之島センター

第１回全体会議 4月25日

第２回全体会議・勉強会

勉強会テーマ「関西観光本部の取組みに
ついて」講師：野口礼子氏

第３回全体会議 3月20日

現地見学会 平成29年度現地見学会 11月29日
天理駅前広場インフォ＆
ラウンジコフン他

第１回 第９期中期計画検討専門部会 11月16日

第２回 第９期中期計画検討専門部会 1月23日

第３回 第９期中期計画検討専門部会 2月22日

9月26日

大阪大学中之島センター専門部会

全体会議 大阪大学中之島センター
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【歴史街道ｉセンター】 

平成３０年３月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｉセンター名 ｉセンター名

1 伊勢 おかげ横丁おみやげや（総合案内） 22 八幡 松花堂美術館ｉセンター

2 伊勢 宇治山田駅観光案内所 23 与謝野 与謝野町観光協会（旧加悦町役場）

3 桜井 桜井観光案内所 24 猪名川 道の駅「いながわ」

4 天理 天理市トレイルセンター 25 甲賀 甲賀市信楽伝統産業会館

5 明日香 国営飛鳥歴史公園館 26 福知山 福知山観光案内所

6 斑鳩 法隆寺ｉセンター 27 福知山 福知山市大江町地域観光案内ステーション（大江駅）

7 奈良 奈良市観光センター「ＮＡＲＡＮＩＣＬＥ」 28 京都 古典の日記念京都市平安京創生館

8 宇治 宇治市観光センター 29 高槻 高槻市立今城塚古代歴史館

9 京都 京都文化博物館 30 橿原 橿原市観光交流センター「かしはらナビプラザ」

10 大山崎 大山崎ふるさとセンター 31 河内長野 河内長野市観光案内所

11 島本 島本町立歴史文化資料館 32 奈良 クラブツーリズム奈良旅行センター

12 大阪 総合インフォメーションセンター なんば南海インフォメーションセンター 33 茨木 茨木市立文化財資料館

13 藤井寺 藤井寺　まちかど情報館　「ゆめぷらざ」 34 和歌山 和歌山市観光案内所（和歌山城）

14 宝塚 宝塚ソリオホール（宝塚市文化財団） 35 岸和田 岸和田市二ノ丸広場観光交流センター

15 神戸 神戸市北野観光案内所 36 葛城 葛城市相撲館「けはや座」

16 たつの 本竜野駅前観光案内所 37 近江八幡 白雲館

17 那智勝浦 道の駅「なち」（那智駅交流センター） 38 橿原市 歴史に憩う橿原市博物館

18 宇陀 道の駅「宇陀路　室生」 39 三木市 三木市観光協会

19 宇陀 道の駅「宇陀路大宇陀」 40 大津市 坂本観光案内所（坂本観光協会）

20 大淀 道の駅「吉野路大淀ｉセンター」 41 大津市 柳が崎湖畔公園口びわ湖大津館

21 姫路 姫路観光なびポート 42 泉佐野 レイクアルスタープラザ・カワサキ歴史館いずみさの

43 天理 天理駅前広場インフォ＆ラウンジコフンｉセンター

天理市トレイルセンター 高槻市今城塚古代歴史館 なんば南海ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
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歴史街道推進協議会会員団体 

 

関西経済連合会 

関西経済連合会 

泉佐野市 アートコーポレーション クラブツーリズム 

大阪商工会議所 吹田市 ＩＨＩインフラシステム 京阪ホールディングス 

神戸商工会議所 高槻市 赤福 KCN 京都 

京都商工会議所 茨木市 淺沼組 月桂冠 

奈良商工会議所 箕面市 アサヒビール 廣済堂 

伊勢商工会議所 羽曳野市 朝日放送 鴻池組 

関西・大阪 21 世紀協会 藤井寺市 アド近鉄 駒井ハルテック 

日本放送協会 神戸市 アドバンスコープ こまどりケーブル 

関西情報センター 姫路市 伊賀上野ケーブルテレビ 小山 

信楽町観光協会 尼崎市 池田泉州銀行 サントリーホールディングス 

古都飛鳥保存財団 西宮市 岩谷産業 

 

三和澱粉工業 

春日大社 宝塚市 大阪ガス ジュピターテレコム 

福井県 三木市 大阪国際会議場   関西メディアセンター 

三重県 朝来市 大林組 JTB 西日本 

滋賀県 猪名川町 奥村組 清水建設 

京都府 奈良市 オムロン 聖護院八ツ橋總本店 

大阪府 大和郡山市 鹿島建設 新日鐵住金 

兵庫県 天理市 がんこフードサービス 住友生命保険 

奈良県 橿原市 関西電力 住友電気工業 

和歌山県 桜井市 京三製作所 ＺＴＶ 

伊勢市 宇陀市 協和テクノロジィズ 全日本空輸 

名張市 葛城市 近畿車輌 全日本コンサルタント 

津市 斑鳩町 近畿日本鉄道 ダイキン工業 

亀山市 吉野町 ＫＮＴ-ＣＴ 大広 

伊賀市 大淀町 ホールディングス 大光電気 

大津市 曽爾村 近鉄エクスプレス 大成建設 

彦根市 明日香村 近鉄軌道エンジニアリング 大日本土木 

近江八幡市 天川村 近鉄ケーブルネットワーク 大丸松坂屋百貨店 

京都市 十津川村 近鉄車両エンジニアリング 竹中工務店 

宇治市 御杖村 近鉄住宅管理 テレビ岸和田 

舞鶴市 和歌山市 近鉄情報システム 電通 

城陽市 新宮市 近鉄造園土木 東海旅客鉄道 

八幡市 高野町 近鉄電気エンジニアリング 東通企画 

京丹後市 那智勝浦町 近鉄バス 東洋紡 

大山崎町  近鉄百貨店 奈良交通 

木津川市  近鉄ビルサービス 奈良豊澤酒造 

大阪市 

 

 近鉄不動産 奈良トヨタ自動車 

堺市 

 

 近鉄・都ホテルズ 奈良ホテル 

岸和田市  きんでん 南海電気鉄道 
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南都ディーシーカード 阪神高速道路 三輪山本  

南都銀行 パナソニック 明新社  

南都商事 ＰＨＰ研究所 森本組  

南都リース 姫路ケーブルテレビ 大和軌道製造  

西日本高速道路 福寿園 ロイヤルホテル  

西日本旅客鉄道 不動テトラ   

日本信号 ベイ･コミュニケーション

ズ 

  

日本生命保険 堀崎組   

日本土建 毎日放送   

日本ファシリオ マルセン   

日本旅行 三重交通   

阪急電鉄 三井住友カード   

阪急交通社 三井住友銀行   

阪神電気鉄道 三菱電機   

    

    

徳島県    

    

歴史街道倶楽部（個人会員）    

   平成３０年６月 
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歴史街道推進協議会役員、顧問、参与名簿 
（平成３０年６月１日現在） 

 

 

会 長  松 本 正 義  （関西経済連合会会長） 

 

理 事 長  角   和 夫 （関西経済連合会副会長） 

 

常 任 理 事  西 川 一 誠 （福井県知事） 

 〃    鈴 木 英 敬 （三重県知事） 

 〃    三日月 大 造 （滋賀県知事） 

 〃    西 脇 隆 俊 （京都府知事） 

 〃    井 戸 敏 三 （兵庫県知事） 

 〃    荒 井 正 吾 （奈良県知事） 

 〃    田 嶋 久 嗣 （和歌山県企画部長） 

 〃    柏 木 陸 照 （大阪市経済戦略局長） 

 〃    久 元 喜 造 （神戸市長） 

 〃    門 川 大 作 （京都市長） 

 〃    竹 山 修 身 （堺市長） 

 〃    仲 川 げ ん （奈良市長） 

 〃    鈴 木 健 一 （伊勢市長） 

 〃    尾 崎   裕 （大阪商工会議所会頭･大阪府商工会議所連合会会長） 

 〃    家 次   恒 （神戸商工会議所会頭･兵庫県商工会議所連合会会頭） 

 〃    立 石 義 雄 （京都商工会議所会頭･京都府商工会議所連合会会長） 

 〃    植 野 康 夫 （奈良商工会議所会頭･奈良県商工会議所連合会会長） 

 〃    上 島   憲 （伊勢商工会議所会頭） 

 

理 事  本 多 文 雄 （大阪ガス 理事・近畿圏部長） 

 〃    森   詳 介 （関西電力 相談役） 

 〃    丸 山 隆 司 （ＫＮＴ-ＣＴホールディングス 代表取締役社長） 

 〃    加 藤 好 文 （京阪ホールディングス 

代表取締役社長 CEO兼COO 執行役員社長） 

 〃    佐 藤 義 雄 （住友生命保険 取締役会長・代表執行役） 

 〃    坪 内 良 人 （東海旅客鉄道 専務執行役員） 

 〃    宇田川 雄 彦 （ＪＴＢ常務執行役員 関西広域代表） 

 〃    佐々木 隆 之 （西日本旅客鉄道 取締役相談役） 

 〃    堀 坂 明 弘 （日本旅行 代表取締役社長） 

 〃    杉 山 健 博 （阪急電鉄 代表取締役社長） 

 〃    清 水 卓 智 （ＰＨＰ研究所 代表取締役社長） 

 〃    松 下 正 幸 （パナソニック 取締役副会長） 

 〃    堀 井 良 殷 （関西・大阪２１世紀協会 理事長） 

 〃    堺 屋 太 一 （作家） 
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理 事  中 川 智 子 （宝塚市長） 

 〃    山 本   正 （宇治市長） 

 〃    松 井 正 剛 （桜井市長） 

 〃    中 西 和 夫 （斑鳩町長） 

 〃    森 川 裕 一 （明日香村長） 

 

常 務 理 事  阿 部 孝 次 （関西経済連合会  理事・事務局次長） 

 

監 事  田 中 輝 彦 （パナソニック 秘書室 関西財界担当 総括部長） 

 〃    石 井 基 行 （税理士） 

 

顧 問  石 井 威 望 （東京大学名誉教授） 

 〃    牛 尾 治 朗 （ウシオ電機会長） 

 〃    斎 藤 精一郎 （千葉商科大学名誉教授） 

 〃    広 中 平 祐 （京都大学名誉教授） 

 

参 与  飛 田   章  （総務省・自治行政局地域振興室長） 

 〃    石 川 和 秀 （外務省・特命全権大使[関西担当]） 

 〃    美 並 義 人 （財務省・近畿財務局長） 

 〃    大 西 啓 介  （文化庁・文化財部記念物課長） 

 〃    新 井   毅  （農林水産省・近畿農政局長） 

 〃    富 𠮷 賢 一 （経済産業省・中部経済産業局長） 

 〃    森        清 （経済産業省・近畿経済産業局長） 

 〃    塚 原 浩 一 （国土交通省・中部地方整備局長） 

 〃    池 田 豊 人 （国土交通省・近畿地方整備局長） 

 〃    石 澤 龍 彦 （国土交通省・中部運輸局長） 

 〃    坂 野 公 治 （国土交通省・近畿運輸局長） 

 〃    秀 田 智 彦 （環境省・近畿地方環境事務所長） 
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歴史街道シンボルマーク 

 

 「歴史とは動いているもの、流れているものでありながら、いつの世にも変わらぬ 

悠久のもの」であることを表現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  古代から現代までの建築の中で、形を変えず継承されてきたもののひとつが、こ 

の作品の中心に描かれた擬宝珠（ぎぼし）です。擬宝珠を中央に据えた橋（Brid 

-ge）は、歴史街道を通して日本の文化を世界に発信する「文化の架け橋」とい 

う意味と、時代と時代をリンクするという意味をもっています。 

  また、後方に描かれた山、月は悠久の「時」を象徴し、そして、中央の松並木で 

「街道」のイメージを表現しています。さらに、３つの円は、タイムトンネルを 

表現しています。 

  配色されている「紫」は歴史街道のシンボルカラー、「青」は空と川の流れを象 

徴しています。 

 

 

Touch the Spirit of Japan 

 
  このスローガンは、日本の山河などの自然、昔から伝わる遺跡、文物などの具象 

的な事物をただ見るだけでなく、それらを通じてその奥にある日本の心に触れる 

（理解する、分かる）という意味です。「Touch」という言葉は、このような物 

事の奥や背景にあるものに触れ、体験し理解するといった深みのあるニュアンス 

をもっています。 
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歴史街道推進協議会設立趣意書 

 

    世界に誇れる文化をもちながら、今日の日本に対する文化国家としての評価 

は決して高いものとはいえません。また、私たち日本人自身も自国の文化や伝 

統、これらを育んできたこころや美意識を見直し、世界の人々に伝えていこう 

という努力が希薄だったのではないでしょうか。 

 

日本各地に散在する歴史資源に新しい魅力的な切り口でスポットをあて、 

世界の誰からも親しまれる「日本の顔」「日本文化の体感ルート」をつくりた 

い。伊勢、飛鳥、奈良、京都、大阪、神戸の歴史や文化を時系列的に結ぶ「歴 

史街道」は、このような想いで提案されたものです。 

 

    日本各地の史跡や歴史都市、あるいは広域文化ルート等との協力関係のもと、 

このような「歴史街道」を新たに整備し、世界のひとびとにアピールしていく 

ことは、日本文化発信事業の一翼を担うものであるばかりか、新しい国土づく 

り、とりわけ地域文化を活かした余暇ゾーン、生活ゾーンづくりをリードす 

る事業としても、大きな意味を持つものと思われます。 

 

    この歴史街道構想の実現には、関係省庁、地方公共団体、経済団体や各種の 

民間企業、まちづくり団体等が一致協力し、それぞれの役割を果たしていくこ 

とが必要となります。 

 

    このため、各界の叡智を結集して個別プロジェクト具体化の指針を明確にし、 

各種の共同事業を推進するとともに、その実現のために必要となる制度改革や 

整備事業等について提案することなどを主な役割とする歴史街道推進協議会を、 

関係する省庁、地方公共団体の代表者、学識経験者および経済界の代表者等の 

参加を得て設立しようとするものです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史街道第９期計画 

 

 平成３０年６月 

  歴史街道推進協議会 

   〒530-0005 大阪市北区中之島 2-2-2 

          大阪中之島ビル７階 

    TEL：06-6223-7744 FAX：06-6223-7234 


