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Ⅰ．メインルート事業 

（事業目的・方針） 

歴史街道の魅力を広範に発信すべく、メインルート上において広域かつ官民が連携して

取り組むべき事業に注力するとともに、メインルート上の６拠点が一堂に参画できる事

業の構築を目指す。 

 

（事業項目） 

１．地域連携事業 

（１）関西５私鉄連携企画の推進 

・関西５私鉄と連携して実施していたスタンプラリーは、２．地域共同事業 歴

史街道スタンプラリーと統合し、実施。 

・朝日・五私鉄リレーウオークにおける連携を継続し、歴史街道計画のＰＲを強

化した。 

（４月２１日（日）南海編、５月１９日（日）阪神編、６月２日（日）阪急編、

９月１５日（日）２０周年記念特別編、１０月６日（日）近鉄編、１１月１０

日（日）京阪編に応援参加しＰＲ実施） 

 

（２）伊勢～飛鳥間連携事業 

・日本風景街道「伊勢街道」連絡協議会、沿線自治体と連携し、阪急たびコト塾に

てフォーラムを実施した。 

実施日 テーマ 講 師 参加 

９月２４日（火） 伊勢街道 見て歩記 

伊勢本街道へのいざない 

風景街道「伊勢街道」連絡協議会 

会長 裏  宗久氏 

７９名 

１０月１７日（木） 再現江戸時代の伊勢参り 奈良大学    安田 真紀子氏 ３６名 

１１月２４日（日） 

現地（宇陀市）開催 

街道ウォーク 

秋の奥宇陀を歩く 

風景街道「伊勢街道」連絡協議会 ３２名 

１１月２６日（火） 大和と伊勢を結ぶ御杖村 風景街道「伊勢街道」連絡協議会 

会長 裏  宗久氏 

御杖村むらづくり振興課 

鍵田 輝氏 

２９名 

 

（３）飛鳥～奈良～京都間連携事業  

・令和元年度は、連携する各自治体にゆかりの「人と物語」をテーマに、「歴史街

道 飛鳥～奈良～京都 地域連携実行委員会」としての商品造成を、クラブツ

ーリズム㈱テーマ旅行部に働きかけた。 

・連携自治体増強に努め、「歴史街道 飛鳥～奈良～京都 地域連携実行委員会」

の規約を改訂し、令和元年度より天理市から橿原市に会長が交代。 
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・歴史街道×クラブツーリズム特別企画  

日帰りツアー「京都・奈良の歴史と魅力ある文化を体感しよう！」 

クラブツーリズム㈱「テーマのある旅」掲載募集および同社のＨＰにて募集 

 日 時 自治体 タイトル 

① １０月２０日（日） 木津川市 
喜光寺・喜勝副住職と行基上人の足跡 

海住山寺の本堂改修工事見学とお茶席拝服 

② １１月１５日（金） 橿原市 
藤原京を造成した持統天皇に迫る特別講座 

国分寺の特別拝観と日本初本格都城・藤原京散策 

③ １１月２２日（金） 明日香村 
推古天皇も見た古代の景色と色彩を味わう 

冠位十二階を思わせる草木染め体験とキトラ古墳特別解説 

④ ２月１５日（土） 奈良市 
「イケ住」で知られる海龍王寺のご住職が同行 

光明皇后祈りの場で語る特別法話とゆかりの地めぐり 

⑤ ４月 ３日（金） 八幡市 
背割り堤の桜と通常非公開の正法寺特別公開 

意外と知らない八幡めぐり 

  ※①～④については、定員に満たず催行中止。 

   ⑤新型コロナウイルスの影響を考慮し、実施見合わせ。 

   

※次年度の実施に向け、ＷＧを開催し、検討を行った。 

   １０月 ７日（月）（クラブツーリズム近鉄難波ビル）  

   １２月２５日（水）（橿原市役所）  

    ３月 ２日（月）（クラブツーリズム近鉄難波ビル） 

 

（４）西国街道連携事業（京都～大阪～神戸間） 

⇒本事業は、文化庁地域文化創生本部協力事業として登録 

・「魅力再発見西国街道２０１９」をメインテーマに、「国絵図と西国街道」をサ

ブテーマに、京都府、大阪府、兵庫県下の１５自治体と１３資料館、博物館が

連携し、９月８日（日）～１２月２７日（金）の期間においてイベントを協働

で企画催行した。 

①リレートーク 

 ・テ ー マ：「国絵図と西国街道」 

 ・日 程：９月８日（日）１３：００～１７：００ 

・場 所：西宮市役所東館８階大ホール 

・参加人数：１７２名 

②リレーウォーク 実施期間中９回計画中８回実施 

※箕面実施分のみ台風のため中止 

・参加人数：３０１名（８回合計） 

③スタンプラリー 

・実施期間：９月８日（日）～１２月２７日（金） 

 期間中に、沿道の各資料館設置のスタンプ４個を集

めて応募された方に抽選で賞品を送付。 

・応 募：２７０通 

④２月６日（木）吹田市立博物館でＷＧを開催 
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（５）京街道・淀川左岸地域連携事業（京都～大阪間） 

・京阪ホールディングスや当該地域の自治体の協力を得て、 

京街道を紹介する京街道ウォーキングマップの改訂作業 

を行い、歴史街道関連のイベントや京阪電鉄主要駅等で 

２万部を配布した。 

 

 

（６）各地の観光ガイド組織の活動を応援する事業 

⇒本事業は、文化庁地域文化創生本部協力事業として登録 

・各地の観光ガイド組織の活動内容を収集し、２０１８年

観光ガイド秋季案内キャンペーンに参加した２２団体に

加えて、大阪・奈良歴史街道リレーウォーク「第五幕 

街道沿いの伝統産業やグルメを訪ねて」に参加する１１

団体と連携し、歴史街道・リレーウォーク共通リーフレ

ットを春、秋２回作成し、各２万部を鉄道主要駅に配架

した。 

・各地の観光ガイド組織のガイド実施方法等ノウハウの共

有を図るとともに、情報量を充実させ、歴史街道エリア

での観光ガイド組織の情報発信を強化した。 

 

（７）阪神高速道路イベントへの協力事業 

   阪神高速道路が実施するイベントへの協力を行った。 

①事業名称：「阪神高速で行こう！歴史めぐりスタンプラリー」 

②実施期間：３月２１日（木・祝）～９月３０日（月） 

③スタンプポイント 

・阪神高速道路パーキングエリア 

・歴史街道スタンプ設置箇所 ８箇所 

④印刷物（スタンプ台紙）設置箇所 

阪神高速道路パーキングエリア、ＪＴＢ店舗窓口、 

歴史街道ｉセンター 

⑤賞品 

 先着１０００名 歴史街道缶バッジ２種類・シール、 

阪神高速クリアファイル 

 抽選 ４００名 阪神高速黄パト プルバックミニカー 

 抽選 ４００名 阪神高速もぐらのコージくんぬいぐるみ 

⑥応募 １７７名（ミニカー １２６名、ぬいぐるみ ５１名） 

 

２．地域共同事業 

（１）歴史街道スタンプラリーの再開 

（関西５私鉄スタンプラリーとの一本化） 

共同事業参加自治体および関西５私鉄（近鉄、京阪、南海、阪急、阪神）の共同事

業として、歴史街道エリアである関西の魅力を発信するイベントを開催することで

周遊促進を図った。 



- 4 - 

 

①名  称    「歴史街道 歴史めぐりスタンプラリー」 

②実施期間    ２０１９年９月１日（日）～２０２０年５月３１日（日） 

③スタンプ押印    ⅰ古代史～奈良時代、ⅱ平安～室町時代、ⅲ戦国時代～近代と

時代を３区分し、各時代区分２個、計６個のスタンプを集めて

完成とする。 

④スタンプ    ３８種類のスタンプを関西２４市町村の５８箇所に設置 

⑤賞  品    ⅰ ６個達成者全員にオリジナルメモパッド 

ⅱ ３カ月に１度抽選で地元産品  各回３０名×３回 

ⅲ 全日程終了後に抽選で宿泊券    ８組 １６名 

ⅳ さらに全日程終了後に上記の抽選に外れた方を対象に 

  抽選で５私鉄賞             ２０名 

⑥応  募    １１月３０日第 1回締切分  ９２６通 

          ２月２９日第２回締切分 １,２６３通 

 

３．ツアー開発（インバウンド関係） 

関西観光本部の取り組みに合わせて、積極的に提案を継続し、必要に応じて映像等

のツールを作成する。 

令和元年度は、英字幕付きで西国街道のＰＲ動画「西国街道で Cool Japan」（約１５

分間）を制作。 

制作：㈱ジェイコムウエスト 

 

  

計２,１８９通 
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Ⅱ.ネットワークエリア事業 

（事業目的・方針） 

１．南北近畿エリアの活性化 

２．「世界文化遺産」地域連携会議等との連携 

 

（事業項目） 

１．関西を南北３つに分けた連携推進＝南北近畿の振興 

事業項目 
歴史街道２号 

（紀伊山地の霊場と参詣道） 
歴史街道３号 

（北近畿・琵琶湖 食と歴史の回廊） 

1.地域整
備・まち
づくり・
ルート形
成 

歴史街道モデル事業＜田辺市（本宮地
区・口熊野地区）、橋本市、新宮市、那智
勝浦町、高野町、紀の川大和街道地区、
吉野町、西熊野街道周辺地区（五條市、
天川村、十津川村、野迫川村）の継続充
実を目指し、各地事業のフォローアップ
や国への要望活動に取り組む 

①「環状高速」による地域連携支援と、
歴史街道モデル事業＜大津市、甲賀
市、近江八幡市、彦根市、南越前町（今
庄地区・南条地区）、あわら市、永平
寺町、北丹後地区、口丹後地区、豊岡
市、朝来市、丹波市、篠山市、高槻市、
乙訓八幡地区）の継続・充実を目指
し、各地事業のフォローアップや国
への要望活動に取り組む 

②日本風景街道「琵琶湖さざなみ街
道・中山道」の活動充実を図る 

2.キーパ
ーソンネ
ットワー
ク 

①７月３日（水）世界文化遺産地域連携会
議 紀伊山地の霊場と参詣道プロジェ
クトチーム会議にオブザーバーとして
出席。 

②「紀伊半島交流会議」メーリングリスト
を活用し、メンバーとの交流に努める。 

北近畿「観光まちづくり回廊」メーリ
ングリストを活用しメンバーとの交流
に努める。 

3.地域施
設等ネッ
トワーク 

観光案内所（３３か所）や道の駅等との
ネットワークの維持に努める 

観光案内所（３３か所）や鉄道駅、博
物館・資料館、伝統的建造物群保存地
区とのネットワークの維持に努める 

4.ツアー 
歴史街道倶楽部などと協働し、各地ツアー
を検討 
 

①中山道「武佐宿～愛知川宿」（4月 13
日（土）） 

②越前・福井 城めぐり（９月２日
（月）） 

5.広報活
動（魅力
整理） 

①(一社)世界文化遺産地域連携会議 
紀伊山地の霊場と参詣道プロジェクト
チームが制作したＨＰ「世界遺産紀伊山
地の霊場と参詣道」を歴史街道ＨＰに掲
載。 

②世界遺産１５周年記念事業への後援活
動 

各エリアごとの「１日コース」や「５
泊６日フルコース」を歴史街道ＨＰ
「「北近畿・琵琶湖 食と歴史の回
廊」に掲載。 

6.広報活
動（イベ
ント・シ
ンポジウ
ム・展示
等） 

①文化セミナー「高野山古石塔の語り」９
月７日（土） 

②紀伊山地三霊場フォーラム「未来につな
ぐ熊野の魅力」１０月２４日（木） 

滋賀県下の中山道の宿場町間のゆるや
かなネットワークづくりを目的とし
た、「近江中山道連絡会議」（情報交
換、相互広報を目的に６団体が参加）
と連携し、ウォークイベントの開催
（２回）、シンポジウム１回開催。 
 

7.広報活
動（新
聞、雑誌
等） 

①月刊「歴史街道」（４月号：和歌山県湯
浅町） 

①『歴史の旅人』夏号（福井県～滋賀県） 
②月刊『歴史街道』（５月号：福井県小
浜市、８月号：滋賀県彦根市、９月号：
京都府南丹市美山町、１０月号：兵庫
県丹波篠山市） 

③ＱＲコード（１０言語）入りＭＡＰ配
布 
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事業項目 
歴史街道２号 

（紀伊山地の霊場と参詣道） 
歴史街道３号 

（北近畿・琵琶湖 食と歴史の回廊） 

7.広報活
動（新
聞、雑誌
等） 

 ④日本経済新聞大阪支社が発行する情
報紙 「日経 REVIVE１２月号」に、「北
近畿・琵琶湖 食と歴史の回廊」に関す
る記事が掲載 

8.映像 
歴史街道ＨＰ「映像で見る歴史街道」にケーブルＴＶ番組や歴史街道 Youtube チャ
ンネル（旅の星）の映像を掲載。 

9.ＨＰで
の情報発
信 

１１言語ＨＰ 
https://kiimountainrange.com/ 

１０言語ＨＰ 
https://www. rekishikaido.gr.jp/ 
worldheritagejpn/kitakinki/ 

10.メディ
アとの関
係強化 

マスコミに対して、協議会の事業理解と共同企画の実現を働きかける。 

 

（１）歴史街道３号（北近畿・琵琶湖 食と歴史の回廊） 

①日本風景街道「琵琶湖さざなみ街道・中山道」 

 １）滋賀県下の中山道の宿場町間のゆるやかなネットワークづくりを目的とした

「近江中山道連絡会議」（情報交換、相互広報を目的に６団体が参加）との連携 

ⅰ）ウォークイベント 

  ・地元の協力を得、歴史街道倶楽部・歴史のまちウォークとして「中山道・

宿場めぐり「八風街道の起点・武佐宿＆無賃橋がかかる・愛知川宿」を４

月６日（土）、４月１３日（土）の２回実施 

  ⅱ）連絡会議の開催 

   ・７月４日（木）、愛知川宿で令和元年第一回目の連絡会を開催 

ⅲ）展示ＰＲ 

   ・７月２７日（土）柏原宿で開催する「やいと祭」で中山道を紹介する展示

（荒天のため中止） 

２）輪の国びわ湖推進協議会との連携 

   自転車を活用した地域づくりを進める「輪の国びわ湖推進協議会」と連携し、

各種事業を実施 

  ⅰ）プラス・サイクル推進協議会（滋賀県）への協力 

  ⅱ）自転車イベント等におけるＰＲの実施 

  ⅲ）「サイクルツーリズムの進め方」（学芸出版・１０月１０日（木）出版） 

作成への協力 

  ⅳ）サイクル・ツーリズムシンポジウム １２月２１日（土） 

    「サイクルツーリズムで豊かな地域をつくる 先進地に学ぶ 4 つの成功ポ 

イント」をテーマに開催 

  ⅴ）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、サイクルガイド講習会等 

 

２．中央部（メインルート以外） 

（１）ウォーク 

６月２日（日）古事記ゆかりの地を巡る 仁徳天皇と３人の皇子たち 

（歴史街道倶楽部・歴史のまちウォークとして実施） 
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（２）「百舌鳥・古市古墳群」が、７月６日（土）、アゼルバイジャンの首都バクー 

で開催中の第４３回世界遺産委員会において、世界文化遺産に登録されること 

が決定。 

①７月２日（火）～２８日（日）大阪府立中央図書館との共催事業 

「百舌鳥・古市古墳群から古墳の意味を探る＆関西の古墳をめぐろう」と題し 

た展示と講演会を開催。 

②９月２８日（土） 

 歴史文化遺産フォーラム「地域の中の古墳をどう活かすか～文化的価値と観光 

力～」 会場：堺市総合福祉会館６階ホール 

（３）セミナー 

１月１２日（日） 「岸和田市×講談師 旭堂南舟～明智光秀の肖像画と岸和田

市の関係～」をテーマに阪急たびコト塾（梅田阪急グランドビル３０階）で開催。 

 

３．「世界文化遺産」地域連携会議等との連携 

（１）世界文化遺産地域連携会議 紀伊山地の霊場と参詣道プロジェクトチーム会 

議（７月３日（水） 和歌山県田辺市、議題：平成３０年度事業報告と令和元 

年度事業計画）にオブザーバーとして出席。 

（２）文化庁「世界遺産活性化予算」（斑鳩町） 

東京・斑鳩リレーセミナー「聖徳太子１４００年御遠忌～法隆寺との関わり～」

への後援等協力。 

・１１月２０日（水）日比谷図書文化館 

・２月２２日（土） いかるがホール 

 

Ⅲ．日本文化体感プログラム事業 

（事業目的・方針） 

本プログラムの実施により、グローバル人材の育成と周遊人口の拡大、外客誘致（イン

バウンド）効果を目指すため、講義コンテンツおよび体験型活動の充実、多様なニーズ

に対応するパッケージ提案力の強化、実施体制の整備に取り組む。 

 

（事業項目） 

１．日本の歴史文化を伝える講義コンテンツの充実および体験型活動の充実 

（１）日本政府が招致した外国人に対し、英語のみならず、その母国語で日本文化を

伝えるコンテンツの充実 

   ⇒中国語資料の作成と講師の準備完了。(８月５日（月）に初回の講義実施) 

また、英語については若手の講師とガイドを試行中。 

（２）社員・職員向け、学生・一般向け等、研修目的にマッチした講義資料の整備、

および体験型活動の拡充 

（３）講義・現地体験ガイド資料のこまめなアップデート等 

定期的な講師・ガイドミーティングを開催し、講義資料の改善や情報共有を実施 

（年３回（提案→審議→共有）を目安に、必要に応じて追加開催) 

⇒６月４日（火）に第１回、１月２８日（火）に第２回実施 
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２．顧客の多様なニーズに対応するパッケージ(講義と体験型活動)提案力の強化 

（１）海外（インバウンド）向けプログラムの充実 

①ＪＩＣＡ（国際協力機構）が招聘する海外からの研修員に日本の歴史文化を紹介

するプログラムについては、ＪＩＣＡおよびＰＲＥＸ等研修事業者との連携を維

持し、年間約５０件の維持を目標とした。 

②関西観光本部、大阪観光局、旅行会社や財団等との連携により、海外の中学・高

校・大学からの教育旅行、海外企業のインセンティブツアー等への本プログラム

の組み込み提案を積極的に実施する。 

 ⇒１１月３０日（土）に大阪市立大学とソウル市立大学の交流時に本プログラム

を活用 

◎訪日研修生向けプログラム令和元年度実績（以下の５４件を実施） 
NO. 実施日 研修名 対象国・人数 訪問地 

１ 4月 7日 
迅速な復旧、より良い復興に向けた 

防災 

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ､ﾄﾞﾐﾆｶ､ｴｸｱﾄﾞﾙ､ 

ﾒ ｷ ｼ ｺ ､ ﾓ ﾝ ｺ ﾞ ﾙ ､ ﾓ ﾛ ｯ ｺ ､   

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾍﾟﾙｰ､ｻﾓｱ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､

ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ 11ヵ国 16名 

法隆寺～東大寺 

２ 
4月 18日 

4月 22日 

ラオス日本センター経営塾 

訪日研修でのプログラム 

ラオス  

1ヵ国 19名 

福寿園～三十三間

堂～伏見稲荷大社 

３ 5月 11日 
スリランカ国別研修 

アセットマネジメント 

スリランカ 

1ヵ国 5名 

金閣寺～下鴨神社

～福寿園 

４ 5月 18日 
ＪＩＣＡ系統運用事業者 

幹部職員研修 

ｺｰﾄｼﾞ ﾎﾞｱｰﾙ､ｴﾁｵﾋﾟ ｱ､  

ｶﾞｰﾅ､ｼﾞｬﾏｲｶ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ 

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ 

ｳｶﾞﾝﾀﾞ､ｹﾆｱ 9ヵ国 10名 

 

竹中大工道具館～

南禅寺～金閣寺 

５ 
5月 13日 

5月 20日 
アフリカ市場志向型農業 

ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｹﾆｱ､ﾚｿﾄ､ﾅﾐﾋﾞｱ､

南ｱﾌﾘｶ､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ   

7ヵ国 15名 

東寺～金閣寺～錦

市場～八ツ橋体験 

６ 6月 7日 都市内道路（A) 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ｲﾗｸ､東ﾃｨﾓｰﾙ､ 

ﾍﾞﾄﾅﾑ､ｲｴﾓﾝ  

5ヵ国 6名 

竹中大工道具館～

平城宮跡歴史公園

～東大寺 

７ 6月 18日 投資促進(A) 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ｱﾝｺﾞﾗ､ｱﾙﾒﾆｱ､ 

ﾎﾞｽﾆｱ ﾍﾙﾂｪ､ｶﾝﾎﾞｼﾞ ｱ､  

ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｶﾞﾝﾋﾞｱ、ﾚｿﾄ､  

北ﾏｹﾄﾞﾆｱ、ｿﾛﾓﾝ、東ﾃｨﾓｰﾙ､

ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ､ﾅﾐﾋﾞｱ､ｻﾝﾋﾞｱ 

14ヵ国 16名 

 

宇治上神社～市営

茶室～平等院 

８ 6月 22日 ICT案件形成能力向上 

ﾊﾞﾙﾊﾞﾄﾞｽ､ﾌﾞｰﾀﾝ､ﾎﾞﾂﾜﾅ､ 

ｺｰﾄｼﾞ ﾎﾞｱｰﾙ､ｸﾞﾚﾅﾀ ﾞ､  

ｷﾙｷﾞｽ､ﾗｵｽ､ﾏｰｼｬﾙ諸島､  

ﾊ ﾟ ﾚ ｽ ﾁ ﾅ ､ ﾙ ﾜ ﾝ ﾀ ﾞ ､ ｻ ﾓ ｱ ､   

ｼｴﾗﾚｵﾈ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ､ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞ

ｼｭ 15ヵ国 16名 

 

奈良町（元興寺）～

東大寺 

９ 6月 22日 中南米総合防災行政 

ﾎﾞﾘﾋﾞｱ､ｺﾛﾝﾋﾞｱ､ｺｽﾀﾘｶ､ 

ｴ ｸ ｱ ﾄ ﾞ ﾙ ､ ｴ ﾙ ｻ ﾙ ﾊ ﾞ ﾄ ﾞ ﾙ ､  

ｸﾞｱﾃﾏﾗ､ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ､ﾒｷｼｺ､ 

ﾆｶﾗｸﾞｱ 9ヵ国 13名 

法隆寺～東大寺 

１０ 6月 29日 廃棄物監理能力向上 
ﾊﾞﾙﾊﾞﾄﾞｽ､ﾐｸﾛﾈｼｱ､ｻﾓｱ､ 

東ﾃｨﾓｰﾙ､ﾄﾝｶﾞ 5ヵ国5名 

下鴨神社～京都伝

統産業ふれあい館

～福寿園 

１１ 7月 1日 地方自治体行政強化 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ､ｲﾗﾝ､

ﾖﾙﾀﾞﾝ､ﾈﾊﾟｰﾙ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､  

ｽｰﾀﾞﾝ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ﾀｲ  

9ヵ国 10名 

春日大社～喫茶古

庵～興福寺 
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NO. 実施日 研修名 対象国・人数 訪問地 

１２ 7月 7日 マスコミ招聘 

ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｶﾒﾙｰﾝ､ﾏﾗｳｲ､ｹﾆｱ､ 

ﾁｭﾆｼﾞｱ､ｾﾈｶﾞﾙ､ｶﾞｰﾅ､ 

ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ､ 

南ｱﾌﾘｶ 10ヵ国 10名 

東大寺～平等院～

市営茶室 

１３ 7月 13日 廃棄物管理技術（基本、技術編） 

ﾐｬﾝﾏｰ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ､  

東ﾃｨﾓｰﾙ､ｳｸﾗｲﾅ､ﾍﾞﾄﾅﾑ   

5ヵ国 5名 

針江生水の郷 

１４ 7月 14日 中小企業振興（金融） 

ｱﾙﾊﾞﾆｱ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ 

ｽｰﾀﾞﾝ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､  

ｻﾞﾝﾋﾞｱ 7ヵ国 9名 

伏見稲荷大社～金

閣寺～福寿園 

１５ 7月 27日 
バングラデシュ 看護サービス人材 

育成プロジェク 
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 1ヵ国 9名 

伏見稲荷大社～金

閣寺～福寿園 

１６ 8月 23日 都市内道路（B) 

ﾍﾞﾆﾝ､ｺﾝｺﾞ､ｴﾁｵﾋﾟｱ､ 

ｶﾞﾝﾋﾞｱ､ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ､ 

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ､ 

ｻﾞﾝﾋﾞｱ､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ    

10ヵ国 10名 

竹中大工道具館～

平城宮跡歴史公園

～東大寺 

１７ 
8月 19日 

8月 31日 

課題別研修「下水道システム維持管理

（C）」 

ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ 

ﾙﾜﾝﾀﾞ 3ヵ国 5名 

大阪水上バス～大

阪城～大阪歴史博

物館 

１８ 8月 29日 ASEAN災害医療・救急医療 
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ﾗｵｽ､ﾐｬﾝﾏｰ､ 

ﾍﾞﾄﾅﾑ､ﾀｲ 5ヵ国 11名 

姫路城～好古園～

明石海峡大橋 

１９ 
9月 2日 

9月 7日 
モンゴル ﾓﾝｺﾞﾙ 1ヵ国 25名 

金閣寺～島津製作

所創業記念資料館

～福寿園 

２０ 
9月 10日 

9月 13日 

世界遺産の適切な保全を通じた観光

振興 

ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｴﾘﾄﾘｱ､ｲﾗｸ､ 

ｼﾞｬﾏｲｶ､ﾗｵｽ､ﾐｸﾛﾈｼｱ､  

ｽﾘﾗﾝｶ､ﾐｬﾝﾏｰ 8ヵ国 8名 

日本玩具博物館～

好古園～姫路城 

２１ 9月 12日 橋梁総合 

ｺﾝｺﾞ､ｹﾆｱ､ﾗｵｽ､ﾘﾍﾞﾘｱ､ 

ﾐｬﾝﾏｰ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾈﾊﾟｰﾙ､ 

ﾙﾜﾝﾀﾞ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ､ 

ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ､ﾄｰｺﾞ､ 

ｻﾞﾝﾋﾞｱ､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ､  

ｽﾘﾗﾝｶ 15ヵ国 15名 

平等院～市営茶室

～宇治上神社 

２２ 9月 21日 

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 

管理 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ ﾐｬﾝﾏｰ､ ﾊﾟﾅﾏ､ 

ﾏｹﾄﾞﾆｱ 6ヵ国 9名 

琵琶湖疏水記念館

～南禅寺～京都伝

統産業ふれあい館

～平安神宮 

２３ 10月 5日 JICA系統幹部研修 

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､ﾖﾙﾀﾞﾝ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾈﾊﾟ

ｰﾙ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ｽﾘﾗﾝｶ、ﾀｲ､ﾗｵｽ 

11ヵ国 12名 

竹中大工道具館～

琵琶湖疏水記念館

～南禅寺～金閣寺 

２４ 10月 8日 
投資促進のためのキャパシティ・ディ

ベロップメント（B） 

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ｷｭｰﾊﾞ､ｴ

ｸｱﾄﾞﾙ､ｼﾞｮｰｼﾞｱ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､

ｹﾆｱ､ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ､ﾓﾛｯｺ､ﾐｬﾝﾏ

ｰ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ｾﾙﾋﾞ

ｱ､ｽﾘﾗﾝｶ､ｳｸﾗｲﾅ 

15ヵ国 18名 

竹中大工道具館～

春日大社～東大寺 

２５ 10月 13日 周産期・新生児保健医療 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ、ﾎﾝ

ｼﾞｭﾗｽ、ﾘﾍﾞﾘｱ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾅｲ

ｼﾞｪﾘｱ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ 

8ヵ国 11名 

法隆寺～東大寺 

２６ 10月 14日 多媒体水銀モニタリング向上 

ｶﾞｲｱﾅ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾏﾚｰｼｱ、

ﾒｷｼｺ、ﾍﾞﾄﾅﾑ 

5ヵ国 8名 

東大寺～春日大社 

２７ 10月 22日 コミュニティ防災研修 

ｱﾝﾃｨｸﾞｱ・ﾊﾞｰﾌﾞｰﾀﾞ、ﾊﾞﾝｸﾞ

ﾗﾃﾞｼｭ、ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ、ｲﾝﾄﾞ、ｹ

ﾆｱ、ｺｿﾎﾞ、ﾗｵｽ、ﾆｳｴ 

8ヵ国 8名 

 

下鴨神社～島津製

作所創業記念資料

館～福寿園 
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NO. 実施日 研修名 対象国・人数 訪問地 

２８ 10月 26日 
ケニア トゥルカナ郡における干ばつ

レジリエンス向上 
ｹﾆｱ 1ヵ国７名 

三十三間堂～伏見

稲荷大社～福寿園 

２９ 10月 27日 アフリカ総合防災行政研修 

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ､ｹｰﾌﾟﾍﾞﾙﾃﾞ､ｴｼﾞ

ﾌﾟﾄ､ｴｽﾜﾃｨﾆ､ｶﾞｰﾅ､ﾏﾙｳｨ､ｽ

ｰﾀﾞﾝ 7ヵ国 14名 

青蓮院～二条城～

八ツ橋体験 

３０ 11月 4日 ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ・キルギス日本センター 
ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ｷﾙｷﾞｽ 

2ヵ国 22名 

伏見稲荷大社～二

条城～福寿園 

３１ 
11月 11日

11月 16日 
アフリカ市場志向型農業 

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ、ｹｰﾌﾟﾍﾞﾙﾃﾞｴ、ｴｼﾞ

ﾌﾟﾄ、ｴｽﾜﾃｨﾆ、ｶﾞｰﾅ、ﾏﾗｳｨ、

ｽｰﾀﾞﾝ 7ヵ国 14名 

東寺～金閣寺～錦

市場～丸益西村屋

（友禅染体験） 

３２ 11月 6日 マレーシア行政中級管理職研修 ﾏﾚｰｼｱ 1ヵ国 15名 
福寿園～南禅寺～

無鄰菴 

３３ 
11月 8日

11月 22日 
中小企業政策Ｂ 

ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ｶﾒﾙｰﾝ、ｶﾞﾎﾞ

ﾝ、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、ｹﾆｱ、ｷﾘｷﾞｽ共

和国、ﾏﾗｳｨ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ｿﾏ

ﾘｱ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ 10ヵ国 10名 

金閣寺～二条城 

３４ 11月 9日 配電コースＢ 12名 
竹中大工道具館～

南禅寺～金閣寺 

３５ 11月 10日 廃棄物管理（基本・技術編（Ｂ） 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾎﾞﾂﾜﾅ、ｺﾝｺﾞ、

ｽｰﾀﾞﾝ、ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ、ｲﾗｸ  

6ヵ国７名 

福寿園～島津製作

所創業記念資料館

～下鴨神社 

３６ 11月 11日 マレーシア「被災者への心理的ケア」 ﾏﾚｰｼｱ 1ヵ国 12名 

あべのタスカル～

四天王寺～住吉大

社 

３７ 
11月 12日

11月 14日 

世界遺産の適切な保全を通じた観光

振興（Ｂ） 

ｱﾙﾒﾆｱ、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、ｷﾙｷﾞｽ、

ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 

5ヵ国 9名 

日本玩具博物館～

好古園～姫路城 

３８ 11月 19日 
先進国市場を対象にした輸出振興・マ

ーケティング戦略(Ａ) 

ｱﾙﾒﾆｱ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、

ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ｼﾞｬﾏｲｶ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、

ｾﾙﾋﾞｱ、ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 

8ヵ国 12名 

島津製作所創業記

念資料館～二条城

～青蓮院 

３９ 
11月 21日

11月 23日 
ベトナム国別研修「下水道」 ﾍﾞﾄﾅﾑ 1ヵ国 8名 

宇治市営茶室～平

等院～伏見稲荷大

社 

４０ 12月 7日 バングラデシュ火力発電 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 1ヵ国 8名 

平等院～宇治市営

茶室～伏見稲荷大

社 

４１ 12月 14日 長期滞在研修員 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ、ｶﾞｰﾅ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ  

5ヵ国７名 

沢の鶴資料館～北

野異人館街～海外

移住と文化の交流

センター 

４２ 12月 15日 バングラデシュ火力発電 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 1ヵ国 8名 

平等院～宇治市営

茶室～伏見稲荷大

社 

４３ 1月 11日 災害に強いまちづくり戦略コース 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ｲﾝﾄﾞ、ｾﾙﾋﾞｱ、ﾎﾞ

ｽﾆｱ・ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ｾﾝﾄｸﾘｽﾄ

ﾌｧ ・ーﾈｲﾋﾞｽ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ 6ヵ国

7名 

春日大社～東大寺 

４４ 1月 25日 火力発電 パキスタン・テクニシャン ﾊﾟｷｽﾀﾝ 1ヵ国 8名 
平城宮跡歴史公園

～東大寺 

４５ 1月 25日 モンゴル本邦研修 ﾓﾝｺﾞﾙ 1ヵ国 10名 法隆寺～東大寺 

４６ 1月 26日 交通安全 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ﾏﾚｰｼｱ、

ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾀｲ、ｳｽﾞﾍﾞ

ｷｽﾀﾝ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 

8ヵ国９名 

三十三間堂～二条

城～福寿園（茶道

体験） 

４７ 1月 31日 防災教育制度の向上 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ﾌｨﾘ

ﾋﾟﾝ、ｿﾛﾓﾝ諸島、南ｱﾌﾘｶ、

ﾄﾙｺ 6ヵ国 ９名 

福寿園～三十三間

堂～下鴨神社 
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NO. 実施日 研修名 対象国・人数 訪問地 

４８ 2月 1日 JICA課題別研修「税関行政（B）」 
ﾍﾟﾙｰ、ﾊﾟﾅﾏ、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ﾌﾞﾗ

ｼﾞﾙ 4ヵ国 5名 

市営茶室～平等院

～伏見稲荷大社 

４９ 2月 1日 火力発電 パキスタン・エンジニア ﾊﾟｷｽﾀﾝ 8名 
松尾大社～京都

御所～清水寺 

５０ 2月 8日 基礎計算能力向上 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼｭ、ﾏﾗｳｨ、ﾐｬﾝ

ﾏｰ、ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、

ｻﾞﾝﾋﾞｱ 6ヵ国 9名 

茶論～春日大社

～東大寺 

５１ 2月 11日 中小企業振興政策Ｂ 

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ｲﾝﾄﾞ、

ﾖﾙﾀﾞﾝ、ﾒｷｼｺ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾈﾊﾟ

ｰﾙ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆ

ｱ、ｾﾙﾋﾞｱ 10ヵ国 10名 

平等院～宇治市営

茶室～萬福寺 

５２ 2月 20日 マレーシア行政初級職研修 ﾏﾚｰｼｱ 20名 

下鴨神社～島津製

作所創業記念資料

館～福寿根 

５３ 2月 27日 長期研修横断プログラム 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾓｻﾞﾝﾋﾟｰｸ、ｱﾙｼﾞ

ｪﾘｱ、ｶﾞｰﾅ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｼﾘｱ、

南ｱﾌﾘｶ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ﾁｭﾆｼﾞｱ、

ｹﾆｱ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ｴ

ﾁｵﾋﾟｱ、ｶﾒﾙｰﾝ、14 ヵ国  

14名 

大阪企業家ミュー

ジアム 

造幣局～パナソニ

ックミュージアム 

大林組歴史館～カ

ワサキワールド 

５４ 2月 29日 先進天然ガス利用技術研修 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾀ

ﾝｻﾞﾆｱ、東ﾃｨﾓｰﾙ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ 

5ヵ国 8名 

竹中大工道具館～

琵琶湖疏水記念館

～南禅寺～金閣寺 

５５ 3月１日 税関行政 
新型コロナウイルスの影

響で中止 
 

 

（２）国内向けプログラムの充実 

①企業等におけるプログラムの実施 

・大手企業の海外赴任者向けの事前研修に組み込んだ講義内容を関西の地元中

小企業の海外赴任者にも展開すべく、商工会議所等の研修実施団体との連携に

よる本プログラムの展開を図った。 

・会員企業・団体向けの研修や体験会の実施、新規研修事業者向け講座などの実

施拡大も目指し、継続的な新規開拓を進めた。 

・対象範囲の裾野を広げるため、講義コンテンツを活用し社会人の勉強会等    

への出張講義も展開した。 

 ⇒ＪＩＣＡでの実績を評価いただき、民間企業からの受注を獲得 

 

◎令和元年度実績（以下の６件を実施） 
NO. 日 程 対象企業・団体 人数 内 容 

１ 

6月 28日(金) 

6月 29日(土) 

6月 30日(日) 

関西パワーテック  ５名 

インドネシアから来日中の技術研修生を 

対象に講義および奈良・京都の現地訪問 

を実施 

２ 10月 4日(金) 
近鉄グループ 

ホールディングス 
30名 

新入社員研修において講義、現地訪問、ワ

ークショップを実施。場所は藤井寺 

３ 11月 26日(火) 竹中工務店 241名 新入社員向けに講義を実施 

４ 12月 13日(金) 関西電力 10名 
フィリピンから来日中の技術研修生を 

対象に講義を実施 

５ 1月 24日(金) 関西電力 10名 
フィリピンから来日中の技術研修生を 

対象に講義を実施 

６ 2月 21日(金) 関西電力 12名 
フィリピンから来日中の技術研修生を 

対象に講義を実施 
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②大学、高校などにおけるプログラムの実施 

 ２０２５年の大阪・関西万博開催時に国際交流の主役として活躍が期待される現

在の大学生、高校生に向けたプログラムを積極的に推進した。 

・首都圏の留学生を対象に関西での日本の歴史文化を体感するプログラムを８

月、９月に２度実施。（日本万国博覧会記念基金事業 助成金交付） 

・地元高校生の国際交流を推進すべく、関西に留学している大学生を交えて歴史

文化を体感するプログラムを夏休み中の８月１４日（水）に実施。 

 （子どもゆめ基金 助成金交付） 

・大学（観光学部、国際教養学部、経営学部、文学部等）や高校（短期海外留学

生等）の日本人および外国人留学生向け講座の実施拡大を目指し、継続的な新

規開拓を推進した。 

 

◎令和元年度実績（以下の９件を実施） 
NO. 日 程 対象 人数 内 容 

１ 6月 20日(木) 甲南女子大学 文学部 100名 
特別講義として日本文化体感プログラム

の内容を講義実施 

２ 
7月 9日(火)～ 

7月 10日(水) 

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

理解のため現地見学実施。視察先は、

伊勢神宮、金閣寺、京都伝統産業ふれ

あい館、伏見稲荷大社 

３ 

8月 5日(月) 

8月 6日(火) 

～8月 8日(木) 

東京大学① 

(首都圏留学生への 

プログラム提供) 

18名 

日本万国博覧会記念基金の助成金を受

け、東京大学の留学生 16名と地元学生

2名向けに交流プログラムを実施 

４ 8月 12日(月) 
兵庫県立大学 

経済学部 
9名 

夏季集中講義において日本人・留学生

向けに講義を担当 

５ 8月 14日(水) 高校生向けプログラム 29名 

子供夢基金の助成金を受け、大阪の高

校生と在阪の留学生向けに交流プログ

ラムを宇治にて実施 

６ 

9月 2日(月) 

9月 3日(火) 

～9月 5日(木) 

東京大学② 

(首都圏留学生への 

プログラム提供) 

16名 

日本万国博覧会記念基金の助成金を受

け、東京大学の留学生 13名と地元学生

3名向けに交流プログラムを実施 

７ 11月 30日(土) 
大阪市立大学と 

ソウル市立大学との交流 
20名 

大阪市立大学訪問中のソウル市立大学

学生と市大学生との交流事業。講義後 

明日香を訪問 

８ 
1月 22日(水) 

2月 6日(木) 

大阪観光大学への 

プログラム提供 
40名 

1月に日本文化を紹介する講義を実

施。2月に伊勢（朝熊山金剛証寺～伊

勢神宮・外宮：せんぐう館～内宮～お

はらい町・おかげ横丁）を訪問。 

９ 2月 24日(月) 
ヤンゴン外国語大学 

(松下幸之助記念財団) 
8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実施。視察先は、

金閣寺、清水寺、伏見稲荷大社 
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◎ビジネスパーソン・学生向けプログラム実績のまとめ 

対象：ビジネス 

マン・大学生など 

研修（JICA、企業） 高校・大学、一般 
参加者合計 

実施回数 参加者 実施回数 参加者 

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 
(89ヵ国) 

7 回 
216名 

（6ヵ国） 
1,367 名 

平成 30年度 42 回 
720名 

(91ヵ国) 
12 回 

463名 
(6 ヵ国) 

1,183 名 

令和元年度 60 回 
885名 

(102ヵ国) 
11 回 

328名 
(17ヵ国) 

1,213 名 

    

 

③通訳案内士、一般向けプログラムの実施 

・関西の魅力を伝えていただく通訳案内士への情報提供を目的に、関西観光本部

と共催で、首都圏にて本プログラムを展開した。旅行閑散期となる１２月～翌

２月に首都圏にて２回実施した。 

 

◎令和元年度実績（以下の２件を実施） 
NO. 日 程 対象 人数 内 容 

１ 12月 10日(火) 首都圏通訳ガイド Part1 48名 
関西観光本部と共催し、日本文化の伝え

方、堺の魅力、お茶の京都を発信。 

２ 3月 5日(木) 首都圏通訳ガイド Part2 34名 
関西観光本部と共催し、街道の魅力、 

日本庭園の伝え方を発信。 

 

３．実施体制の整備 

（１）講義講師の育成、人材確保と多言語対応力の強化(中国語を新規加入) 

・講師７名（内部２名、外部５名）体制にて継続運営中。 

・講義言語は、日本語、英語、スペイン語、フランス語、中国語を常時対応。 

 資料は、国連公用語を軸に翻訳版を整備 

 常時更新（日本語、英語、スペイン語、フランス語、中国語） 

 必要時更新（ロシア語、アラビア語） 

（２）会員企業・団体、地域ガイドなどの協力体制整備 

・状況に応じ、地域ガイドと協業。 

（３）ガイドのレベル維持に向けた通訳案内士との協力体制の強化 

・資料改善のための意見交換や情報共有、協力体制の維持を目的に講師ミーティ

ングを実施。 

 

４．日本文化体感プログラムの広報 

ＷＥＢ、ＳＮＳを活用した発信（協議会ＨＰの更新とあわせて実施） 

・コース案の提示 

・事業実績の紹介 
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Ⅳ．フォーラム・展示事業等 

（事業目的・方針） 

    地域にある歴史・文化遺産等にまつわる見聞を通じて、地域の伝統・文化を学ぶ機会

を積極的に提供することで歴史街道の存在価値を示す。 

 

（事業項目） 

１．大阪府立中央図書館共催展示＆講演会 

 
 

２．歴史文化遺産フォーラムの開催（関西広域連合、文化庁地域文化創生本部共催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．紀伊山地三霊場フォーラムの開催（紀伊山地三霊場会議共催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇展示 

・テーマ：「百舌鳥・古市古墳群から古墳の意味を探る＆関西の古墳を巡ろう！」 

・期 間：７月２日（火）～７月２８日（日）  

〇講演会 

・＜第一回＞「古市古墳群を学ぼう！～峯ヶ塚古墳の成果を中心に」  

・日 時：７月１４日（日）１４：００～１５：３０  

・講 師：吉澤則男氏（羽曳野市教育委員会文化財保護課参事）  

・参 加：７２名 

・＜第二回＞「古墳とは？百舌鳥古墳群とは？」  

・日 時：７月２１日（日）１４：００～１５：３０  

・講 師：橘  泉氏（堺市文化観光局堺市博物館学芸員） 

・参 加：８１名 

・日 時：９月２８日（土）１３：００～１６：１５（開場１２：１５） 

・場 所：堺市総合福祉会館６階ホール 

・参 加：１８０名 

■講 演「現代における持続可能な文化遺産の保護―アンデス文明調査での経験 

から」 関 雄二氏（国立民族学各物館副館長） 

■講 談「古墳の町・堺を語る『鍵は古墳にある』」 旭堂小南陵氏 

■ディスカッション 

    「地域の中の古墳をどう活かすか～文化的価値と観光力～」 

 【パネリスト】関 雄二氏、殿村美樹氏（（一社）地方ＰＲ機構代表理事） 

        一瀬和夫氏（京都橘大学文学部歴史遺産学科教授） 

        川上 浩氏（堺観光ボランティア協会理事長） 

 【コーディネーター】宗田好史氏（京都府立大学副学長） 

・日 時：１０月２４日（木）１４：００～１６：３０（開場１３：３０） 

・場 所：あべのハルカス２５階大会議室 

・参 加：２３６名 

■講 演「熊野詣で～京都から熊野三山へ」 鳥羽重宏師（城南宮宮司） 

■パネルディスカッション「未来につなぐ熊野の魅力」 

   上野顯師（熊野速玉大社宮司）九鬼家隆師（熊野本宮大社宮司）、 

   男成洋三師（熊野那智大社宮司）高木亮英師（青岸渡寺副住職） 

  ［進行］田中利典師（金峯山寺長臈） 
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４．親子で楽しむ宇治茶の日 宇治茶スタンプラリーへのブース出展   

 

 

 

 

 

５．子供向けプログラム（小・中学生）（奈良教育大学共催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

６．阪急たびコト塾でのセミナー 

（１）大阪会場（梅田阪急グランドビル３０階） 

実施日 テーマ 講 師 参加 

８月９日（金） 
植治次期十二代 小川勝章

氏が語る お庭の魅力 

小川勝章氏（「御庭 植治」 

次期十二代） 
４９名 

９月２４日（火） 
伊勢街道 見て歩記 

伊勢本街道へのいざない 

風景街道「伊勢街道」連絡協議会 

会長 裏  宗久氏 
７９名 

１０月１７日（木） 再現江戸時代の伊勢参り 奈良大学    安田 真紀子氏 ３６名 

１０月２２日 

（火・祝） 

「日本・オーストリア友好

１５０周年～時空をわたる

音楽と講演会～箱庭の国際

社会：捕虜収容所が結ぶ日

本とハプスブルク、日本と

オーストリア」 

神戸大学名誉教授 大津留厚氏 ７５名 

・名 称 「まんじゅうを食べるならⅡ（奈良）」   

・日 時  平成３１年４月２７日（土） ９：００～１２：４５ 

・場 所  奈良市内 漢國(かんごう)神社と奈良町界隈     

・参加者  １８名 

・まんじゅうを通した奈良の歴史を学ぶ奈良町フィールドワークを行い、食と 

文化の両面から奈良についての理解を深め、身近な文化についての関心を高 

めていただいた。 

・日 時       令和元年１０月６日（日） 

・スタンプラリー参加 ５,５００名 

・場 所       京都府立宇治公園    

・内 容       歴史街道メインルート、歴史街道倶楽部、日本文化体感プログラム等パネル展示 

           歴史街道イベント（スタンプラリー等）のチラシ配布 

・名 称 「葛城の不思議と拍子木（葛城）」   

・日 時  令和元年６月１日（土）   ９：３０～１２：４５ 

・場 所  葛城市相撲館けはや座     

・参加者  ８名 

・内 容  『日本書紀』に記された当麻蹶速（たいまのけはや）と野見宿禰（の

みのすくね）の相撲、二上山のサヌカイトや金剛砂（ガーネット）。

これらを学んで体験して、地元についての理解を深め、身近な文化

についての関心を高めていただいた。 

・名 称 「斑鳩で木の匠になろう３」 

・日 時  令和２年３月２８日（土）  ９：２０～１２：１５ 

・場 所  法隆寺ｉセンター多目的ホール    

・募 集  親子１５組３０名 

・内 容  木の文化の象徴である斑鳩にて、親子で木工工作に取り組むこと

で、「木の香り」「手触り」「ぬくもり」など、日本人が忘れがちな

「木のよさ」「木の重要性」を再発見していただく人気企画。 

※新型コロナウイルス感染予防の観点から中止。 
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実施日 テーマ 講 師 参加 

１１月２６日（火） 大和と伊勢を結ぶ御杖村 

風景街道「伊勢街道」連絡協議会 

会長 裏  宗久氏 

御杖村むらづくり振興課 

鍵田 輝 氏 

２９名 

１月１２日（日） 
岸和田市×講談師 旭堂南
舟～明智光秀の肖像画と岸
和田市の関係～ 

講談師 旭堂南舟 ８０名 

 

（２）東京会場（新橋ＫＨＤ東京ビル２階） 

実施日 テーマ 講 師 参加 

１１月３０日（土） 

歴史街道ワンコイン講座

『東海道五十七次』の魅

力と見所① 

東海道町民生活歴史館（蒲原宿）

館主兼館長 志田 威氏 
４２名 

２月１５日（土） 

歴史街道ワンコイン講座

『東海道五十七次』の魅

力と見所② 

同上 ２５名 

 

７．東京都立中央図書館（東京都港区南麻布）との共催展示・上映・講演会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇展示 

・テーマ：世界文化遺産登録記念公開講座「百舌鳥・古市古墳群」の歩き方 

・期 間：３月１２日（木）～３月２９日（日）  

〇上映会 

・日 時：３月２１日（土）、２８日（土） １４：００～１５：３０ 

〇講演会 

・＜第一回＞「古市古墳群を見に行こう！」  

・日 時：３月２２日（日）１４：００～１５：３０  

・講 師：山田 幸弘氏（藤井寺市世界遺産登録推進室長）  

・定 員：１００名 

・＜第二回＞「世界遺産百舌鳥古墳群＆堺のものづくり」  

・日 時：３月２９日（日）１４：００～１５：３０  

・講 師：白神 典之氏（堺市博物館学芸員） 

・定 員：１００名 

※新型コロナウイルス感染予防の観点から中止。 
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Ⅴ．歴史街道倶楽部事業 

（事業目的・方針） 

歴史街道計画実現のための応援団であり、かつ当該計画の検証機能を果たすための組

織であるという位置づけに沿った活動に注力する。 

また、令和元年度は、歴史街道倶楽部発足２５周年を迎え、会員誌『歴史の旅人』は

秋号の発行で１００号となる。この機会をとらえ、関西はもとより首都圏においても

積極的に情報発信を行う。 

 

（事業項目） 

１．会員誌『歴史の旅人』の発行（年４回） 

（１）会員誌『歴史の旅人』の発行 

１００号記念号の秋号では特別寄稿として、これまでに「クローズアップ人」

でインタビューをさせていただいた方や、イベントでお世話になった方々から

のメッセージを掲載。 

また、イベントのサポートや会員誌への寄稿など、歴史街道倶楽部の活動を支

援していただいている会員有志によるボランティアスタッフの方々のメッセー

ジを掲載した。 

 

VOL 発行 特集 クローズアップ人 歴史の舞台を訪ねる 日本の美百選 

98 
春号 

（３月２０日） 

大阪府 
北摂地域 

井上章一氏 

(国際日本文化研究

センター教授) 

箕面のお山へ 
北摂の観光地に山岳信

仰のかたちを求めて 

鵜殿のヨシ原 

99 
夏号 

（６月２０日） 

福井県～ 

滋賀県 

吉田純一氏（FUT福井

城郭研究所顧問） 

彦根三湊の湖影 

琵琶湖東岸の三湊の盛

衰に見る地域交通史 

近江八幡の 

「松明結」 

100 
秋号 

（９月２０日） 

歴 史 街 道

倶楽部 25

周年『歴史

の 旅 人 』

100号 

松本正義氏 

（関西経済連合会会

長・歴史街道推進協

議会会長） 

紅葉 時に流る 

万葉の昔から歌われて

きた紅葉に託す思い 

 

十六夜 

（いざよい） 

の月 

 

101 
冬号 

（１２月２０日） 

京都府 

京都市 

髙橋拓児氏 

（京料理木乃婦主人） 

稲荷伝説の深層 

伏見稲荷をめぐる物語

に見る信仰のかたち 

木津川市 

「蟹満寺国宝釈

迦如来坐像」 

 

（２）会員誌の有効活用               

公共図書館や関係団体の文化施設等に寄贈し、閲覧誌と

して多くの方々の目に触れるようにする。 

  

配架状況（令和２年１月末現在） 

・関西圏 ５０自治体 １９７館、３企業１７０冊 

・首都圏 ２７自治体  ２８館 

  計  ７７自治体 ２２５館 
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２．イベント 

◇イベント開催実績 

ウォーク、セミナーをはじめ、シリーズ企画、首都圏企画、伝統芸能鑑賞会など、

既存会員向け、新規会員獲得のためのお試し企画、年齢層、居住地域を考慮した各

種イベントを実施した。 

１２月９日（月）には大阪市中央公会堂にて、国際日本文化研究センターの井上章

一教授を特別ゲストに迎え、「歴史街道倶楽部発足２５周年記念会員交流会」を開

催した。 

（１）ウォークイベント 

実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

４月 6 日（土） 

中山道・宿場めぐり「八風街道の起

点・武佐宿＆無賃橋がかかる・愛知川

宿」① 

滋賀県 

近江八幡

市ほか 

近江八幡観光ボランティア

ガイド ほか 
39名 

４月 13日（土） 

中山道・宿場めぐり「八風街道の起

点・武佐宿＆無賃橋がかかる・愛知川

宿」② 

 

同上 同上 17名 

４月 20日（土） 

歩いてたどる歴史街道の旅 

～京街道シリーズ～第５弾 伏見宿

（伏見みなと広場）から菖蒲の節句発

祥の地 藤森神社へ 

京都市 

織田良一氏 

（歴史街道ボランティア 

      スタッフ） 

30名 

５月１2 日（日） 

歩いてたどる歴史街道の旅 

～京街道シリーズ～ 

特別編 淀川船旅と枚方宿 

大阪市～

枚方市 

織田良一氏 

（歴史街道ボランティア 

スタッフ） 

50名 

５月１8 日（土） 
吹田市千里山の街並みに大正・昭和の

面影をたどる 

大阪府 

吹田市 

 

吹田まち案内人 30名 

10月 26日（土） 

歩いてたどる歴史街道の旅 

～京街道シリーズ～ 

第６弾 山科地蔵・追分から大津宿へ  

京都市 

大津市 

織田良一氏 

（歴史街道ボランティア 

スタッフ） 

46名 

11 月 2 日（土） 

歩いてたどる歴史街道の旅 

～京街道シリーズ～【追加設定】 

第６弾 山科地蔵・追分から大津宿へ     

同上 

織田良一氏 

（歴史街道ボランティア 

スタッフ） 

48名 

3月 1 日（日） 京都出町界隈ぶらり散歩 京都市 

織田良一氏 

（歴史街道ボランティア 

   スタッフ） 

中止※ 

    ※新型コロナウイルス感染予防の観点から中止。 

 

（２）バス日帰りツアー 

実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

6 月２日（日） 
古事記ゆかりの地を巡る 第５弾 

仁徳天皇と３人の皇子たち 

大阪市 

明日香村 

ほか 

岡田高志氏 

（大阪市立大学都市文化

研究センター研究員） 

37名               

7 月 27 日（土） 

京の夏の旅 文化財特別公開 

「京の御大礼」と「京都の世界遺産登録

２５周年」 

京都市 京都 SKYガイドほか 22名 

7 月 30 日（火） 

京の夏の旅 文化財特別公開 

「京の御大礼」と「京都の世界遺産登録

２５周年」 

京都市 京都 SKYガイドほか 26名 

9 月 2 日（月） 
越前・福井 城めぐり 

～戦国の世に思いを馳せて～ 

福井市 

坂井市 

吉田純一氏 

（FUT福井城郭研究所 

顧問） 

42名 

11月 11日（月） 
古事記ゆかりの地を巡る 第６弾 

神々のふるさとをたずねて 
御所市 

岡田高志氏 

（大阪市立大学都市文化

研究センター研究員） 

29名 
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実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

2 月 15 日（土） 

京の冬の旅 文化財特別公開 

「京の御大礼 雅の御所文化」と 

「明智光秀と戦国の英傑たち」 

京都市 京都 SKYガイドほか 30名 

2 月 19 日（水） 

京の冬の旅 文化財特別公開 

「京の御大礼 雅の御所文化」と 

「明智光秀と戦国の英傑たち」 

京都市 京都 SKYガイドほか 20名 

 

（３）「五感で体感！にほん文化シリーズ」(近鉄文化サロン共催) 

ＶＯＬ． 実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

３８ 5 月 26 日（日） 

VOL.38 再建された興福寺中金堂

と周辺の古建築で学ぶ日本の伝

統建築技術 

奈良県 

奈良市 

矢ヶ崎善太郎氏 

（大阪電気通信大学工学

部建築学科教授） 

43名 

特別編 9 月 29 日（日） 

特別編 萬葉集入門講座「初め

ての萬葉集―勇気をもってまず

一歩―」 

大阪市 
村田正博氏 

（大阪市立大学名誉教授） 
35名 

３９ 11 月 4 日（月・振休） 
第六感「平野の郷の深～い魅力

と幽霊の片袖伝説」 
大阪市 

榎村寛之氏 

（三重県立斎宮歴史博物館

学芸普及課副参事兼課長） 

32名 

４０ 11 月 30 日（土） 
“超視覚”萬葉悲話「愛と死を

みつめて」 
神戸市 

村田正博氏 

（大阪市立大学名誉教授）  
23名 

 

（４）伝統芸能鑑賞 

実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

4 月 24 日（水） 
文楽鑑賞会 ４月文楽公演「通し狂言 仮

名手本忠臣蔵」事前解説付き 
大阪市 

広瀬依子氏 

（追手門学院大学講師） 
14名 

8 月 4 日（日） 

文楽鑑賞会 夏休み文楽特別公演「通し

狂言 仮名手本忠臣蔵」五段目より七段

目まで 事前解説付き 

大阪市 吉田勘市さん（人形遣い） 19名 

11 月 16 日（土） 

文楽鑑賞会③ 11月文楽公演「通し狂

言 仮名手本忠臣蔵」 

八段目より十一段目まで 事前解説付き    

大阪市 
竹本小住太夫さん（太夫） 

鶴澤友之助さん（三味線） 
13名 

1 月 25 日（土） 
新春文楽鑑賞会「七福神宝の入舩」「傾

城反魂香」「曲輪文章」事前解説付き 
大阪市 

六代目竹本錣太夫さん 

（太夫） 
16名 

 

（５）セミナー 

実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

8 月 9 日（金） 
植治次期十二代 小川勝章氏が語る  

お庭の魅力 
大阪市 

小川勝章氏（「御庭 植治」 

次期十二代） 
49名 

10 月 22 日（火・祝） 箱庭のハプスブルク 大阪市 
大津留厚氏 

（神戸大学名誉教授） 
75名 

3月 5日（木） 

あべのハルカス美術館「国宝東塔大修理

落慶記念薬師寺展」 

特別講座 薬師寺展の見どころ 

大阪市 
米屋 優（あべのハルカス

美術館副館長） 
中止※ 

    ※新型コロナウイルス感染予防の観点から中止。 

 

（６）海外特別企画 

実施日 イベント内容 参加人数 

10月 10日（木）～17日（木） 第２４弾 美しい自然と中世の街並みオランダ・ベルギー８日間 13名 
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（７）歴史・文化セミナー※近鉄文化サロン主催・近畿文化会協力 
実施日 イベント内容 講 師 参加人数 

4 月 6 日（土） 明治から昭和にかけての関西名作ホテルの探究 
川島智生氏 

（京都華頂大学教授） 
72名 

5 月 11 日（土） 
仏塔の源流を求めて  

―大野寺土塔（堺市）を解明する― 

泉森 皎氏 （奈良県立橿原考

古学研究所特別指導研究員） 
57名 

6 月 1 日（土） 
桜井茶臼山古墳・メスリ山古墳（奈良県）の被

葬者を探る 

塚口義信氏 

（堺女子短期大学名誉学長） 
91名 

7 月 6 日（土） 
奈良奉行と寺社・古墳―名奉行 川路聖謨（かわ

じとしあきら）の文化財観― 

森下惠介氏（奈良県立橿原考

古学研究所共同研究員） 
87名 

8 月 3 日（土） 春日山の石窟仏―石の道、祈りの道の仏たち― 神田雅章氏（龍谷大学教授) 51名 

9 月 7 日（土） 高野山古石塔の語り 
狭川真一氏 

（元興寺文化財研究所副所長） 
62名 

10 月 5 日（土） 東山魁夷画伯 鑑真和上に捧げた１２年間 
石田太一氏 

（唐招提寺副執事長） 
41名 

11 月 9 日（土） キトラ古墳に、もし人物像が描かれていたら 
猪熊兼勝氏 

（京都橘大学名誉教授） 
36名 

12 月 7 日（土） 甘樫丘陵の二つの大墓 
前園実知雄氏 

（奈良芸術短期大学教授） 
68名 

1 月 11 日（土） 縄文学ことはじめ⑤～海に生きた河内の人々～ 
松田真一氏 

（天理参考館特別顧問） 
62名 

2 月 1 日（土） 
興福寺の八部衆像と十大弟子像 

―光明皇后の託した祈りの造形― 

戸花亜利州氏 

（帝塚山大学講師） 
49名 

3 月 7 日（土） 天智天皇と天武天皇～兄弟の確執～ 
瀧浪貞子氏 

（京都女子大学名誉教授） 

※6/27

（土）

に延期 

※新型コロナウイルス感染予防の観点から延期。 

 

（８）首都圏企画 

あらたに国立劇場での文楽鑑賞会を実施した。 

実施日 イベント内容 講 師 参加人数 

9 月 22 日（日） 
東京・奈良まほろば館セミナー 

「木簡が語る奈良の都とその時代」 

渡辺晃宏氏(奈良文

化財研究所副所長) 
64名 

9 月 23 日（月・祝） 9月文楽公演『心中天網島』＠国立劇場 事前解説付き  
吉田玉翔さん 

（人形遣い） 
19名 

12 月 21 日（土） 
歌舞伎鑑賞会 

 『近江源氏先陣館―盛綱陣屋―』『蝙蝠の安さん』   

松尾宰氏（元国立劇

場舞台監督） 
30名 

3月 28 日（土） 
東京ウォーク第 10弾 

レトロでモダンな石畳のまち神楽坂を歩く 
東京ｼﾃｨｶﾞｲﾄﾞｸﾗﾌﾞ 中止※ 

※新型コロナウイルス感染予防の観点から中止。 

 

（９）歴史街道倶楽部発足２５周年記念会員交流会 

実施日 イベント内容 開催場所 参加人数 

12 月 9 日（月） 

・特別ゲスト  

井上章一氏（国際日本文化研究センター教授）  

講演「地名の謎」、ジャズピアノ演奏 

・遺跡発掘こぼれ話 

中東洋行氏（吉野町文化観光交流課主査） 

・表紙絵展 ・クイズ大会 ・抽選会 ・２５年会員表彰 

大阪市中央公会堂  

３階中集会室 
70名 
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３．会員増強 

（１）令和元年度入会促進キャンペーン（１０月１日～２月２９日） 

①入会金無料キャンペーンの実施 

期間中、入会金を無料とし、年会費３,０００円のみで入会可能に。 

チラシを５万部作製し、鉄道主要駅、歴史街道 iセンター、イベント会場、協

議会会員団体の受付等で配布。期間中２７６名入会（前年比７６％）。 

 

②特別賛助会員の募集 

より深く歴史街道を応援していただく特別賛助会員（年会費１０，０００円）

を募集。２６名応募（前年度２２名）。 

会費の一部は文化財保護の基金等に寄付。 

 

（２）各種媒体での会員募集 

・自然総研「ＴＯＹＲＯ倶楽部」入会金無料 

・イントラネット等、協議会会員団体の社内発信機能を活用したＰＲ 

（パナソニック、大阪ガス、近畿日本鉄道） 

・月刊『歴史街道』（ＰＨＰ研究所）への掲載 

・ＴＯＫＫ（阪急電鉄）、近鉄ニュース（近鉄）等に会員募集記事を掲載 

 

（３）会員団体の社員、ＯＢ会への入会依頼 

・近畿日本ツーリスト 

・日本信号 

 

（４）イベント会場での会員募集 

・歴史街道推進協議会および協議会会員団体が実施する講演会、展示、ウォーク

等の会場で会員募集を行った。 

 （５私鉄リレーウォーク、紀伊山地三霊場フォーラム、京阪フォーラム、歴

史・文化セミナーなど） 

 

４．ボランティアスタッフ 

ボランティアスタッフ会議への参加、会員誌『歴史の旅人』の編集企画、原稿執

筆、イベント企画、運営などをサポートしていただく会員有志によるボランティア

スタッフに２２名が登録 

・定例会議の実施 ４月１７日（水）、７月１７日（水）、１０月２３日（水）、 

１月１５日（水） 

・フォーラム活動：倶楽部会員がテーマを設けて運営するグループ 

①「湯けむりの仲間」②「鉄道廃線フォーラム」③「歴史街道倶楽部脇本陣」 

④新フォーラム「やまとに恋して」第１回を１１月に実施 
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Ⅵ．広 報 

（事業目的・方針） 

歴史街道計画の知名度向上、理念訴求ならびに歴史街道ブランドの価値向上を図る

とともに、歴史街道各地の魅力を発信する。 

 

（事業項目） 

１．情報発信 

（１）マスコミ、関係者向けの情報提供 

①メールマガジン「歴史街道なう」（毎月第４木曜日）の発信 

協議会会員団体担当者へ、毎月１回、活動状況についての報告メール 

②イベント等開催時のプレスリリース適時発信 

 ４本の事業にプレスリリースを行った。 

 

（２）一般向けの情報提供 

①メールマガジン「ＤＯ楽」（毎月第２木曜日）の発信（配信先約 6,000件） 

②月刊『歴史街道』における記事掲載（共同事業参加自治体の優先的掲出） 

※１月号（連載第３００回）で一旦連載終了。新企画を検討中。 

 

掲載号 ロマンへの扉 - 見開き２頁 - 協議会告知 - 1頁 - 

４月号 湯浅（和歌山県湯浅町） 
YouTube 映像「旅の星」 
歴史街道倶楽部 

５月号 宇陀松山（奈良県宇陀市） 歴史街道倶楽部 

６月号 橿原・今井町（奈良県橿原市） 
阪神高速で行こう！ 
歴史めぐりスタンプラリー 

７月号 嵯峨鳥居本（京都府京都市） YouTube 映像「旅の星」 

８月号 
彦根・河原町芹町地区 

（滋賀県彦根市） 
歴史街道推進協議会 
歴史街道倶楽部 

９月号 
南丹市・かやぶきの里 

（京都府南丹市美山町） 
日本文化体感プログラム 
歴史街道倶楽部 

10 月号 
丹波篠山の城下町 

（兵庫県丹波篠山市） 
YouTube 映像「旅の星」 

11 月号 
出石の城下町 

（兵庫県豊岡市出石町） 
YouTube 映像「旅の星」 

12 月号 
近江八幡 

（滋賀県近江八幡市） 
聖徳太子シンポジウム 

１月号 
神戸・北野 

（兵庫県神戸市） 
歴史街道倶楽部 

 

③ＣＡＴＶリレー番組「歴史街道～わたしたちのまちの歴史と文化～」放映に対す

る協力（毎月２回更新） 

放映期間 制作会社 放映内容 

4／ 1～15 ＺＴＶ 第 277回 「初午の行事」 

4／16～30 近鉄ケーブルネットワーク 第 278回 「地域の宝・古墳を守る 
～馬見丘陵公園～」 
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放映期間 制作会社 放映内容 

5／ 1～15 ベイ・コミュニケーションズ 
第 279回 １４５年ぶりに天守復活！ 

名城「尼崎城」 

5／16～31 テレビ岸和田 第 280回 「新緑街道を歩く」 

6／ 1～15 洛西ケーブルビジョン 第 281回 「受け継がれる“町家”のＤＮＡ 
～古都を彩る町家の過去と未来～」 

6／16～30 アドバンスコープ 第 282回 「初瀬街道を歩く 安部田・宇陀川」 

7／ 1～15 BAN-BANネットワークス 第 283回 「万葉集に詠まれた印南野」 

7／16～31 全関西ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 第 284回 「加悦鉄道 京都府与謝郡与謝野町」 

8／ 1～15 姫路ケーブルテレビ 
第 285回 「汐が咲いた塩のまち  

姫路藩随一の製塩地・大塩」 

8／16～31 ジュピターテレコム 
第 286回 「大楠公ゆかりの古刹を訪ねて  

大阪府河内長野市」 

9／ 1～15 伊賀上野ケーブルテレビ 第 287回 「上野のお城のこども博」 

9／16～30 ＺＴＶ 第 288回 「明智光秀ゆかりの地」 

10／1～15 ベイ・コミュニケーションズ 
第 289回 「尼崎の市外局番はなぜ大阪と同じ 
０６？」 

10／16～31 テレビ岸和田 第 290回 「しってるけど知らない岸和田のお話」 

11／1～15 洛西ケーブルビジョン 
第 291 回 「明智光秀と亀岡 まちに残る“麒麟”の

面影」 

11／16～30 アドバンスコープ 第 292回 「初瀬街道を歩く 消えた街道と新田宿」 

12／1～15 ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス 第 293回 「ＪＲ加古川駅周辺 西国街道を歩く」 

12／16～31 近鉄ケーブルネットワーク 第 294回 「奈良発祥の古武術・宝蔵院流槍術」 

1／1～15 姫路ケーブルテレビ 
第 295 回 「神の名を地名に！～いにしえの播磨最大

都市・英賀(あが)の里～」 

1／16～31 ジュピターテレコム 
第 296 回 「戦国時代最初の天下人・三好長慶の居城

『飯盛城』を訪ねる」 

2／1～15 伊賀上野ケーブルテレビ 第 297回 「萬寿寺文書を読み解く」 

2／16～29 ＺＴＶ 第 298回 「紀州犬と共に生きる」 

3／1～15 全関西ケーブルテレビジョン 第 299回 「王子神社奉納絵馬」 

3／16～31 ベイ・コミュニケーションズ 第 300回 「『なぎなた』のまち 伊丹」 

 

④関西５私鉄の沿線情報誌等、会員企業の媒体での掲出 

ⅰ．近鉄ニュース 

    ○「歴史街道人間往来」として歴史上の人物と歴史の舞台を紹介する記事に協議 

会の取り組み・倶楽部等の案内を掲載 

    ○「あみま倶楽部掲示板」の中で、歴史街道倶楽部等のイベントを告知 
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掲載号 人間往来 あみま倶楽部掲示板 

４月号 YouTube「旅の星」 
歴史のまちウォーク「～京街道シリーズ～特別
編  淀川船旅と枚方宿」 

５月号 YouTube「旅の星」 
五感で体感！日本文化シリーズ 
「再建された興福寺中金堂と周辺の 

古建築で学ぶ日本の伝統建築技術」 

６月号 YouTube「旅の星」 
歴史・文化セミナー 
「奈良奉行と寺社・古墳  

名奉行川路聖謨の文化財観」 

７月号 YouTube「旅の星」 
「奈良・西ノ京ロータスロード 

～蓮とご朱印めぐりを楽しむ旅～」 

８月号 YouTube「旅の星」 第 45 回 大和さくらい万葉まつり 

９月号 YouTube「旅の星」 
天理大学附属天理参考館講演会 
「縄文社会の秩序と体系」 
「貝貨と石貨」 

10 月号 YouTube「旅の星」 コスモスフェスタ（斑鳩町） 

11 月号 YouTube「旅の星」 
五感で体感！日本文化シリーズ 
「萬葉悲話『愛と死をみつめて』」 
摂津国 莵原郡を舞台として 

12 月号 YouTube「旅の星」 
近畿文化会共同企画 
「国立文楽劇場・新春文楽鑑賞会」 

１月号 YouTube「旅の星」 あすかルビーのいちご狩り（明日香村） 

2 月号 歴史街道倶楽部 第 16 回おひなさまめぐり in 二見 

3 月号 歴史街道倶楽部 
歴史・文化セミナー 
「神武東征伝説の地を探る」 

     

ⅱ．阪急ＴＯＫＫ等（共同事業参加自治体の優先的掲出） 

 阪急沿線にある歴史街道各地域の紹介と、協議会事業・倶楽部等の案内 

掲載号 掲載自治体 タ  イ  ト  ル 

４月１日号 高槻市  オープンたかつき 2019春 

５月１日号 箕面市  箕面公園の箕面川床 

６月１日号 大阪市  フィランソロピー大会 OSAKA2019 

７月１日号 吹田市  「めぐる・かわる・つながる－自然の循環のふしぎ－」 

８月１日号 西宮市  西宮市立郷土資料館 すなどりの具 〜西宮の漁具〜 

９月１日号 京都市  京都一周トレイル 

10月１日号 大山崎町 大山崎町歴史資料館「国衆からみた光秀、藤孝」 

11月１日号 姫路市 姫路城ナイトファンタジア おとぎ幻影伝 

12月１日号 神戸市 神戸市立博物館名品展－まじわる文化、つなぐ歴史、むすぶ美－ 

１月１日号 宝塚市  天然宝塚温泉 ナチュールスパ宝塚 

2月１日号 猪名川町 多田銀銅山悠久の館企画展 

3月１日号 茨木市  茨木市立キリシタン遺物史料館企画展：ザビエル・ストーリー 

 

ⅲ．パナソニック、大阪ガス、近畿日本鉄道のイントラネットでの情報発信 

イベント告知、歴史街道倶楽部の案内、テレビ放映予告など 
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ⅳ．ＪＲふれあいハイキングだよりでのＰＲ 

       歴史街道推奨コースの設定、告知 

 

⑤歴史街道ｉセンター（情報発信拠点４１箇所）での情報発信 

 

（３）協議会会員団体の持つ媒体との連携 

会員団体の支援を得て、各団体の持つ様々な媒体との連携広報活動を行った。 

①会員団体ＨＰへの協議会ロゴ（含歴史街道計画を応援しています）の掲出依頼 

 １１６団体掲載中 

②各社のイントラネット、社内報、ＰＲ誌などでの協力依頼 

 

（４）歴史街道ｉセンターの活性化 

歴史街道ｉセンターを歴史街道の情報拠点として、継続して活用した。 

定期的訪問等により情報発信ポイントとしての維持・活性化を図った。 

※歴史街道ｉセンターの機能 

 ・歴史街道情報の提供 

 ・歴史街道の主催、後援等の事業パンフレット、チラシの配布 

 ・歴史街道スタンプラリー景品の引き換え 

・会員団体の観光パンフレットの配布 

・歴史街道のぼりの掲出（協力いただける施設のみ） 

・歴史街道案内映像の上映（協力いただける施設のみ） 

 

（５）会員団体等実施事業への後援 

会員団体、関係団体が開催する歴史・文化に資する活動に対して積極的に後援  

を行い、後援イベント等の告知チラシの配布協力など広報効果の増加を図った。 

結果１１７件（目標１４０件） ※前年度１０９件 

 

（６）歴史街道シンボルステッカーならびに Welcome ボードのメンテナンス 

アンケート等により現状調査を実施し、順次メンテナンス実施中。 

令和２年度内完了を目指す。 

 

２．広報ツールの強化 

（１）協議会ホームページの全面改訂。 

・平成３１年４月リニューアル版公開（見やすくわかりやすいＨＰに） 

・令和元年１１月１４日（木）「歴史街道倶楽部」サイトのリニューアル公開 

 

（２）多言語化対応動画 

・YouTube「旅の星」のライブラリーの充実 

パナソニック映像、自治体と連携し歴史街道各地の紹介映像（日英）の配信。 

Vol.51 「宝塚まち旅」 

Vol.52 「忍びの里 伊賀の秋旅」 
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（３）デジタルネットワーク型広報の強化 

・Facebook（「いいね！」約１６千件）、Instagram（インスタグラム）、メールマガ

ジンでの広報を継続実施した。 

 

Ⅶ．各種の受託研究・受託事業などの実施 

観光庁や文化庁、文部科学省など行政・各種財団等が公募する受託事業、助成金事業等

獲得に取り組み、下記事業の業務を受託した。 

 

１．助成金事業 
 

助成団体 事業内容 
助成金額
（千円） 

(１) 

公益財団法人 関西・大阪２１
世紀協会 
日本万国博覧会記念基金助成
金 

日本文化体感プログラムを通じ
た首都圏の留学生との交流事業
を企画 

２,２３０ 

（２） 
独立行政法人 国立青少年教
育振興機構 
子どもゆめ基金助成金 

国際交流を体感しよう  
「日本文化体感プログラム」 
大阪の高校生と関西の留学生が
一緒に日本文化を体感し、お互
いの思いを共有することで、国
際感覚を養うことを目的に実施 

９４ 

 

２．受託事業 
 

委託者 事業内容 
受託金額
（千円） 

(１) 一般社団法人 輪の国びわ湖 
サイクルサポートステーション
講習会、サイクルガイド講習会
等に関わる事業 

３０８ 

 

Ⅷ．協議会運営 

（事業項目） 

１.組織体制の強化、会議体運営 

（１）協議会事務局組織体制の強化 

事務局スタッフの充実強化 

・事業の充実・拡大に必要な事務局スタッフとして、会員企業等へ出向職員

要請に取り組み、令和２年４月より１名増員となる。 

・事務局機能の維持・強化を図るため、ＷＥＢ関連業務の専門職契約職員を

採用した。 

 

（２）会議体運営 

①総会・理事会 

 ６月３日（月） 於：大阪大学中之島センター 

平成３０年度事業報告・収支決算（案） 

令和元年度事業計画・収支予算（案） 
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任期満了に伴う役員改選（案）を審議、承認された。 

②幹事会 

 ５月１５日（水） 於：大阪大学中之島センター 

総会・理事会に先立ち、提出議題について審議を行った。 

③全体会議 

 第１回４月２４日（水） 於：大阪大学中之島センター 

平成３０年度事業報告・収支決算（案） 

令和元年度事業計画・収支予算（案） 

会員団体からのＰＲ 

勉強会 

・テーマ「大学が果たす地域連携・貢献の形」 

 学校法人立命館 総務部 衣笠地域連携課 久保裕之氏 

第２回９月２７日（金） 於：大阪大学中之島センター 

  令和元年度事業進捗状況 

会員団体からのＰＲ 

勉強会 

１．テーマ「歴史街道の新しい楽しみ方・フォトロゲイニングについて」 

日本フォトロゲイニング協会 公認大会監修者 奥村理也氏 

２．テーマ「フォトロゲイニングを開催して〈事例報告〉」 

京阪ホールディングス株式会社 経営統括室 課長補佐 若林浩吉氏 

                          堀田英明氏 

第３回２月２６日（水） 於：大阪大学中之島センター 

  令和元年度事業進捗状況 

  令和２年度事業計画 

会員団体からのＰＲ 

勉強会 

・テーマ「関西の産業遺産を活かした地域づくり」について 

ＮＰＯ法人 J-heritage 前畑 洋平氏 前畑 温子氏 

 

２.会員維持・増強および会員との交流機会の拡大 

（１）法人会員の拡大に取り組む。 

    入会：大阪印刷工業株式会社 

 

（２）会員との交流の機会を拡げ、法人会員との連携・協力に努めた。 

 

（３）会員を対象とした勉強会や現地見学会等の充実を図る。 

・会員間の情報交換やノウハウ等の共有を目的に、第１回、第２回全体会議の中で 

勉強会を実施。 

・現地見学会 ２月１８日（火）に開催 

テーマ：「岸和田市におけるインバウンドへの取組みについて」 

参 加：９団体１５名 
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３.要望・提案・連携活動への取り組み 

（１）歴史街道の理念に沿った事業への広報協力金の拡大や公募事業等への積極的な

取り組みを行う。 

   ・日本万国博覧会記念基金助成金交付決定   （決定金額２，２３０千円） 

・子どもゆめ基金助成金交付決定          （決定金額９４千円） 

 

（２）歴史街道計画の推進に必要な国・自治体・企業等との連携事業については、関

係団体に積極的に働きかけ、事業の推進にあたった。 

   ・平成３１年３月２１日（木・祝）～９月３０日（月） 

    阪神高速道路株式会社が主催する「阪神高速で行こう！歴史めぐりスタンプ

ラリー」事業と阪神高速ミナミ交流プラザ「Loop Ａ」での展示への協力。 

・令和元年７月２日（火）～７月２８日（日） 

    大阪府立中央図書館と「『百舌鳥・古市古墳群』世界文化遺産登録記念 古

墳の意味を探る＆関西の古墳を巡ろう！」をテーマとした講演会と展示会を

共催。 

・令和元年１０月２４日（木） 

 紀伊山地三霊場会議が主催するフォーラム「未来につなぐ熊野の魅力」に共

催。 

 

（３）「企画提案型事業」については、会員および関係団体を中心により積極的に企

画・提案を行った。 

・歴史街道計画の理念を具体化し、日本の国際競争力を強化する取り組みとし 

て実施するグローバル人材育成に向け企業研修プログラムの提案を行った。 

 

（４）２０２０年東京オリンピック・パラリンピック、関西ワールドマスターズゲー

ムズ２０２１、２０２５年大阪・関西万博開催に向け、インバウンドを意識し

た企画提案や運営に積極的に協力した。 

 

（５）一般財団法人関西観光本部への参画 

関西広域での観光客誘致の推進を目的とした広域連携ＤＭＯ「関西観光本部」

に官民連携団体として参画する。 

・首都圏から関西への誘客を図るため、首都圏在住（活動拠点とする）通訳 

案内士に対し、日本文化体感プログラムを活用した講座方式の講演を同本 

部と共催で令和元年１２月１０日(火)、令和２年３月５日（木）に実施。 

 

（６）文化庁の京都移転に伴う関西全体での気運醸成のための企画について、関西広

域連合や関西経済連合会等と連携し、積極的に取り組んだ。 

 ・令和元年９月２８日（土）講演会「地域の中の古墳をどう活かすか～文化的

価値と観光力～」を共催。 
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（単位：円）

科　　　　　目 当年度 前年度 増　　減

Ⅰ．資産の部
　１．流動資産
　　現　　金　　　預　　金 39,724,155 38,928,324 795,831
　　立　　　　替　　　　 金 0 0 0
　　未　　　　収　　　　 金 2,250,255 2,754,305 △ 504,050
　　仮　　　　払　　　　 金 0 0 0
　　前　　　　払　　　　 金 932,244 736,821 195,423
　　　　流動資産合計 42,906,654 42,419,450 487,204
　２．固定資産
　　(1)特定資産
　　　退 職 給 付 引 当 資 産 0 6,742,767 △ 6,742,767
　　特定資産合計 0 6,742,767 △ 6,742,767
　　(2)その他固定資産
　　　電　話　加　入　権 15,000 15,000 0
　　　敷　　　　　　　　 金 4,693,700 4,693,700 0
　　その他固定資産合計 4,708,700 4,708,700 0
　　　 固定資産合計 4,708,700 11,451,467 △ 6,742,767
　   　資産合計 47,615,354 53,870,917 △ 6,255,563
Ⅱ．負債の部
　１．流動負債
     未　　　払　　　金 1,286,903 4,176,727 △ 2,889,824
　　 前　　　受　　　金 0 97,500 △ 97,500
     預　　　り　　　 金 387,509 544,338 △ 156,829
     仮　　 受 　　 金 0 0 0
        流動負債合計 1,674,412 4,818,565 △ 3,144,153
　２．固定負債
　　　退 職 給 付 引 当 金 0 10,433,334 △ 10,433,334
        固定負債合計 0 10,433,334 △ 10,433,334
　　　　負債合計 1,674,412 15,251,899 △ 13,577,487
Ⅲ．正味財産の部
   一般正味財産
　　　正味財産合計 45,940,942 38,619,018 7,321,924
　（うち特定資産への充当額） 0 6,742,767 △ 6,742,767
　　　  負債及び正味財産合計 47,615,354 53,870,917 △ 6,255,563

貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）
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（単位：円）

科　　　目 当年度 前年度 増　　減

Ⅰ．一般正味財産増減の部
  1．経常増減の部
　(1)経常収益　
　　①特定資産運用収入 529 1,842 △ 1,313
　　②会　　　費　 　　収 　　入 52,043,880 51,411,821 632,059
　　　　会費収入 32,235,000 33,830,000 △ 1,595,000
　　　　個人会員会費収入 19,808,880 17,581,821 2,227,059
　　③事　　　業　　　収　　　入　 308,210 1,000,581 △ 692,371
　　　　受託事業収入 308,210 1,000,581 △ 692,371
　　④負　　担　　金　　収　　入 18,500,000 19,400,000 △ 900,000
　　　　広報協力金収入 16,250,000 16,750,000 △ 500,000
　　　　共同イベント負担金収入 2,250,000 2,650,000 △ 400,000
　　⑤雑　　　　　 収　　　　　 入 9,227,350 4,285,931 4,941,419
　　経常収益計 80,079,969 76,100,175 3,979,794
　(2)経常費用
　　①事　  業　  費　　支　　出 57,800,278 49,281,701 8,518,577
　　　　会　　　　議　　 　費 792,073 896,220 △ 104,147
　　　　要　望　活　動 　費 0 29,540 △ 29,540
　　　　広　　　　報　 　　費　 42,330,966 33,535,586 8,795,380
　　　　給　　料　　手 　 当 11,011,382 11,373,183 △ 361,801
　　　　退  職  給 付 費 用 279,666 355,511 △ 75,845
　　　　福　利　厚　生 　費 2,600,106 2,290,131 309,975
　　　　旅　費　交　通　 費 786,085 801,530 △ 15,445
　　②管　　理　　費　　支　　出 14,957,767 24,985,123 △ 10,027,356
　　　　給　　料　　手　　当 0 7,516,668 △ 7,516,668
　　　　退  職  給 付 費 用 0 466,647 △ 466,647
　　　　福　利　 厚　生　費 213,416 2,042,866 △ 1,829,450
　　　　旅　費　 交　通　費 632,254 770,391 △ 138,137
　　　　通　　　　信　 　　費 757,594 1,050,093 △ 292,499
　　　　消　　耗　　品　　費 3,939,856 4,829,179 △ 889,323
　　　　賃　　　　借　　　料 7,191,551 6,917,560 273,991
　　　　水　道　光　熱 　費 280,097 274,384 5,713
　　　　租　　税　　公  　課 337,900 552,900 △ 215,000
　　　　事　　務　　雑　　費 1,605,099 564,435 1,040,664
    経常費用計 72,758,045 74,266,824 △ 1,508,779
　　　当期経常増減額 7,321,924 1,833,351 5,488,573
　　　　当期一般正味財産増減額
　　　　一般正味財産期首残高 38,619,018 36,785,667 1,833,351
　　　　一般正味財産期末残高 45,940,942 38,619,018 7,321,924
Ⅱ．正味財産期末残高 45,940,942 38,619,018 7,321,924

令和元年度正味財産増減計算書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで
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（単位：円）
科　　　　　目

Ⅰ．資産の部
　１．流動資産
　　　現金預金 39,724,155
        現金手許有高 211,604
　　　　普　通　預　金 12,081,122
　　　　　　三菱東京ＵＦＪ銀行中之島支店 5,038,697
　　　　　　三井住友銀行大阪本店営業部 1,967,384
　　　　　　りそな銀行堂島支店 3,178,741
　　　　　　南都銀行大阪支店 1,896,300
　　　　郵便振替　 17,395,791
　　　　　　中之島ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ内郵便局(歴史街道倶楽部) 7,639,492
　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　（倶楽部事務局） 8,528,375
　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　（協議会） 1,227,924
　　　 定　期　預　金 10,035,638
　　　 未   収   金　 2,250,255
        前　払　 金 932,244
　　　 立　替　　金 0
　　　 仮　 払 　金 0
　　　 流動資産合計 42,906,654
　２．固定資産
　　(1)特定資産
　　　退 職 給 付 引 当 資 産 0
　　特定資産合計 0
　　(2)その他固定資産
　　　電　話　加　入　権 15,000
　　　敷　　　　　　　　 金 4,693,700
　　その他固定資産合計 4,708,700
　　固定資産合計 4,708,700
　　資産合計 47,615,354
Ⅱ．負債の部
　１．流動負債
      未払金　　 1,286,903
　　　前受金 0
      仮受金 0
　    預り金　　　 387,509
           所得税 79,724
　　　　　雇用保険 169,576
　　　　　健康保険 39,858
　　　　　厚生年金 71,370
　　　　　介護保険 6,981
　　　　　その他 20,000
        流動負債合計 1,674,412
　2．固定負債
　　　　退職給付引当金 0
　　　　固定負債合計 0
　　　　負債合計 1,674,412
　　　　　 正味財産 45,940,942

財産目録
（令和２年３月３１日現在）

金　　　　　　額
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　　　　　１．重要な会計方針

　　　　　（１）退職給付引当金の計上基準
　　　　　　　 内規に基づく、期末要支給額の５３％相当額を計上している。職員の退職給付に備えるため、当事業年度に発生した額を計上している。

　　　　　（２）消費税等の会計処理
　　　　　　　消費税等の会計処理は、税込方針によっている。

　　　　　２．特定資産の増減額及びその残高

科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
退職給付引当資産 6,742,767 3,970,233 10,713,000 0

財務諸表に対する注記
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（単位：円）

科　　　目 予算額（ａ） 決算額（ｂ） 差　異（ａ－ｂ）

Ⅰ．事業活動収支の部
  1．事業活動収入
　　①特定資産運用収入 2,000 529 1,471
　　②会　　　費　 　　収 　　入 49,655,000 52,043,880 △ 2,388,880
　　　　会費収入 32,635,000 32,235,000 400,000
　　　　個人会員会費収入 17,020,000 19,808,880 △ 2,788,880
　　③事　　　業　　　収　　　入　 1,150,000 308,210 841,790
　　　　受託事業収入 1,150,000 308,210 841,790
　　④負　　担　　金　　収　　入 19,000,000 18,500,000 500,000
　　　　広報協力金収入 16,750,000 16,250,000 500,000
　　　　共同イベント負担金収入 2,250,000 2,250,000 0
　　⑤雑　　　　　 収　　　　　 入 9,153,000 9,227,350 △ 74,350
　　事業活動収入計 78,960,000 80,079,969 △ 1,119,969
　２．事業活動支出
　　①事　  業　  費　　支　　出 60,580,000 57,520,612 3,059,388
　　　　会　　　　議　　 　費 1,000,000 792,073 207,927
　　　　要　望　活　動 　費 50,000 0 50,000
　　　　広　　　　報　 　　費　 44,590,000 42,330,966 2,259,034
　　　　給　　料　　手 　 当 11,600,000 11,011,382 588,618
　　　　福　利　厚　生 　費 2,500,000 2,600,106 △ 100,106
　　　　旅　費　交　通　 費 840,000 786,085 53,915
　　②管　　理　　費　　支　　出 16,110,000 14,957,767 1,152,233
　　　　給　　料　　手　　当 0 0 0
　　　　福　利　 厚　生　費 280,000 213,416 66,584
　　　　旅　費　 交　通　費 750,000 632,254 117,746
　　　　通　　　　信　 　　費 1,150,000 757,594 392,406
　　　　消　　耗　　品　　費 4,270,000 3,939,856 330,144
　　　　交　　　　際　　 　費 0 0 0
　　　　新　聞　図　書 　費 0 0 0
　　　　賃　　　　借　　　料 7,200,000 7,191,551 8,449
　　　　水　道　光　熱 　費 280,000 280,097 △ 97
　　　　租　　税　　公  　課 500,000 337,900 162,100
　　　　事　　務　　雑　　費 1,680,000 1,605,099 74,901
　　事業活動支出計 76,690,000 72,478,379 4,211,621
　　事業活動収支差額 2,270,000 7,601,590 △ 5,331,590

Ⅱ．投資活動収支の部
　　①投資活動支出 4,000,000 3,970,233 29,767
　　　退職給付引当資産取得支出 4,000,000 3,970,233 29,767
　　投資活動支出計 4,000,000 3,970,233 29,767
　　投資活動収支差額 △ 4,000,000 △ 3,970,233 △ 29,767

Ⅲ．予備費支出 35,870,885 0 35,870,885
　　当期収支差額 △ 37,600,885 3,631,357 △ 41,232,242
　　前期繰越収支差額 37,600,885 37,600,885 0
　　次期繰越収支差額 0 41,232,242 △ 41,232,242

令和元年度収支計算書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで
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　　　　　　 ①資金の範囲について

　　　　　　　 　 資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金

　　　　　　　 　 未払金、前受金、仮受金、預り金を含めている。

　　　　　　 　　 なお、前期末および当期末残高は、②の通りである。

　　　　　　 ②次期繰越収支差額の内訳は次の通りである。
（単位：円）

科　　目 前期末残高 当期末残高

現金預金 38,928,324 39,724,155
未収金 2,754,305 2,250,255
前払金 736,821 932,244
立替金 0 0
仮払金 0 0

計 42,419,450 42,906,654
未払金 4,176,727 1,286,903
前受金 97,500 0
仮受金 0 0
預り金 544,338 387,509

計 4,818,565 1,674,412
次期繰越収支差額 37,600,885 41,232,242

　収支計算書に対する注記
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参考資料①  図書館配架状況 No.1 ≪関西圏≫ 

 
  

通番 自治体 通番 図書館名 冊数 通番 自治体 通番 図書館名 冊数
1 福井県 1 福井県立図書館 1 130 中央図書館 4
2 伊勢市 2 伊勢市立伊勢図書館 1 131 小寺池図書館 1

3 伊賀市上野図書館 1 132 芝生図書館 1
4 いがまち図書室 1 133 阿武山図書館 1
5 島ヶ原図書室 1 134 服部図書館 1
6 阿山図書室 1 135 ミューズ子ども分室 1
7 大山田図書室 1 136 ＪＲ駅前図書コーナー 1
8 青山図書室 1 22 茨木市 137 中央図書館 1

4 名張市 9 名張市立図書館 1 23 箕面市 138 中央図書館 1
5 滋賀県 10 滋賀県立図書館他49館 50 139 中央図書館 1
6 彦根市 61 彦根市立図書館 1 140 陵南の森図書館 1
7 京都府 62 京都府立図書館 1 141 羽曳が丘図書館 1

63 宇治市中央図書館 1 142 丹比図書館 1
64 宇治市東宇治図書館 1 143 東部図書館 1
65 宇治市西宇治図書館 1 25 藤井寺市 144 藤井寺市立図書館 1

9 城陽市 66 城陽市立図書館 1 26 兵庫県 145 兵庫県立図書館 1
67 八幡市民図書館 1 146 神戸市立中央図書館 1
68 男山市民図書館 1 147 灘図書館 1

11 舞鶴市 69 舞鶴市立東図書館 1 148 姫路市立図書館（城内図書館） 1
70 峰山図書館 1 149 図書館網干分館 1
71 あみの図書館 1 150 図書館安室分館 1
72 大宮図書室 1 151 図書館青山分館 1
73 丹後図書室 1 152 図書館飾磨分館 1
74 弥栄図書室 1 153 図書館広畑分館 1
75 久美浜図書室 1 154 図書館東光分館 1

13 大山崎町 76 中央公民館図書室 1 155 図書館手柄分館 1
77 中央図書館 1 156 図書館白浜分館 1
78 加茂図書館 1 157 図書館東分館 1
79 山城図書館 1 158 図書館安富分館 1
80 大阪府立中之島図書館 2 159 図書館香寺分館 1
81 大阪府立中央図書館 3 160 図書館夢前分館 1

16 大阪市 82 大阪市立中央図書館他23館 24 161 図書館家島分館 1
107 中央図書館 2 162 中央図書館 1
108 中央図書館堺市駅前分館 1 163 北図書館 1
109 中図書館 1 164 中央図書館 1
110 中図書館東百舌鳥分館 1 165 北部図書館 1
111 東図書館 1 166 鳴尾図書館 1
112 東図書館初芝分館 1 167 北口図書館 1
113 西図書館 1 168 中央図書館 1
114 南図書館 1 169 西図書館 1
115 南図書館栂分館 1 170 中山台分室 1
116 南図書館美木多分館 1 32 三木市 171 三木市立中央図書館 1
117 北図書館 1 172 和田山図書館 1
118 美原図書館 1 173 あさご森の図書館 1
119 青少年センター図書室 1 34 猪名川町 174 猪名川町立図書館 1

18 岸和田市 120 岸和田市立図書館(本館) 1 35 奈良県 175 奈良県立図書情報館 1
19 泉佐野市 121 中央図書館 1 176 中央図書館 1

122 中央図書館 1 177 西部図書館 1
123 千里図書館 1 178 北部図書館 1
124 北千里分室 1 37 橿原市 179 図書館 1
125 さんくす図書館 1 38 桜井市 180 桜井市立図書館 1
126 江坂図書館 1 39 斑鳩町 181 斑鳩町立図書館 1
127 ちさと（千里山・佐井寺図書館） 1 182 中央図書館 1
128 千里丘図書館 1 183 大宇陀 図書館 1
129 山田駅前図書館 1 41 吉野町 184 中央公民館図書室 1

33

36

高槻市

羽曳野市

神戸市

姫路市

宇治市

八幡市

京丹後市

木津川市

21

伊賀市

24

27

28

15

西宮市

宝塚市

朝来市

奈良市

堺市

吹田市

大阪府

17

20

40 宇陀市

尼崎市29

30

31

3

8

10

12

14



- 37 - 

 

参考資料① 図書館配架状況 No.２ 

≪関西圏≫             ≪首都圏≫  

 

 

配架状況（令和２年３月末現在） 

・関西圏 50自治体 197 館、3企業 170冊 

・首都圏 27自治体  28館 

  計  77自治体 225館 

 

 

 

  

通番 自治体 通番 図書館名 冊数

42 大淀町 185 町立図書館 1

43 明日香村 186 図書室（中央公民館 分館 2階） 1

44 天川村 187 天川村洞川地区公民館図書室 1

188 葛城市立新庄図書館 1

189 葛城市立當麻図書館 1

190 和歌山県立図書館 1

191 和歌山県立紀南図書館 1

192 和歌山市民図書館他 14

194 和歌山市民図書館 西分館 1

48 新宮市 195 図書館 2

49 高野町 196 高野町中央公民館　図書室 2

50 近江八幡市 197 近江八幡図書館 1
関西圏館数 197 関西圏自治体　冊数合計 216

会員団体への配架状況
通番 冊数

1 10

2 10

3 150

170

45

46

47

会員団体

日本生命

三井住友銀行

南都銀行

会員団体　冊数合計

葛城市

和歌山県

和歌山市

通番 自治体 県別通番 図書館名 冊数
1 1 足立区立中央図書館 1
2 2 板橋区立中央図書館 1
3 3 新宿区立中央図書館 1
4 4 中央区立月島図書館 1
5 5 中野区立中央図書館 1
6 6 小平市中央図書館 1
7 7 調布市立中央図書館 1
8 8 日野市立中央図書館 1
9 1 埼玉県立熊谷図書館 1

10 2 加須市立加須図書館 1
11 3 川越市立中央図書館 1
12 4 久喜市立中央図書館 1
13 5 富士見市立中央図書館 1
14 6 本庄市立図書館 1
15 7 八潮市立八條図書館 1
16 1 川崎市立多摩図書館 1
17 2 相模原市立相模大野図書館 1
17 3 相模原市立図書館 1
18 4 秦野市立図書館 1
19 5 藤沢市総合市民図書館 1
20 1 我孫子市民図書館 1
21 2 柏市立図書館 1
22 3 木更津市立図書館 1
23 4 白井市立図書館 1
24 5 千葉市中央図書館 1
25 6 富里市立図書館 1
26 7 船橋市中央図書館 1
27 8 茂原市立図書館 1

首都圏図書館冊数合計 28

東京都

埼玉県

神奈川県

千葉県
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参考資料② 会員団体ＨＰへの協議会ロゴの掲出 

通番 組織 組織別通番 団体名 リンク先

1 1 三重県 http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/kaidou/link/index.htm

2 2 津市 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000005575/

3 3 伊勢市 http://www.city.ise.mie.jp/1709.htm

4 4 伊賀市 https://www.city.iga.lg.jp/0000000687.html

5 5 滋賀県 http://www.pref.shiga.lg.jp/kurashi/bunka/

6 6 大津市 http://www.city.otsu.lg.jp/kanko/spot/1390660353454.html

7 7 京都府 http://www.pref.kyoto.jp/chutan/shoukan/link2.html

8 8 城陽市 http://www.city.joyo.kyoto.jp/0000000667.html

9 9 木津川市 http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/1,970,html

10 10 高槻市 http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/sougou/eigyouko/Websitekanri/link.html

11 11 箕面市（箕面公園） http://www.mino-park.jp/

12 12 藤井寺市 http://www.city.fujiidera.lg.jp/link.html

13 13 泉佐野市 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kyoiku/bunkazaihogo/index.html

14 14 岸和田市 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/36/

15 15 堺市 https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/kanko/index.html

16 16 羽曳野市 https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shichou/hisho/other/86.html

17 17 兵庫県 https://web.pref.hyogo.lg.jp/link/other.html

18 18 西宮市 https://www.nishi.or.jp/aboutweb/link-kikan.html

19 19 三木市 http://www.mikishi-kankou.com/

20 20 猪名川町 http://www.town.inagawa.lg.jp/kanko/rekishi/rekishikaidou/1416381411983.html

21 21 尼崎市 http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/sogo_annai/link/si_kanren.html

22 22 奈良県 http://www.pref.nara.jp/1235.htm

23 23 奈良市  http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1535268444174/index.html

24 24 桜井市 http://www.city.sakurai.lg.jp/kanko/1396141127534.html

25 25 明日香村 https://asukamura.jp/links/link.html

26 26 橿原市 http://www.city.kashihara.nara.jp/koho/link/kakusyu.html

27 27 斑鳩町 http://www.town.ikaruga.nara.jp/site_policy/0000000008.html

28 28 吉野町 http://www.town.yoshino.nara.jp/link/kanko/

29 29 宇陀市 http://www.city.uda.nara.jp/kouhoujouhou/shisei/link/kanko-etc.html#no1

30 30 御杖村 http://www.vill.mitsue.nara.jp/kurashi/link/index.html

31 31 天川村 http://www.vill.tenkawa.nara.jp/tourism/news/3694/

32 32 十津川村 https://www.vill.totsukawa.lg.jp/link/

33 33 大和郡山市 https://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/link.html

34 34 葛城市 http://www.city.katsuragi.nara.jp/index.cfm/11,0,110,html

35 35 和歌山県 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020100/jimubunsyo/jimubunsyo.html

36 36 那智勝浦町 http://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/forms/info/info.aspx?info_id=9539

37 37 高野町 https://www.town.koya.wakayama.jp/tools/link.html

38 38 福井県 http://www.pref.fukui.jp/doc/kankou/index.html

39 1 公益社団法人　三重県観光連盟 https://www.kankomie.or.jp/link/category_700.html#702

40 2 名張市（ 名張市観光協会） http://www.kankou-nabari.jp/

41 3 伊勢市観光協会 https://ise-kanko.jp/main/manage/link/

42 4 伊賀上野観光協会 https://www.igaueno.net/?page_id=2239

43 5 東大和西三重観光連盟 http://www.e-net.or.jp/user/yama1d3e/home/link/index.html

44 6 近江八幡市（近江八幡観光物産協会） https://www.omi8.com/link/

45 7 彦根市（彦根観光協会） http://www.hikoneshi.com/jp/etc/link

46 8 信楽町観光協会 http://www.e-shigaraki.org/link/

自
治
体

観
光
協
会
等
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通番 組織 組織別通番 団体名 リンク先

47 9 公益社団法人びわこビジターズビューロー https://www.biwako-visitors.jp/

48 10 京都市観光協会 https://ja.kyoto.travel/feature/links.php

49 11 向日市観光協会 https://www.muko-kankou.jp/recommend/detail.html?id=639

50 12 城陽市観光協会 城陽市観光協会.jp/link.htm

51 13 宇治市観光協会 http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp/others/link.htm

52 14 木津川市観光協会 http://www.0774.or.jp/link.html

53 15 八幡市観光協会 http://www.kankou-yawata.org/

54 16 伏見観光協会 http://kyoto-fushimi.or.jp/link/

55 17 大阪市（大阪観光局） https://osaka-info.jp/page/links-top

56 18 箕面市（箕面市観光協会） http://minohkankou.net/link/

57 19 茨木市（茨木市観光協会） http://www.ibaraki-kankou.or.jp/link/index.html

58 20 藤井寺市観光協会 http://www.fujiidera-kanko.info/link/

59 21 堺観光コンベンション協会 https://www.sakai-tcb.or.jp/link/

60 22 高槻市観光協会 https://www.takatsuki-kankou.org/

61 23 羽曳野市観光協会 https://www.habikino-kk.net/link

62 24 和田山町観光協会(朝来市） http://wadayama.jp/

63 25 西宮観光協会 https://machitabi.jp/

64 26 姫路観光コンベンションビューロー 「ひめのみち」下段の「関連サイトリンク」に掲載https://www.himeji-kanko.jp/

65 27 奈良県ビジターズビューロー http://meguru.nara-kankou.or.jp/link/　　　巡る奈良

66 28 天理市（天理市観光協会） http://kanko-tenri.jp/

67 29 御杖村観光協会 http://mitsue-kanko.jp/link/

68 30 斑鳩町観光協会　法隆寺iセンター http://www4.kcn.ne.jp/~ikaru-i/cgi-bin/about/member/index.cgi

69 31 大淀町（道の駅吉野路大淀iセンター） https://yoshinoji-oyodo.com/

70 32 十津川村観光協会 http://totsukawa.info/

71 33 桜井市観光協会 https://sakurai-kankou.jimdo.com/リンク/

72 34 橿原市観光協会 http://www.kashihara-kanko.or.jp/link.html

73 35 和歌山市（和歌山市観光協会） http://www.wakayamakanko.com/

74 36 高野町観光協会 http://www.koya.org/about-koyasan.html

75 37 わかやま観光情報 http://www.wakayama-kanko.or.jp/index.html

76 38 那智勝浦観光協会 https://www.nachikan.jp/info/links/

77 39 かつらぎ町観光協会 http://www.katsuragi-kanko.jp/

78 1 みえの歴史街道 http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/kaidou/link/index.htm

79 2 安土城考古博物館 http://azuchi-museum.or.jp/link

80 3 山背古道推進協議会 http://www.yamashiro-kodo.gr.jp/contents/index.html

81 4 大阪府立近つ飛鳥博物館 http://www.chikatsu-asuka.jp/?s=link

82 5 大阪城天守閣 https://www.osakacastle.net/link

83 6 大阪ミュージアム http://www.osaka-museum.com/link.html

84 7 泉佐野市立歴史館いずみさの https://www.occh.or.jp/?s=event/izumisano

85 8 吹田市立博物館 http://www2.suita.ed.jp/hak/lin/link.html

86 9 関西国際空港 https://www.kansai-airport.or.jp/link/sight.html#03

87 10 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議 http://www.mozu-furuichi.jp/

88 11 淡路島観光ガイド・あわじナビ https://www.awajishima-kanko.jp/link.html

89 12 道の駅　いながわ https://www.eonet.ne.jp/~eki-inagawa/link.html

90 13 奈良まほろば館 https://www.mahoroba-kan.jp/link.html

91 14 国営飛鳥歴史公園 https://www.asuka-park.go.jp/

観
光
協
会
等

各
種
団
体
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通番 組織 組織別通番 団体名 リンク先

92 15 国営平城宮跡歴史公園 https://www.heijo-park.go.jp/

93 16 金峯山寺 http://www.kinpusen.or.jp/link.html

94 17 紀伊山地三霊場会議 http://www.kiisanchi.net/link.html

95 18 公益社団法人　関西経済連合会 http://www.kankeiren.or.jp/link/

96 19 公益財団法人　古都飛鳥保存財団 http://www.asukabito.or.jp/link.html

97 20 大阪商工会議所 http://www.osaka.cci.or.jp/oshirase/

98 21 奈良商工会議所 https://www.nara-cci.or.jp/link/link2.html

99 22 京都商工会議所 https://www.b-mall.ne.jp/kyoto/companysearch.aspx?kana=8&b=81

100 23 一般財団法人　関西情報センター http://www.kiis.or.jp/content/kiis/support.html

101 24 国土交通省近畿地方整備局（近畿の風景街道） https://www.kkr.mlit.go.jp/road/kaidou/link/

102 25 春日大社 http://www.kasugataisha.or.jp/index.html

103 26 神戸商工会議所 http://www.kobe-cci.or.jp/info/links/

104 27 公益財団法人　関西・大阪２１世紀協会 http://www.osaka21.or.jp/

105 28 環境省  近畿地方環境事務所 http://kinki.env.go.jp/

106 29 和歌山県世界遺産センター http://www.sekaiisan-wakayama.jp/center/link.html

107 30 三重県立熊野古道センター http://www.kumanokodocenter.com/link.html

108 1 近鉄ケーブルネットワーク 株式会社 http://www.kcn.jp/user/

109 2 近鉄電気エンジニアリング 株式会社 http://www.kee-net.co.jp/

110 3 株式会社 南都銀行 http://www.nantokanko.jp/　ええ古都なら

111 4 近畿日本鉄道 株式会社 http://www.kintetsu.co.jp/kanko/

112 5 株式会社 ＫＣＮ京都 http://www.kcn-kyoto.jp/main/tv/index.html

113 6 南海電気鉄道 株式会社 http://www.nankai.co.jp/link.html

114 7 阪急電鉄 株式会社 http://www.hankyu.co.jp/area_info/

115 8 阪神電気鉄道 株式会社 http://rail.hanshin.co.jp/

116 9 奈良交通 https://www.narakotsu.co.jp/link/

民
間
団
体
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参考資料③ ステッカー掲出作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※数字は、貼付枚数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市町村名 調査箇所 元年度貼付作業状況

京都市 122 68
近江八幡市 16 4
岸和田市 3 3
橿原市 95 105
吉野町 78 35
宇陀市 46 19
大阪市（大阪城） 54 案内板改修後貼付（２０２０年春以降）

名張市 21 2年度作業予定

天川村 10 〃

伊賀市 6 〃

八幡市 8 〃

大山崎町 25 〃

天理市 13 〃

高野町 5 〃

伊勢市 2 対応せず（伊勢市独自のプレート仕様）

桜井市 21 対応せず（桜井市独自のプレート仕様）

歴史街道ルートマップ 8 対応せず（看板）

神戸市北野町 24 案内板更新につき不可

　〃　　有馬温泉 10 〃
明日香村 44 〃
合計 611 234
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