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平成３０年度事業報告・収支決算 
（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 

 

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私鉄連携事業 

※平成３０年度実施イベントのＷＧを開催した。 

①５月２９日（火） 近鉄本社 

②７月 ３日（火） 阪神本社 

③８月 ２日（木） 阪急本社 

※平成３０年度実施イベントの結果報告を行った。 

 １月３０日（水） 南海本社 

⇒本事業は、文化庁地域文化創生本部協力事業として登録 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）伊勢～飛鳥間連携事業 

※日本風景街道「伊勢街道」連絡協議会との共催フォーラム開催に向けて、自治

体等と調整を行った。 

 ①５月１４日（月）名張市観光交流室 

 ②６月２１日（木）奈良県道路環境課 

 ③７月２６日（木）総会 

 

 

 

・名 称 関西５私鉄あの町！この町！スタンプラリー＆歴史街道ウォークの旅２０１８ 

・期 間 平成３０年９月１４日（金）～１２月１６日（日） 

・スタンプラリー 

 ５私鉄沿線２０か所の各スポットにスタンプ台を設置し、参加者は希望賞品の応募定数分の箇所を回り、 

 スタンプ印を集めて応募する。 

 応募総数 ６５７件（対前年度＋２８４件） 

・ウォーク 

 ５私鉄沿線２１市町において、歴史街道をテーマにウォークを開催。開催日は市町ごとに設定、 

 １ウォーク概ね５０名前後の定員とした。 

 参加者数 ５５８名 

・告 知 

 各沿線（グループ沿線含む）及びウォーク参加市町の関係先にチラシを配置し、幅広く本事業をＰＲした。 

・名 称 伊勢街道フォーラム２０１８ 

・期 間 平成３０年１０月７日（日） 

・講演会 名張市総合福祉センターふれあいホールで開催    参加４５名 

・告 知 チラシを地域の予算で作成、近鉄駅等での配架依頼 
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（３）飛鳥～奈良～京都間連携事業 

①平成２９年度から引き続き「食文化」をテーマにしたリレーウォーク＆講演会

を開催した。 

※平成３０年度実施イベントの結果報告を行った。 

２月１８日（月） 木津川市役所 

⇒本事業は、文化庁地域文化創生本部協力事業として登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域を巡る手段としての「自転車」観光を捉え、勉強会を開催し、サイクリン

グルートの開発を図った。 

※勉強会開催スケジュール 

第１回 講義：サイクリング観光の基礎知識（平成２９年度開催）  

第２回 体験：サイクリングツアー 
「びわ湖大津の歴史・文化・グルメを楽しむ初めて散走（自転車散歩）」 
 ５月２６日（土） 

 

（４）西国街道連携事業（京都～大阪～神戸間）  

※エリア内の関係先とのＷＧを重ね、秋季イベントやリレートーク、スタンプラ

リーを開催。リーフレットを増刷して集客を図った。 

①６月 ６日（水）高槻市立しろあと歴史館でＷＧを開催 

②６月２７日（水）茨木市立文化財資料館でＷＧを開催 

③７月２５日（水）吹田市立博物館でＷＧを開催 

※平成３０年度実施イベントの結果報告を行った。 

 ２月１５日（金）西宮市立郷土資料館 

⇒本事業は、文化庁地域文化創生本部協力事業として登録 

 

・名称 和食の歴史でめぐる飛鳥～奈良～京都 

・期間 平成３０年２月２４日（土）～１０月１３日（土） 

［ウォーク７回・講演会１回］ 

・ウォーク 

２月２４日（土）奈良市編「奈良・食にゆかりの社めぐり」 

        参加１２名 

３月１７日（土）斑鳩町編「おいしい・楽しい・聖徳太子の里めぐり」 

        参加１５名 

４月 ２日（月）城陽市編「古代をたずねる城陽ぶらり歴史旅」 

参加２２名 

５月１０日（木）木津川市編「新茶薫る京のええもん「学」「食」巡り」 

参加２２名 

６月 ９日（土）橿原市編「町家で楽しむ大和の味覚」 

参加３５名 

７月 ７日（土）桜井市編「三輪素麺を食し、歴史を学ぶ」 

荒天中止 

９月２９日（土）大和郡山市編「御殿様御膳の旅」 

参加４５名 

・講演会 

１０月１３日（土）天理市文化センターホール  

参加３０名 
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（５）京街道・淀川左岸地域連携事業（京都～大阪間） 

※関係会員（宇治市、八幡市、京阪ホールディングス）と個別に打合せ、今後の

事業形態について検討した。 

 

（６）観光ガイド連携事業  

  ⇒本事業は、文化庁地域文化創生本部協力事業として登録 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

※まとめとして、観光ガイドミーテングを実施した。 

①２月６日（水） 奈良商工会議所     １０組１７名参加 

②２月７日（木） 伊勢市観光文化会館    ７組１６名参加 

 

２．地域共同事業 

（１）「歴史街道スタンプラリー２０１７」は５月３１日（木）で終了。 

 応募総数は、６,０２７件（前年度＋１,６１２件） 

⇒次年度のリニューアル案を検討。 

⇒スタンプは継続して設置。汚れが目立つ箇所の交換を順次実施。 

※一般向けの情報提供として、月刊「歴史街道」や阪急ＴＯＫＫ等に共同事業参 

加市町村を優先的に掲出。 

 

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、コンテンツの提案を継続実施。 

（１）「伊勢本街道を辿り 伊勢神宮へ」（１５分間）英字幕付きのＰＲ映像を制作。 

 制作は、ＺＴＶ（津市）。 

・名称 魅力再発見西国街道２０１８・名所図会でたどる西国街道 

・リレートーク日時  １２月８日（土）１３：００～１７：００ 

場所  吹田市立千里丘市民センター 

参加  ２０３名（対前年度  ＋４３名） 

・スタンプラリー期間 ９月１５日（土）～１２月２６日（水） 

→沿道の各資料館設置のスタンプ４個を集めて応募すると抽選で賞品が当たる 

応募総数  ３１３件（対前年度＋１７２件） 

・期間中の各資料館イベント情報を掲載したパンフレット作成 

・名称 観光ガイド秋季案内キャンペーン 

概 要 歴史街道メインルート（伊勢～飛鳥～奈良～京都～大阪～神戸）を中 

心とした各観光地において、秋季を重点とした観光ガイドの定点案内 

の周知を図るため、告知キャンペーンを実施した。 

期 間 １０月６日（土）～１１月４日（日）までの土・日・祝日。 

     ※それ以外の日程も各地の情報を紹介した。 

時 間 １０：００～１６：００（基本） 

開催地 前年度まで１６か所のポイントに津（一身田寺内町）、名張、宇陀、 

八幡（松花堂）、堺、岸和田を追加。 
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Ⅱ.ネットワークエリア事業 

１．関西を南北３つに分けた連携推進＝南北近畿の振興 

（下表中下線部につきこの項で内容説明） 

 

（１）歴史街道２号（紀伊山地の霊場と参詣道） 

①外国語表示不足箇所への対応 

（２０２３年までに全１００本を紀伊半島全体に設置：文化庁「世界遺産活性化

予算」を活用） 

・平成３０年 整備実施の田辺市をのぞく各地にアンケート調査（－１月） 

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 

①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） 
②外国語表示不足箇所調査 
（熊野古道中辺路以外の各古道） 

①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 
②日本風景街道「琵琶湖さざなみ街道・
中山道」 

２.キーパーソン 

ネットワーク 

紀伊半島交流会議 （メンバー７９
人・ＭＬのべ利用３５１回） 

北近畿・琵琶湖食と歴史の回廊を作ろ
う会（メンバー９５人・ＭＬのべ利用 
４４４回） 

３.地域施設等 

ネットワーク 
観光案内所等（３３箇所） 観光案内所等（３３箇所） 

４.魅力整理 

３つの聖地、４つの絶景、５つの古
道、６つの温泉、７つのパワースポッ
ト 

ツアーコース（５泊６日）の設定 

５.ツアー 

 

（Ｈ３０年度） 

和歌山市（５月２６日(土)） 
大淀町（９月８日（土）） 
高野山（１０月３１日（水）） 

中山道（草津～守山：４月７日（土）・
１５日（日）） 
大津・京都（９月１日（土）） 
石山寺（１０月１５日（月）） 
中山道（武佐～愛知川：Ｈ３１年４月） 

６.紙媒体 

 

（Ｈ３０年度） 

①多言語ガイドブック等整備（高野） 
②月刊歴史街道（湯浅） 
③歴史の旅人春号（和歌山市） 
④歴史の旅人夏号（大淀町・吉野町） 
⑤全体パンフレット 

①月刊歴史街道（石山寺：１０月号、京
丹後：１２月号） 
②１０言語へのＱＲコード入りポスタ
ー（道の駅・宿泊施設等に配布１０００枚） 
③全体パンフレット 

７.映像 
①旅の星（熊野本宮大社：１２月） 
②ＡＢＣ歴史街道（２０１５：高野） 

①全体プロモーション映像の制作 
②ＡＢＣ歴史街道（２０１４小浜・ 
２０１５近江八幡・２０１７彦根） 

８.ネット系 
１１言語ＨＰ  
http://kii-m-r.com/ 

①１１言語ＨＰ 
http://northkansai.com/ 
②プロモーション映像のＹａｈｏｏ 
インフィード広告（中京圏） 

９.イベント・ 

シンポジウム
展示 

 

（Ｈ３０年度） 

①三霊場シンポジウム 
（９月５日（水）大阪→台風により中
止） 
②同・Ｈ２９東京実施分を１０言語
に翻訳→HP化 
③マドリッドでの熊野古道セミナー 

共同展示 
（阪神高速：２－３月） 
（万博鉄道まつり→３月予定だったが
イベント自体が中止） 

１０.メディア 

との関係強化 

メディア訪問 
（東京２回・名古屋１回：－Ｈ２７
年） 

メディア訪問 
（大阪１回・名古屋１回：－Ｈ２７年） 

http://kii-m-r.com/
http://northkansai.com/
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⇒令和元年または２年は那智勝浦町・十津川村・天川村などで実施調整 

（高野「町石道」周辺は別途整備予定あり） 

②多言語ガイドブック、ＭＡＰ、パンフレットの整備（平成３０年は高野道） 

③ＨＰ内「私のおすすめ」コーナーの創設…メンバーへの公募・取材→原稿作成 

⇒一旦ＨＰ化（http://kii-m-r.com/ ） 

くまの体験企画・内山氏（尾鷲市）、熊野倶楽部・三石氏（熊野市）、熊野速玉大社・上野宮司（新    

宮市）、平安装束キャンペーンガール・齊藤さん（那智勝浦町）、南方熊楠記念館・谷脇館長（白 

浜町）、庄野氏（田辺熊野ＴＢ）＋首都圏からの旅行者１名 

④三霊場会議・平成２９年東京シンポ内容の１０言語（英・中簡・中繁・韓・独・

仏・伊・露・スペイン・ポルトガル）ＨＰと日本語冊子（文化庁「世界遺産活性

化予算」を活用）（http://www.worldheritagejpn.com/wch/kii/index.html） 

⑤マドリッドでの熊野古道セミナー（１１月：同） 

⑥文化庁への予算申請（世界文化遺産地域連携会議・紀伊山地ＰＴ名にて：１月） 

⑦２０２０世界遺産リレー催事関係の調整（和歌山県・和歌山県東京事務所）（登

録１５周年事業もしくは那智の火祭り） 
 

（２）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）道の駅を活用したＰＲ 

・道の駅・妹子の里 ３月３１日（土）～４月１５日（日） 

 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 竜王かがみの里４月１６日（月）～５月６日（日） 

パネル展『近江中山道のみどころ』 

２）サイクルモード（東京）１１月９日（金）～１１日（日） 

パンフレット「北近畿・琵琶湖」の配布 

３）ウォークイベントの実施（歴史街道倶楽部イベントとして実施） 

・中山道・宿場めぐり「一里塚のある守山宿と東海道の分岐点・草津宿」 

４月７日（土）、１５日（日）（再設定） 

４）宿場町連携（滋賀県下の宿場町間のゆるやかなネットワークづくり） 

・情報交換、相互広報を目的に６団体（平成３０年１０月現在）が参加 

８月 ８日（水）・準備会 

１０月２４日（水）・「近江中山道連絡会議」発足総会 

５）輪の国びわ湖推進協議会との連携 

ⅰ）プラス・サイクル推進協議会（滋賀県）への協力 

ⅱ）自転車イベントにおける「北近畿・琵琶湖」のＰＲ 

ⅲ）サイクル・ツーリズムシンポジウムの開催 

「“ツール・ド・おきなわ”に学ぶ自転車文化のつくり方」１２月９日（日） 

ⅳ）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講習会（１２月１３日（木）、２０日（木）、

３月２０日（水）） 

－サイクルガイド講習会（１月３０日（水）、３１日（木）） 

 

 

http://kii-m-r.com/
http://www.worldheritagejpn.com/wch/kii/index.html
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②「北近畿・琵琶湖 食と歴史の回廊」インフィード広告の実施（以下参考資料） 

 

１）実施概要 

・目 的 ⅰ）北近畿が高速道路によって環状に結ばれ（「北近畿・琵琶湖 食と歴史の回廊」＝歴史街

道３号）によって結ばれたこと、またその各地の魅力につき告知 

ⅱ）中京圏での発信力維持      

ⅲ）展開可能な事業ノウハウ獲得のための実験 

・ターゲット 名古屋市・岐阜市・鈴鹿市・岡崎市・豊田市（名古屋周辺の人口圏で高速

道路で結ばれている地域）の５０代以上男女、３０代ファミリー層 

・実施期間 １０月２６日（金）～１１月２５日（日） 

・スマホでのＹａｈｏｏニュースの記事間に露出（インフィード広告） 

・広告クリック→５分で各地の魅力を巡るＹｏｕＴｕｂｅ映像（平成２９年度予算で制作

https://www.youtube.com/watch?v=TW2ChCATK_k ）で閲覧 

 

 

 

２）実施結果 

・表示回数   ２１９万７，１１９回 

・クリック数  ４，８２９回（クリック率０．２２％、クリック単価１０４円） 

・３０秒以上の映像視聴回数 ３，５５０回（広告をクリックした人４人に３人） 

・映像の平均視聴時間 １.１８分 

・５０代以上男女のクリック率 ０．３４％、３０代ファミリー層は０.１３％ 

・ジャンル（広告コピー）別では、５０代以上の「グルメ・温泉」へのクリック率が０.４０％（クリッ

ク単価９４円）、５０代以上の「歴史」へのクリック率が０.１９％（同９８円）、３０代の「グルメ」

へのクリック率が０.１４％（同１２１円）、３０代の「グルメ・絶景・温泉」へのクリック率が０.１

１％（同１２１円）であった。 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TW2ChCATK_k
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３）今後について 

・今回の総額予算は５０万円。５０代以上だけなら３０万円での実施が可能だった。同程度の予算で、

中京圏で実施できるのが駅展示や小規模なセミナー程度（後者の参加が１００名なら１人当たりコス

トは５千円）であることなどを考えると、費用対効果ありと判断できる。例えば首都圏でならよりセ

グメント化した同種事業展開も可能。 

・今回は地図画像の露出が主目的であり、２２０万回の表示によりそれは達成できたと言える。クリッ

ク率も想定（０.０６％）をかなり上回ったが、仮に（地図画像だけでなく）広告ジャンル・コピーに

合わせたイメージ画像を加えていれば、クリック率自体はさらに上がったものと思われる。 

・再生３０秒継続率７６％、視聴完了率１２％も想定を上回るものだったが、クリックから即座に動画

に移動せずランディングページ（動画内容説明等）を挟めば、伝えたい情報がより確実に伝達できた

可能性はある。またＹｏｕＴｕｂｅ説明欄に登場各地のＵＲＬをつけ、すぐ情報確認可能にすれば、

行動促進につながった可能性もある。 

 

２．中央部（メインルート以外） 

（１）百舌鳥・古市古墳群有識者委員会（委員） 

同・民間事業委員会（副会長） 

シンポジウム（パネリストとして参加・３月１６日(土)：りそなホール） 

（２）月刊歴史街道 

６月号（堺）   ７月号（三木城）   ９月号（岸和田） 

（３）歴史の旅人・秋号（姫路） 

（４）ツアー  姫路市家島（１１月１１日（日）） 

（５）２０２０世界遺産リレー催事関係の調整（京都：二条城アートアクアリウム） 

（姫路城：カウントダウンイベント）（奈良：夏行事の集積アピール） 

（斑鳩町：未定） 

 

３．世界文化遺産地域連携会議への協力 

（１）要望活動（８月６日（月）ほか） 

世界遺産特別法、「出国税」の世界遺産保全・欧米発信への活用など 

森 昌文氏(国土交通省事務次官） 河村建夫氏 （世界遺産議員連盟顧問） 

和田浩一氏(観光庁次長）     福山哲郎氏 （同副会長） 

中岡 司氏(文化庁次長）     玉城デニー氏（同事務局長） 

 

（２）世界遺産サミット（１１月２１日（水）・２２日（木）：姫路） 

第１分科会（保全）：平泉町・京都市・今帰仁村・姫路市・平戸市 

第２分科会（西日本連携・インバウンド）：広島市・廿日市市・大田市・萩市・ 

姫路市・ＪＲ西日本 

第３分科会（まちづくり・地域経済） 

岡井健氏（ＮＰＯ日光門前まちづくり）、多田稔子氏（田辺市熊野ＴＢ）、 

久遠裕子氏（軍艦島デジタルミュージアム）、上村大平氏（斑鳩町商工会）、 

富士宮市副市長 

基調講演：門川京都市長ほか → 首長会議 
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（３）文化庁「世界遺産活性化予算」（西日本の世界遺産連携） 

姫路市・広島市・廿日市市・萩市・大田市の 

連携により、ＪＲ大阪駅にてデジタル 

サイネージ共同広告を実施（１１月） 

・１時間２０回×１日２０時間×７日間×３０面  

・期間内の想定接触者数６７１，０００人 

・１人あたりへの訴求コスト２.９７円 

 

（４）文化庁「世界遺産活性化予算」（斑鳩町） 

①外国語資料の作成 

②聖徳太子絵本（ガイドブック）の作成 

③東京連続フォーラム（令和元年・２年度における多言語ＨＰ化を予定） 

 

日 程 会 場 講 師 テーマ 

８月１８日

（土） 

日比谷情報図書館（日比谷コン

ベンションホール） 

井ノ上妙康師 

（法輪寺住職）  

聖徳太子の歴史つみか

さなる斑鳩の里 

１０月２０日

（土） 

朝日ＪＴＢ・交流文化塾 

（ACC新宿教室） 

大野玄妙師  

（法隆寺管長）  
聖徳太子と法隆寺 

１１月１７日

（土） 

日比谷情報図書館 

(Studio＋) 

横田丈実師 

（浄念寺住職・映画監督）  

映画監督が見た斑鳩の

風景 

１月１９日

（土） 

日比谷情報図書館 

(Studio＋) 

坪岡徹氏 

（デザイナー：わたしだけの

斑鳩時間・挿絵） 

瓦が語る法隆寺 

２月１６日

（土） 
日本橋社会教育会館ホール 

小川三夫氏 

（鵤工舎宮大工棟梁） 

木の命、木の心～技を

伝え、人を育てる～ 

  ※各回の内容については https://www.youtube.com/channel/UC8O9E-q522tUjBtTmoA1M9w にて配信中 

 

（５）東京オリンピック・パラリンピック盛り上げに向けた「世界遺産リレー催事」 

（国内世界文化遺産１８全て参加予定） 

関西関係→京都（アクアリウム城：二条城・１０～１２月）、姫路城（カウント

ダウン・イベント：１２月）、紀伊山地（御燈祭：２月・神倉神社）、奈良（夏の

連続催事：奈良公園周辺）、法隆寺は特別展もしくは文化財防災の日行事で対応

調整中 

※令和２年度国家予算獲得に向けた申請等 

「世界遺産リレー催事」広報予算、同・「日本博」との連動、西日本連携・斑鳩 

ＰＴなど 

 

４．その他     

・ＤＭＯ全国大会（２月１日（金）：東京） 

・全国街道交流会議静岡大会（２月１５日（金）） 

・ふるさとの歴史文化を活かした「まちづくり、人づくり、心そだて」シンポジム 

（ＰＨＰ研究所主催 ２月２５日（月）：羽田空港） 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC8O9E-q522tUjBtTmoA1M9w
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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、講義コンテンツの充実、組み込み提案力の強化、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 

（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。 

（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。 

（３）講義・現地体験ガイド資料のこまめなアップデートなど。 

 

２.組み込み提案力の強化 

（１）海外（インバウンド）向けプログラムの充実 

・ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）/ＰＲＥＸ（公益財団法人太平洋人材交流

センター）等連携の維持・強化。 

・事業を開始した平成２２年度の７件から、昨年度まではコンスタントに５０件

程度実施できるようになり、日本理解のプログラムとして定着。 

３０年度はＪＩＣＡ向けに３９件を実施。 

◎訪日研修生向けプログラム平成３０年度実績（以下の３９件実施） 

NO. 実施日 研修名 対象国・人数 訪問地 

１ 4 月 21日(土) 

ウズベキスタン・キルギス現地講師

育成研修 

PREX(太平洋人材交流ｾﾝﾀｰ) 

ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ｷﾙｷﾞｽﾀﾝ 

2 ヵ国 9名 

金閣寺～島津製作

所～紫織庵 

２ 6 月 7 日(木) 
教育行財政研修 

JICA(国際協力機構)関西 

ﾍﾞﾆﾝ、ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ、ｲﾝﾄﾞ、ﾏﾙﾃﾞ

ｨﾍﾞｽ、ﾓﾛｯｺ、ｻﾓｱ、南ｱﾌﾘｶ、ｽ

ﾘﾗﾝｶ  8ヵ国 9名 

金閣寺～京都学校歴

史博物館 

３ 6 月 12日(火) 

貿易促進のためのキャパシティデベ

ロップメント 

PREX(太平洋人材交流ｾﾝﾀｰ) 

ｲﾗﾝ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｴｸｱﾄﾞﾙ、ｴｼﾞ

ﾌﾟﾄ、ｷｭｰﾊﾞ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、 

6 ヵ国 6名 

金閣寺～二条城～

福寿園 

４ 6 月 23日(土) 
案件形成能力向上 

ICT 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ｸﾞﾚﾅﾀﾞ、ﾊﾟﾚｽﾁ

ﾅ自治区、ｶﾞｰﾅ、ﾎﾞﾂﾜﾅ、ｺｰﾄ

ｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ 6ヵ国 6名 

京都伝統産業ふれ

あい館～平安神宮

～金閣寺 

５ 7 月 21日(土) 
都市内道路 A 

近畿建設協会 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｲﾗｸ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾈﾊﾟｰ

ﾙ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｲ

ｴﾒﾝ   7ヵ国 11 名 

竹中大工道具館～

平城宮跡～東大寺 

６ 8 月 1 日(水) 
ケニア国別研修 

JICA(国際協力機構)関西 

ｹﾆｱ 

1 ヵ国 6名 

金閣寺～錦市場～

福寿園 

７ 8 月 4 日(土)  
バングラデシュ看護臨地 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 9名 

伏見稲荷大社～金

閣寺～福寿園 

８ 8 月 5 日(日) 

バングラデシュ ITEE 指導マスター

トレーナー研修 

JICA(国際協力機構)関西 

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 
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９ 9 月 2 日(日) 
イラン国別研修 

神戸国際協力交流センター 

ｲﾗﾝ 

1 ヵ国 10名 
法隆寺～東大寺 

１０ 9 月 5 日(水) 
橋梁総合 

JICA(国際協力機構)関西 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ、ｹﾆｱ、ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ、

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾀﾝｻﾞ

ﾆｱ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ 

8 ヵ国 8名 

講義のみ 

１１ 9 月 15日(土) 
都市内交通 B 

近畿建設協会 

ｶﾒﾙｰﾝ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ﾘﾍﾞﾘｱ、ﾅｲｼﾞ

ｪﾘｱ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ 

7 ヵ国 7名 

金閣寺～島津製作

所～福寿園 

１２ 10月 8日（月） 
周産期・新生児保険医療 

JICA関西 

ﾊｲﾁ、ﾘﾍﾞﾘｱ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾅｲｼﾞ

ｪﾘｱ、ｼｴﾗﾚｵﾈ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ 

6 ヵ国 8名 

春日大社～東大寺 

１３ 10月 13日（土） 

世界遺産の適切な管理を通じた観光

振興コース 

JICA関西 

ｱﾙﾒﾆｱ、ﾄﾞﾐﾆｶ共和国、ﾖﾙﾀﾞﾝ、

ﾗｵｽ、ﾐｬﾝﾏｰ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ﾏﾚｰｼｱ、

ﾒｷｼｺ、ﾍﾟﾙｰ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｽﾘﾗﾝｶ 

11 ヵ国 13名 

日本玩具博物館～

姫路城 

１４ 10月 13日（土） 
火力発電（エジプト） 

関西電力 
エジプト１ヵ国 10 名 春日大社～東大寺 

１５ 10月 22日（月） 

マレーシア国別研修・河川における

水質浄化オペレーショ及び管理 

JICA関西 

マレーシア１ヵ国 15名 講義のみ 

１６ 10月 28日（日） 
火力発電（エジプト） 

関西電力 
エジプト 1 ヵ国 10名 

金閣寺～福寿園～

伏見稲荷大社 

１７ 10月 30日（火） 
貿易促進のためのｷｬﾊﾟｼﾃｨﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒ

ﾝﾄ(B) PREX 

ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ﾌｨｼﾞｰ、ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ、ﾖ

ﾙﾀﾞﾝ、ｹﾆｱ、ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、ｽﾘﾗﾝｶ、

ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ ８ヵ国 ９名 

平 等 院 ～ 市営 茶

室・対鳳庵 

１８ 
11月 5日（月）・9

日（金） 
アフリカ市場志向型農業 

ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、南ｽｰﾀﾞﾝ、

ｴﾁｵﾋﾟｱ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｹﾆｱ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、

ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ﾏﾗｳｲ、ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ、ﾓ

ｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾅﾐﾋﾞｱ、南ｱﾌﾘｶ、ﾚ

ﾝﾄ 14ヵ国 17 名 

金閣寺～六角堂～

錦市場～八ツ橋体

験 

１９ 11月 10日（土） 

水資源の持続可能な利用と保全のた

めの総合的湖沼・河川・沿岸流域管理  

JICA関西 

ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾗｸ、

ﾐｬﾝﾏｰ、ｽｰﾀﾞﾝ 6 ヵ国 9名 

福寿園～琵琶湖疏

水記念館～南禅寺

～平安神宮 

２０ 11月 17日（土） 
中小企業振興  

PREX 

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ、ﾄﾞﾐﾆ

ｶ共和国、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾅ

ｲｼﾞｪﾘｱ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｾﾙﾋﾞｱ、南

ｱﾌﾘｶ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ 10 ヵ国 10名 

金閣寺～下鴨神社

～福寿園 

２１ 11月 23日（金） 
系統運用事業者幹部職員研修  

海外電力調査会 

ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ｶﾞｰﾅ、ｲﾝﾄﾞ、

ﾏﾗｳｲ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ｽﾘﾗﾝｶ、

ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、

ｻﾞﾝﾋﾞｱ 12ヵ国 14 名 

平等院～伏見稲荷

大社～福寿園 

２２ 11月 23日（金） 博物館とコミュニティ開発 

ｱﾙﾒﾆｱ、ｴｸｱﾄﾞﾙ、ﾌｨｼﾞｰ、ｼﾞｬ

ﾏｲｶ、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、

ｿﾛﾓﾝ諸島、ｽｰﾀﾞﾝ、ﾄﾙｺ、ｻﾞﾝ

ﾋﾞｱ 10ヵ国 10名 

日本玩具博物館～

好古園～姫路城 

２３ 12月 3日（月） 
マレーシア国別研修  LEP 2.0中間

管理職のための指導教育 PREX 
ﾏﾚｰｼｱ 1 ヵ国 15名 

金閣寺～京都伝統

産業ふれあい館～

伏見稲荷大社 

２４ 
12月 3日（月）・8

日（土） 

ベトナム国別研修「下水道経営研修」 

JICA関西 
ﾍﾞﾄﾅﾑ 1 ヵ国 8名 

市営茶室・対鳳庵

～平等院～伏見稲

荷大社 
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２５ 1 月 12日（土） 
災害に強いまちづくり戦略  

神戸国際協力交流センター 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼｭ、ﾊﾞﾙﾊﾞﾄﾞｽ、ﾎﾞ

ﾂﾆｱﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ｺﾛﾝ

ﾋﾞｱ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ﾒｷｼｺ、ﾐｬﾝﾏｰ、

ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾊﾟﾗｵ、ﾊﾟﾚｽﾁﾅ、南ｱﾌ

ﾘｶ 12ヵ国 13 名 

法隆寺～東大寺 

２６ 1 月 13日（日） 
総合的廃棄物管理（全般） 

ひょうご環境創造協会 

ｺｽﾀﾘｶ、ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ、ﾆｶﾗｸﾞｱ、ﾊﾟ

ﾅﾏ、ｱﾙｼﾞｪﾘｱ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ｺﾛﾝﾋﾞ

ｱ、ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ﾍﾟﾙｰ 

9 ヵ国 16名 

春日大社～東大寺 

２７ 1 月 14日（月） 

火力発電所運転能力維持管理向上 

パキスタン  

関西電力 

ﾊﾟｷｽﾀﾝ 1ヵ国 8 名 

平 等 院 ～ 市営 茶

室・対鳳庵～宇治

上神社 

２８ 1 月 17日（木） フィジーJIC 事務所 フィジー1ヵ国 20名 講義のみ 

２９ 1 月 19日（土） 
モンゴル周産期医療  

日本助産師協会 
モンゴル 1ヵ国 8名 

金閣寺～京都伝統

産業ふれあい館～

福寿園 

３０ 1 月 26日（土） 
課題別研修 税関行政  

JICA関西 

ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ﾁﾘ、ｺﾛﾝﾋﾞ

ｱ、ﾄﾞﾐﾆｶ共和国、ﾒｷｼｺ、ﾆｶﾗ

ｸﾞｱ、ﾍﾟﾙｰ、ｳﾙｸﾞｱｲ 

9 ヵ国 11名 

市営茶室・対鳳庵

～平等院～伏見稲

荷大社 

３１ 1 月 29日（火） 

投資促進のためのｷｬﾊﾟｼﾃｨﾃｨﾃﾞﾍﾞﾛｯ

ﾌﾟﾒﾝﾄ（D）  

PREX 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ｺﾝｺﾞ、

ｶﾞｰﾅ、ｷﾞﾆｱ、ﾗｵｽ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾈ

ﾊﾟｰﾙ、ﾊﾟﾚｽﾁﾅ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆ

ｱ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ｿﾏﾘｱ  

12 ヵ国 14名 

市営茶室・対鳳庵

～平等院～伏見稲

荷大社 

３２ ２月２日（土） 
火力発電所運転維持管理能力向上プ

ロジェクト（パキスタン）関西電力 

ﾊﾟｷｽﾀﾝ 

１ヵ国 ８名 

伏見稲荷大社～金

閣寺～福寿園 

３３ ２月 11日（月） 中小企業振興政策（B）PREX 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾏﾗｳｨ、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾊﾟﾚ

ｽﾁﾅ、ｿﾏﾘｱ 8 ヵ国 11名 

福寿園～金閣寺～

伏見稲荷大社 

３４ ２月２３日（土） 

ﾏﾚｰｼｱ国別研修 LEP2.0障害者（精神

障碍者を含む）を対象とした就労移

行支援システムの構築 JICA関西 

ﾏﾚｰｼｱ 1 カ国 14名 

北野天満宮～京都

伝統産業ふれあい

館～福寿園 

３５ ２月２８日（木） 
イラク知見共有セミナー 

JICA東京 
イラク １ヵ国 6名 金閣寺～福寿園 

３６ ３月５日（火） 
イノベーティブアジアプログラム 

JICA関西 

ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ﾀ

ｲ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾏﾚｰｼｱ、

ﾐｬﾝﾏｰ 8 カ国 32名 

シャープミュージ

アム天理～平城宮

跡歴史公園～薬師

寺 

３７ ３月 4・9 日 
課題別研修・税関行政 

JICA関西 

ｱﾙﾒﾆｱ、ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ｼﾞｮｰｼﾞ

ｱ、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、ｷﾙｷﾞｽ、ﾀｼﾞｷｽﾀ

ﾝ、ｳｸﾗｲﾅ、ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 

8 ヵ国 11名 

福寿園～金閣寺～

伏見稲荷大社 

３８ ３月９日（土） 
火力発電所運転維持管理能力向上プ

ロジェクト（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ）関西電力 
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ 1ヵ国 10名 金閣寺～二条城 

３９ ３月 24日（日） 
火力発電所運転維持管理能力向上プ

ロジェクト（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ）関西電力 
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｼｭ 1カ国 10名 

平等院～市営茶室

～伏見稲荷大社 
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（２）国内向けプログラムの充実 

①企業及び研修事業者の新規開拓（会員企業へのアプローチ、体験会の継続） 

一般企業の社員研修、自治体の職員研修、新規研修事業者など。 

 

◎平成３０年度実績 
NO. 日 程 対象企業・団体 人数 内 容 

１ 5月 16日（水） 竹中工務店 246名 新入社員を対象に講義を実施 

２ 7月 8日（日） 大阪府立図書館(新規) 23名 

一般人が対象の日本文化体感プログラ

ムとして実施。「歴史街道で見る 

時代の節目に考える日本らしさ」をテ

ーマに講義を実施 

３ 

8月 25日（土） 

9月 22日（土） 

10月 6日（土） 

ワコールスタディホール 

京都 
18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 

４ 10月 5日（金） 近鉄ホールディングス 29名 

新入社員研修の一環として、近鉄沿線

にある古市古墳群をテーマに、 

講義、実地視察後、活用方法について

グループワークを実施 

５ 10月 6日（土） ダイキン工業 18名 

赴任直前の海外実践研修生向けに 

「日本らしさを世界に」と題し講義を 

実施。グループワークも実施。 

６ 

10月 16日（火） 

11月  1日（木） 

11月 29日（木） 

近鉄文化サロン(新規) 34名 

近鉄文化サロンが開催している講座の

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 

７ 11月 24日(土) 

小学校高学年対象 

大阪企業家ミュージアムと

の共同企画（新規） 

14名 

「企業家に学ぼう！まちの探検 今・む

かし」と題し、大阪に残る明治の偉人の

足跡を、家族でチームを組みながらたど

るプログラムを企画 

８ 12月 12日(水) 
通訳案内士対象 

関西観光本部との共催 
50名 

「今行くなら、ここ。あなただけに教え

たい旬の関西」と題し、首都圏の通訳案

内士に関西の魅力を訴求 

9 2月 20日(水) 

通訳案内士スキルアップ 

研修事業 

関西観光本部主催 

90名 

関西の通訳案内士を対象に、日本文化

体感プログラムの講義内容に加え、 

最近の訪問先情報のアップデート 

10 3月 2日(土) 
ビジネス法務塾 

同窓会イベント（新規） 
13名 

元大阪大学教授を中心とする社会人の

勉強会にて、日本文化体感プログラムの

講義内容に基づいて講演 

 

②講演、講義、セミナー 

大学（観光学部、国際教養学部、経営学部、文学部など）や学校における 

プログラムの実施。 

◎平成３０年度実績 
NO. 日 程 対象 人数 内 容 

１ 6月 20日(水) 甲南女子大学 文学部 128名 特別講義 

２ 
7月 11日(水)～ 

7月 12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、竹

中大工道具館、北野異人館、金閣寺、伏

見稲荷大社 
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３ 

7月 13日（金） 

8月 8日（水）   

8月 10日（金） 

大阪観光大学 

国際交流学部 
38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 

４ 11月 22日(木) 
帝塚山大学 

観光ビジネス入門講座 
59名 選択授業。講義のみ。 

５ 
2月 12日（火）・

13日（水） 

ヤンゴン外国語大学 

（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

解のため現地見学を実施。視察先は、金

閣寺、清水寺、伏見稲荷大社、平城宮跡

歴史公園、東大寺 

※大阪市立大学と連携協定を締結。 

 

◎ビジネスパーソン・学生向けプログラム実績のまとめ 

 

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 

・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） 

    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。（５月,１２月） 

  （４）ＰＲ活動 

①ＥＣＣコンピューター専門学校とのコラボレーション 

学生による「歴史街道ポスター」の制作。 

平成３０年度は「日本文化体感プログラム」をＰＲするポスターを制作。 

    ②火力原子力発電大会での関西観光ＰＲに参画（大阪国際会議場） 

     関西電力ならびに関西観光本部の協力により、１０月２５日（木）に本大会 

の特設ブースでの関西観光をＰＲする一環として、歴史街道ならびに日本文 

化体感プログラムを来場者にアピール。①で制作したＰＲ用のポスターも掲 

示。 

    ③第２回関西インバウンド交流会２０１９への出展（大阪国際会議場） 

     関西観光本部主催の同交流会に、２月２６日（火）、２７日（水）、来場者に 

対し歴史街道ならびに日本文化体感プログラムを広くＰＲ。 

対象：ビジネス 

マン・大学生など 

研修（JICA、企業） 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 
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Ⅳ．フォーラム・展示等 

（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（文化庁地域文化創生本部、関西広域連合共催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．紀伊山地三霊場フォーラム（紀伊山地三霊場会議共催） 

◎台風２１号の影響により中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇展示 

・期 間：７月３日（火）～７月２９日（日）  

〇講演会 

・＜第一回＞「歴史街道で見る、時代の節目に考える日本らしさ」  

・日 時：７月８日（日）１４：００～１５：３０  

・講 師：協議会日本文化体感プログラム担当 

・参 加：４０名 

・＜第二回＞「明治維新１５０年の節目に考える 

        大阪の近代化を支えた企業家と企業家精神」  

・日 時：７月１５日（日）１４：００～１５：３０  

・講 師：廣田雅美氏（大阪商工会議所大阪企業家ミュージアム副参事） 

・参 加：４０名 

・日 時：９月１日（土）１３：１５～１６：３０ 

・講 師：神戸市立御影公会堂白鶴ホール 

・参 加：３００名 

■講演「歴史の荒波を乗り切った関西人～激動の時代に学ぶ～」 

   玉岡かおる氏（小説家） 

■実演（講談）「五代友厚物語」 

   四代目玉田玉秀斎氏 

■ディスカッション「歴史の節目に何をすべきか」 

   玉岡かおる氏、四代目玉田玉秀斎氏、梅林秀行氏（京都高低差崖会崖長） 

   ［進行］安達えみ氏（ホトケ女子・企画デザイナー） 

・日 時：９月５日（水）１４：００～１６：３０ 

・場 所：あべのハルカス２５階大会議室 

・募 集：２２０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．道の駅を活用した展示ＰＲ 

（１）道の駅「妹子の郷」 

３月３０日（金）～４月１５日（日）地域の魅力を発信する写真パネル展を開催 

                       

 

 

 

 

 

 

 

（２）道の駅「竜王かがみの里」 

４月１６日（月）～５月６日（日）地域の魅力を発信する写真パネル展を開催。 

近江の中山道とあわせ、歴史街道倶楽部の会員誌「歴史の旅人」の表紙絵から滋

賀を題材にした風景を展示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．神仏霊場会１０周年記念フォーラムの開催  

神と仏は同坐する－神仏巡礼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．子供向けプログラム（小・中学生）  

奈良教育大学などの教育機関や地域の文化施設、観光ガイド等とともに、新しい企

画を開発し、試行した。 

 

 

・日 時：１１月１３日（火）１４：００～１６：４０ 

・場 所：あべのハルカス２５階大会議室 

・参 加：３２０名 

■講演「神と仏と日本のこころ」 

    山折哲雄氏（宗教学者） 

■パネルディスカッション「神仏巡礼」 

    宮城泰年師（聖護院門跡）、花山院弘匡師（春日大社宮司）、 

    玉岡かおる氏（小説家） 

   「オブザーバー」山折哲雄氏（宗教学者） 

   ［進 行］   田中利典師（金峯山寺長臈） 

 

・名 称  「まんじゅうを食べるなら（奈良）」  ・開催日 平成３０年５月２６日（土） 

・場 所  奈良市内 漢國神社と奈良町界隈    ・参加者 ３６名 （小中学生 １９名と保護者） 

・内 容  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く。 
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７．「Ｌｏｏｐ Ａ」における展示 

阪神高速ミナミ交流プラザ「Ｌｏｏｐ Ａ」において展示を行い協議会活動のＰＲ

を実施した。 

・期 間 ２月１４日（木）～３月１９日（火） １２：００～１９：００ 

・会 場 「Ｌｏｏｐ Ａ」（大阪市西区南堀江） 

・内 容 「歴史の旅人」春号 表紙絵パネルの展示（解説付）  

プロジェクターによる映像放映（歴史街道「旅の星」、北近畿・琵琶湖  

食と歴史の回廊） 

 

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とともに運営収支の改善を図る。 

 

（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 
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 

94 
春号 

（３月２０日） 

和歌山県 
和歌山市 

大山僚介氏 

(和歌山城整備企画課

学芸員) 

雑賀衆の転身  
信長・秀吉と戦った紀
州の雑賀衆の行方 

根来塗 

95 
夏号 

（６月２０日） 

奈良県葛城

市・吉野町・

大淀町 

池田淳氏 

(吉野歴史資料館館長) 

詩人皇子の行方  
大津皇子の最期と葬
送地を巡って 

二上山 

96 
秋号 

（９月２０日） 

兵庫県 

姫路市 

 

野崎信雄氏 

(国宝姫路城大天守保

存修理元総合所長) 

時の航路を繋ぐ  
瀬戸内の島 家島にた
どる時代の足跡 

明珍火箸風鈴 

97 
冬号 

（１２月２０日） 

三重県 

津市・伊勢市 

千種清美氏 

(文筆家) 

名松線 時の旅  
ローカル線に乗って
伊勢本街道の宿場町
へ 

しめ縄 

 

（２）内容の一部改訂                   

    地域の活動と人を紹介するコーナー「発信！わがまち  

地域をもっと元気に豊かに！」をVOL95夏号から新設。 

夏号：上市まちづくりの会リターンズと三奇楼(吉野町) 

秋号：船場・城西の会（姫路市） 

  冬号：一身田寺内町ほっとガイド会（津市） 

   

  

・名 称 「斑鳩で木の匠になろう２」      ・開催日 平成３１年３月１６日（土） 

・場 所  斑鳩町ｉセンター多目的ホール    ・参加者 ２４名 （小中学生 １０名と保護者） 

・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」「温か

み」など、「木のよさ」「木の重要性」を再発見していただく。 
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（３）会員誌の有効活用 

閲覧誌として多くの方々の目に触れるよう、公共図書館や関係団体の文化施設等

に寄贈した。 

※配架状況（平成３１年３月３１日現在） 

・５０自治体１９７館２１６冊 

・３企業１２０施設 

 （詳細は後述、参考資料① Ｐ.３５～３６参照） 

２．イベント 

◇イベント開催実績 

既存会員向け、新規会員獲得のためのお試し企画など年齢層、居住地域も考慮し

た各種イベントを実施した。 

 

（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 7日

（土） 

中山道・宿場めぐり「一里塚のある守

山宿と東海道の分岐点・草津宿」① 

滋賀県 

守山市 

草津市 

川端美臣氏（中山道守山宿歴

史文化保存会会長） 

八杉淳氏（草津宿街道交流館

館長） 

３８名 

4月 15日

（日） 

中山道・宿場めぐり「一里塚のある守

山宿と東海道の分岐点・草津宿」② 

 

同上 同上 ２７名 

5月 13日

（日） 

歩いてたどる歴史街道の旅 

 ～京街道シリーズ～ 

 第３弾 枚方宿と淀川下りの旅 

大阪府 

枚方市 

織田良一氏 

（歴史街道ボランティア 

スタッフ） 

５６名 

9月 8日

（土） 

 

大淀のかくれた古仏をたずねる 
奈良県 

大淀町 

松田度氏 

（大淀町教育委員会学芸員） ２９名 

11月 11日

（日） 

 

播磨灘に浮かぶ離島 家島へ！ 
兵庫県 

姫路市 

 

家島観光案内ガイド ４１名 

12月 1日

（土） 

 

歩いてたどる歴史街道の旅 

 ～京街道シリーズ～ 

 第４弾 樟葉から淀宿へ 

大阪府 

枚方市 

京都府 

八幡市 

京都市 

 

織田良一氏 

（歴史街道ボランティア 

スタッフ） 

４４名 

 

（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 

5月 26日

（土） 

万葉・徳川ゆかりの地 

雑賀崎から和歌の浦へ 絶景をめぐる 
和歌山市 和歌山市語り部クラブ ２５名 

8月 9日

（木） 

京の夏の旅：文化財特別公開「京のお

屋敷」 
京都市 京都 SKYガイドほか ３４名 

9月 1日

（土） 

植治次期十二代小川勝章氏とめぐる お

庭 

京都市 

大津市 
小川勝章氏（植治次期十二代） ３５名 

11月 25日

（日） 

古事記ゆかりの地を巡る 第４弾 

ヤマトタケルを偲ぶ 

米原市 

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） 
３０名 

2月 5日

（火） 

2月 9日

（土） 

京の冬の旅：文化財特別公開「京都に

みる日本の絵画～近世から現代～」 
京都市 京都 SKYガイドほか ６５名 
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3月 6日

（水） 

国宝 高田本山専修寺と津の歴史をたど

る旅 
津市 

一身田寺内町ほっとガイド会 

谷川士清史跡めぐり 

ボランティアガイド 

３２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   参加人数 

３４ 
5月 20日

（日） 

超視覚・山辺の道「三輪王家の幹

線道路をたどるⅡ」 

奈良県 

天理市 

村田正博氏 

（大阪市立大学名誉教授） 
３６名 

３５ 
10月 15日

（月） 
第六感 謎の「石山」探訪 

滋賀県 

大津市 

榎村寛之氏 

（斎宮歴史博物館学芸普及

課長） 

２４名 

３６ 
10月 31日

（水） 
高野山金剛三昧院で学ぶ阿字観修法 

  和歌山県 

  高野町 

久利康暢師 

（金剛三昧院住職） 
１９名 

３７ 
3月 20日

（水） 

薬草の里 宇陀で 

薬草を学び薬草を食す 

   奈良県 

宇陀市 

辻本宗久氏 

（宇陀市教育委員会文化財

課主任） 

４０名 

 

（４）講演会 開催場所：近鉄文化サロン阿倍野 

実施日 イベント内容   参加人数 

5月 19日

（土） 

あべのハルカス美術館特別講座 

「錦絵誕生 鈴木春信の世界」特別セミナー 

※近畿文化会、近鉄文化サロン共催 

藤村忠範氏（あべのハルカス

美術館主任学芸員） 
４７名 

10月 4日

（木） 

あべのハルカス美術館 

展覧会「太陽の塔」特別講座「岡本太郎と太陽の

塔」※近畿文化会、近鉄文化サロン共催 

新谷式子氏（あべのハルカス

美術館学芸員） 
４１名 

2月 17日

（日） 

あべのハルカス美術館 

「驚異の超絶技巧！明治工芸から現代アートへ」

展 特別講座「時代を超えた奇跡の手わざ～明治

から現代へ～」 ※近鉄文化サロン共催 

浅川真紀氏（あべのハルカス

美術館主任学芸員） 
２３名 

 

（５）伝統芸能鑑賞会 

実施日 イ ベ ン ト 内 容 講  師 参加人数 

1月 19日

（土） 

新春文楽鑑賞会 舞台と大道具製作室の見学 

※近畿文化会共催 

岡本義秀氏（関西舞台株式会

社 代表取締役） 
３２名 

 

（６）海外特別企画 

期  間 イ ベ ン ト 内 容 参加人数 

10月 4日（木）～11日（木） 

海外特別企画第２３弾 

中世ヨーロッパの薫り漂うまち  

チェコの世界遺産をめぐる８日間 

１２名 

 

（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 21日

（土） 
熊野速玉大社の古神宝 関根俊一氏（奈良大学教授） ３４名 

5月 19日

（土） 

和室の歴史を見直す 

－畳と床の間の魅力－ 

矢ヶ崎善太郎氏 

（京都工芸繊維大学准教授） 
３９名 

6月 16日

（土） 
大和の知られざる夏祭り 

武藤康弘氏（奈良女子大学教

授） 
３０名 
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7月 21日

（土） 
百舌鳥・古市古墳群を東西で結ぶ 

一瀬和夫氏（京都橘大学教

授） 
７３名 

8月 18日

（土） 
御創建 1250 年 春日大社の秘儀 花山院弘匡氏（春日大社宮司) ６２名 

9月 15日

（土） 

砲台跡から迫る幕末の大阪湾防衛 

―幕末・維新１５０年記念 
来村多加史氏(阪南大学教授) ５３名 

10月 20日

（土） 

日本人の巡礼センター「伊勢」 

―参宮を支えた御師（おんし）たち― 

岡田 登氏 

(皇學館大学名誉教授)  
３２名 

11月 17日

（土） 
移住者から渡来人へ 

猪熊兼勝氏 

(京都橘大学名誉教授) 
６８名 

12 月 15 日

（土） 

聖武天皇 悲願とそのゆくえ 

―大伴家持「久迩京賛歌」をめぐって― 

村田正博氏 

(大阪市立大学名誉教授) 
７４名 

1月 12日

（土） 
松永久秀の実像とその城郭の謎を解く 

天野忠幸氏 

（天理大学准教授 ） 
６２名 

2月 16日

（土） 

陰陽師ムラとその起源 －近世・畿内の陰陽道集

団の過去への遡及－ 

秋山浩三氏（大阪府立弥生文

化博物館副館長） 
６５名 

3月 16日

（土） 

大化改新  

～隠された真の目的を解き明かす～ 

瀧浪貞子氏 

（京都女子大学名誉教授） 
９６名 

 

（８）首都圏企画 

実施日 イ ベ ン ト 内 容 講  師 参加人数 

8月４日

（土） 

東京・奈良まほろば館セミナー 

「弘法大師空海と吉野～若き空海は吉野で修行を

していた！～」     ※奈良まほろば館共催 

松田度氏 

（大淀町教育委員会学芸員） 
７１名 

12月 22日

（土） 

歌舞伎鑑賞会＠国立劇場 

芸能研究家 北潟喜久氏による解説付 

北潟喜久氏 

（芸能研究家） 
４２名 

3月 23日

（土） 

東京ウォーク第９弾 

下町の風情を残す 歴史と情緒あふれる谷根千を 

歩く 

東京シティガイドクラブ ３６名 

 

３．会員増強 

（１）平成３０年度入会促進キャンペーン（１０月１日～２月２８日） 

①入会金無料キャンペーン 

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５万部作成し、歴史街道 iセンター、主要駅、協議会会員団体の受付

等で配布。期間中３６３名入会（前年比 51％増） 

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。２２名応募（前年同数） 

  特別賛助会員の会費の一部を奈良文化財研究所に寄付。 

   

（２）各種媒体での会員募集 

・一般社団法人中高年齢者雇用福祉協会「ないすらいふの会」入会特約継続 

・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（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 
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・ＴＯＫＫ（阪急電鉄）、近鉄ニュース（近鉄）への掲載 

 

（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）イベント会場における入会受付 

・５私鉄リレーウォーク 

・京阪フォーラム 

 

４．ボランティアスタッフ 

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（２３名） 

・定例会議の実施  

４月１８日（水）、７月１８日（水）、１０月１７日（水）、１月１６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「ぶらり！歴史旅」③「鉄道廃線フォーラム」 

④「歴史街道脇本陣」⑤「旅カフェ・まちあるき」 

⑥「歴史体感ウォーキング・峠を越えて」 

 

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（今年度１１本発信） 

③歴史街道情報交換会【歴史街道市町村共同事業】 

 平成３１年３月７日（木） なんばスカイオで開催 

 ・講話「なんばスカイオについて」 

   藤原 岳典様（南海電気鉄道株式会社 ＰＭ事業部 課長） 

 ・プレゼンテーション 

 ・情報交換 

  自治体７団体１３名、マスコミ・旅行関連企業等１５団体２６名 

 

（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６，５００件） 

②月刊「歴史街道」における記事掲載（共同事業参加市町村を優先的に掲出） 
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③朝日放送「歴史街道スペシャル」放映に対する協力 

・「歴史街道スペシャル 京の札所めぐり～西国巡礼 1300年～」 

・放送日時 １０月６日(土)１５：５５ ～ １６：２５ 

④ＣＡＴＶ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） 

掲載号 ロマンへの扉 -見開き２頁- 協議会告知 –１頁- 

４月号 三木城跡（兵庫県三木市） 飛鳥～奈良～京都連携事業 

５月号 大神神社（奈良県桜井市） 飛鳥～奈良～京都連携事業 

６月号 千利休（大阪府堺市） 
日本文化体感プログラム 

歴史街道倶楽部 

７月号 竜田川（奈良県斑鳩町） 
YouTube 映像「旅の星」 

歴史街道倶楽部 

８月号 久米田池（大阪府岸和田市） 
日本文化体感プログラム 

歴史街道倶楽部 

９月号 中山寺（兵庫県宝塚市） 
YouTube 映像「旅の星」 

歴史街道倶楽部 

10月号 石山寺（滋賀県大津市） 
観光ガイド秋季案内 

関西５私鉄あの町！この町！スタンプラリー 

11月号 大阪市中央公会堂（大阪市） 
関西５私鉄 

あの町！この町！スタンプラリー 

12月号 神戸文学館（兵庫県神戸市） 歴史街道倶楽部 

１月号 京丹後市・間人（京都府京丹後市） 
YouTube 映像「旅の星」 

歴史街道倶楽部 

２月号 生野銀山（兵庫県朝来市） 日本文化体感プログラム 

３月号 伊勢河崎（三重県伊勢市） 
YouTube 映像「旅の星」 

歴史街道倶楽部 

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 253 回 「西神戸に残る名刹を巡る」 

4／16～30 伊賀上野ケーブルテレビ 第 254 回 「藤堂藩を裏で支えた無足人」 

5／ 1～15 ＺＴＶ 第 255 回 「鳥羽市の離島 菅島を巡る」 

5／16～31 全関西ケーブルテレビジョン 第 256 回 「丹後に蘇る古代稲」 

6／ 1～15 ベイコミュニケーションズ 第 257 回 「戦略上の要地 富松城」 

6／16～30 テレビ岸和田 第 258 回 「和泉葛城山の峠道」 

7／ 1～15 洛西ケーブルビジョン 
第 259 回 「日本の未来を決めた一戦 鳥羽・伏見の

戦い」 

7／16～31 アドバンスコープ 第 260 回 「竹と名張の暮らし」 

8／ 1～15 BAN-BANネットワークス 
第 261 回 「１７００年続く石の文化 竜山

石」 

8／16～31 近鉄ケーブルネットワーク 
第 262 回 「日本人と祈り 京都・奈良・飛鳥の

旅」 

9／ 1～15 姫路ケーブルテレビ 第 263 回 「姫路に眠る古代ロマン」 
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⑤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 

掲載号 人間往来 あみま倶楽部掲示板 

４月号 歴史街道倶楽部 歴史・文化セミナー「熊野速玉大社の古神宝」 

５月号 歴史街道倶楽部 あべのハルカス美術館展覧会特別講座「錦絵

誕生 鈴木春信の世界」 

６月号 歴史街道倶楽部 地域連携リレー講座 

「三輪素麺を食し、歴史を学ぶ」 

７月号 YouTube「旅の星」 五感で体感！日本文化シリーズ 

「第六感謎の『石山』探訪」 

８月号 歴史街道倶楽部 歴史のまちウォーク 

「大淀のかくれた古仏をたずねる」 

９月号 歴史街道倶楽部 紀伊山地三霊場フォーラム 

「未来につなぐ熊野の魅力」 

10月号 地域連携ﾘﾚｰ講座 

和食の歴史でめぐる 

飛鳥～奈良～京都 

五感で体感！日本文化シリーズ 

「高野山金剛三昧院で学ぶ阿字観修法」 

11月号 歴史街道倶楽部 歩いてたどる歴史街道の旅 

京街道シリーズ第４弾樟葉から淀宿へ 

9／16～30 ジュピターテレコム 第 264 回 「織姫伝説ゆかりの地」 

10/1～15 伊賀上野ケーブルテレビ 第 265 回 「旅する伊賀の人々」 

10/16～31 ＺＴＶ 
第 266 回 「高田本山専修寺」～国宝指定から

１年～ 

11/1～15 全関西ケーブルテレビジョン 
第 267 回 「歴史ある花寺 如意寺」～京丹後

市久美浜町～ 

11/16～30 ベイ・コミュニケーションズ 第 268 回 「行基生誕 1350 年」～行基と伊丹～ 

12/1～15 テレビ岸和田 
第 269 回 「地域の歴史案内人」～岸和田ボラ

ンティアガイド～ 

12/16～31 洛西ケーブルビジョン 第 270 回 「元号で巡る京の旅」 

1/1～15 アドバンスコープ 
第 271 回 「新田開発と共に歩む」～真性寺の

初午祭～ 

1/16～31 BAN－BANネットワークス 
第 272 回 「田畑に命の水を」～大庄屋・今里

伝兵衛の挑戦～ 

2/1～15 近鉄ケーブルネットワーク 
第 273 回 「愛され続けて１００周年・生駒ケ

ーブル」 

2/16～28 姫路ケーブルテレビ 第 274 回 「馬走り人にぎわう交通結節点・姫路」 

3/1～15 

 
ジュピターテレコム 第 275 回 「関西有数の鉱山跡 多田銀銅山遺跡」 

3/16～31 伊賀上野ケーブルテレビ 第 276 回 「伊賀で行われた三つの博覧会 
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12月号 歴史街道倶楽部 伊勢神宮奉納餅つきと年越し餅贈呈行事 

１月号 歴史街道倶楽部 飛鳥史学文学講座 やまと・あすか・まほろば塾 

２月号 YouTube「旅の星」 五感で体感！日本文化シリーズ 

「薬草の里 宇陀で薬草を学び薬草を食す」 

３月号 YouTube「旅の星」 歴史・文化セミナー 

「明治から昭和にかけての関西名作ホテルの探究」 

 

ⅱ．阪急ＴＯＫＫ等（共同事業参加市町村の優先的掲出） 

 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 宝塚市  天然宝塚温泉ナチュールスパ宝塚 

５月１日号 京都市  京都一周トレイル 

６月１日号 吹田市  吹田市立博物館＆多摩歴史ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

７月１日号 箕面市  ｻﾏｰﾌｪｽﾀ箕面公園 2018 

８月１日号 西宮市  西宮市立郷土資料館 八十塚古墳群の時代 

９月１日号 事務局  歴史文化遺産フォーラム 

10月１日号 大山崎町 大山崎町歴史資料館 行基と山崎院 

11月１日号 高槻市 
市立今城塚古代歴史館・しろあと歴史館合同特別展 

「藤原鎌足と阿武山古墳」 

12月１日号 吹田市 西国街道リレートーク名所図会でたどる西国街道 

１月１日号 猪名川町  多田銀銅山悠久の館「秀吉と多田銀銅山」 

２月１日号 尼崎市  尼崎城・寺町 

３月１日号 茨木市 掘りたてホヤホヤ―発掘速報展いばらき 2018 

 

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 

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 

 

⑥歴史街道ｉセンター（情報発信拠点４２箇所）での掲出 

 

（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 

７８団体掲載中（平成３１年３月３１日現在） 

・詳細は後述、参考資料②Ｐ.３６～３７参照 

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。 

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。 
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※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 

 ・共同事業参加市町村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歴史街道ｉセンター等における配 

布協力など広報効果を増やした。 

 目標件数１２０件、前年度比１．５倍 

 最終件数１０９件 前年度比１．４倍 

 

（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 

現状調査を実施し、メンテナンス方法等の検討を行った。 

・調査結果は後述、参考資料③、④Ｐ.３８参照 

 

２．広報ツールの強化 

（１）協議会ホームページを見やすくわかりやすくするため、全面改訂を行った。 

平成３１年３月１８日（月）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）を配信。 

Vol.49 「京都・伏見 名水めぐり」 

Vol.50 「世界遺産 紀伊山地の霊場と参詣道 熊野本宮大社と熊野古道・雲取越」 

 

（３）デジタルネットワーク型広報の強化 

・Facebook（「いいね！」約１５、０００件）、Instagram（インスタグラム）、 

メールマガジンの継続 
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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、平成３０年度下記事業の業務を獲得した。 

また、２０１９年度日本万国博覧会記念基金助成金、２０１９年度子どもゆめ基金助

成金（２本）に応募した。 

（日本万国博覧会記念基金、子どもゆめ基金（１本）の助成金交付決定） 

 

 

１．受託事業 

 

２．助成金事業 

 

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

に取り組んだ。 

・平成３０年５月末にプロパースタッフ１名が定年退職を迎え、再雇用契約を行っ

た。 

 

（２）会議体運営 

①総会・理事会 

６月１日（金） 於：大阪大学中之島センター 

平成２９年度事業報告・収支決算（案） 

平成３０年度事業計画・収支予算（案） 

第９期中期計画（案） 

協議会規約の一部改正（案） 

役員退任に伴う役員の選出（案）を審議、承認された。 

 委 託 者 事業内容 

(１) 特定非営利活動法人 五環生活 

電動アシスト自転車走行ネットワークシステム構
築の可能性についての検討を実施するため、勉強
会・意見交換会の開催と調査データの整理および
報告書の作成 

(２) 株式会社ワコール 
同社が開催しているワコールスタディホール京都
において日本文化体感プログラムを実施 

（３） 一般社団法人 輪の国びわ湖 
サイクリストに対するサポート水準向上に向けた
説明会・情報交換会に関わる事業 

 助成団体 事業内容 

(１) 
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 

「企業家に学ぼう！まちを探検 今・むかし」と
題し、大阪に残る明治の偉人の足跡を、家族でチ
ームを組みながらたどるプログラムを企画。 
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②幹事会 

５月１５日（火） 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（火） 於：大阪大学中之島センター 

平成２９年度事業報告・収支決算（案） 

平成３０年度事業計画・収支予算（案） 

第９期中期計画（案） 

会員団体からのＰＲ（岸和田市、斑鳩町） 

 

第２回 ９月２６日（水） 於：大阪大学中之島センター 

平成３０年度事業進捗状況 

会員団体からのＰＲ（八幡市、堺市、藤井寺市、斑鳩町、 

朝日放送グループホールディングス株式会社） 

勉強会 

１.文化庁の京都移転と新たな取組み 

    文化庁 地域文化創生本部事務局 

総括・政策研究グループ 調査役 山口 憲二郎氏 

２.歴史街道推進協議会と世界文化遺産連携会議との連携について 

        歴史街道推進協議会 ネットワーク企画部長 井戸 智樹 

 

第３回 ２月２０日（水） 於：大阪大学中之島センター 

平成３０年度事業進捗状況 

平成３１年度事業計画 

会員団体からのＰＲ（堺市、斑鳩町、大阪ガス株式会社、 

阪神電気鉄道株式会社） 

勉強会 

１．歴史まちづくりの推進について 

国土交通省 近畿地方整備局 建政部 計画管理課長 石川 雄基氏 

２．百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向けた取組み 

百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議 

事務局職員（大阪府教育庁文化財保護課主任専門員）福田 英人氏 

 

２.会員維持・増強及び会員との交流機会の拡大 

（１）法人会員の拡大に取り組んだ。 

入会：小学館 広告局、株式会社阪急交通社 

 

（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った。 

・勉強会は、第２回、第３回全体会議の中で開催。 

・現地見学会 １月１７日（木） 

テーマ：「尼崎市における拠点整備と観光への取り組みについて」 

参 加：１０団体１４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

取り組みを行った。 

・２０１８年度子どもゆめ基金助成金の交付を受け、大阪企業家ミュージアムと

共同で、「企業家に学ぼう！まちを探検 今・むかし」と題し、小学校高学年を

対象に、大阪に残る明治の偉人の足跡を、家族でチームを組みながらたどるプ

ログラムを企画、実施。 

・２０１９年度子どもゆめ基金助成金の申請。（１本交付決定、１本不採択） 

・２０１９年度日本万国博覧会記念基金助成金の申請。（交付決定） 

・２０１９年度公益財団法人中島記念国際交流財団助成による留学生地域交流事

業の助成金の申請。 

・世界遺産地域連携会議が申請する世界遺産地域活性化予算（文化庁）への協

力。 

 

（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３０年７月３日（火）～２９日（日） 

大阪府立中央図書館と「時代の節目に考える日本らしさ～その「時」・「場

所」・「人」で歴史は動いた」をテーマとした講演会と展示会を共催。 

・平成３０年９月１日（土） 

関西広域連合、文化庁地域文化創生本部との共催事業として、講演会「関西 

の私たちは歴史の節目に何をすべきか」を開催。 

・平成３０年９月５日（水） 

紀伊山地三霊場会議の主催するフォーラムを共催。（台風２１号のため中止） 

・平成３０年１１月１３日（火） 

神仏霊場会１０周年記念フォーラム「神と仏は同坐する－神仏巡礼」を共催。 

 

（３）「企画提案型事業」の会員企業等への提案 

・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した。 

  



 

- 28 - 

 

・平成３０年１２月１２日（水） 

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

共催で実施。 

・同本部の「通訳案内士スキルアップ研修事業」にて、１コマ(２時間)の講義

を２月２０日（水）に担当。 

 

（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。 

・平成３０年９月１日（土） 

関西広域連合､文化庁地域文化創生本部との共催事業として､講演会「関西 

の私たちは歴史の節目に何をすべきか」を開催。 
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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 38,928,324 37,245,502 1,682,822
　　立　　　　替　　　　 金 0 0 0
　　未　　　　収　　　　 金 2,754,305 3,971,699 △ 1,217,394
　　仮　　　　払　　　　 金 0 0 0
　　前　　　　払　　　　 金 736,821 607,821 129,000
　　　　流動資産合計 42,419,450 41,825,022 594,428
　２．固定資産
　　(1)特定資産
　　　退 職 給 付 引 当 資 産 6,742,767 30,272,767 △ 23,530,000
　　特定資産合計 6,742,767 30,272,767 △ 23,530,000
　　(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 11,451,467 34,981,467 △ 23,530,000
　   　資産合計 53,870,917 76,806,489 △ 22,935,572
Ⅱ．負債の部
　１．流動負債
     未　　　払　　　金 4,176,727 1,962,675 2,214,052
　　 前　　　受　　　金 97,500 108,000 △ 10,500
     預　　　り　　　 金 544,338 808,971 △ 264,633
     仮　　 受 　　 金 0 0 0
        流動負債合計 4,818,565 2,879,646 1,938,919
　２．固定負債
　　　退 職 給 付 引 当 金 10,433,334 37,141,176 △ 26,707,842
        固定負債合計 10,433,334 37,141,176 △ 26,707,842
　　　　負債合計 15,251,899 40,020,822 △ 24,768,923
Ⅲ．正味財産の部
   一般正味財産
　　　正味財産合計 38,619,018 36,785,667 1,833,351
　（うち特定資産への充当額） 6,742,767 30,272,767 △ 23,530,000
　　　  負債及び正味財産合計 53,870,917 76,806,489 △ 22,935,572

貸借対照表
（平成３１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 1,842 2,311 △ 469
　　②会　　　費　 　　収 　　入 51,411,821 50,349,452 1,062,369
　　　　会費収入 33,830,000 34,360,000 △ 530,000
　　　　個人会員会費収入 17,581,821 15,989,452 1,592,369
　　③事　　　業　　　収　　　入　 1,000,581 1,820,465 △ 819,884
　　　　受託事業収入 1,000,581 1,820,465 △ 819,884
　　④負　　担　　金　　収　　入 19,400,000 20,595,000 △ 1,195,000
　　　　広報協力金収入 16,750,000 17,245,000 △ 495,000
　　　　共同イベント負担金収入 2,650,000 3,350,000 △ 700,000
　　⑤雑　　　　　 収　　　　　 入 4,285,931 5,565,642 △ 1,279,711
　　経常収益計 76,100,175 78,332,870 △ 2,232,695
　(2)経常費用
　　①事　  業　  費　　支　　出 49,281,701 51,360,638 △ 2,078,937
　　　　会　　　　議　　 　費 896,220 758,412 137,808
　　　　要　望　活　動 　費 29,540 0 29,540
　　　　広　　　　報　 　　費　 33,535,586 34,883,075 △ 1,347,489
　　　　給　　料　　手 　 当 11,373,183 12,040,000 △ 666,817
　　　　退  職  給 付 費 用 355,511 607,764 △ 252,253
　　　　福　利　厚　生 　費 2,290,131 2,548,685 △ 258,554
　　　　旅　費　交　通　 費 801,530 522,702 278,828
　　②管　　理　　費　　支　　出 24,985,123 25,941,488 △ 956,365
　　　　給　　料　　手　　当 7,516,668 8,200,000 △ 683,332
　　　　退  職  給 付 費 用 466,647 506,471 △ 39,824
　　　　福　利　 厚　生　費 2,042,866 1,759,630 283,236
　　　　旅　費　 交　通　費 770,391 811,050 △ 40,659
　　　　通　　　　信　 　　費 1,050,093 1,336,196 △ 286,103
　　　　消　　耗　　品　　費 4,829,179 4,815,340 13,839
　　　　賃　　　　借　　　料 6,917,560 6,848,434 69,126
　　　　水　道　光　熱 　費 274,384 283,592 △ 9,208
　　　　租　　税　　公  　課 552,900 576,500 △ 23,600
　　　　事　　務　　雑　　費 564,435 804,275 △ 239,840
    経常費用計 74,266,824 77,302,126 △ 3,035,302
　　　当期経常増減額 1,833,351 1,030,744 802,607
　　　　当期一般正味財産増減額
　　　　一般正味財産期首残高 36,785,667 35,754,923 1,030,744
　　　　一般正味財産期末残高 38,619,018 36,785,667 1,833,351
Ⅱ．正味財産期末残高 38,619,018 36,785,667 1,833,351

平成３０年度正味財産増減計算書
平成３０年４月１日から平成３１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 38,928,324
        現金手許有高 247,798
　　　　普　通　預　金 19,466,038
　　　　　　　　　　　三菱東京ＵＦＪ銀行中之島支店 7,344,450
　　　　　　　　　　　三井住友銀行大阪本店営業部 3,792,559
　　　　　　　　　　　りそな銀行堂島支店 3,949,182
　　　　　　　　　　　南都銀行大阪支店 4,379,847
　　　　郵便振替　中之島ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ内郵便局 9,179,700
　　　　　　　　　　　歴史街道倶楽部 4,124,711
　　　　　　　　　　　倶楽部事務局 4,595,336
　　　　　　　　　　　協議会 459,653
　　　 定　期　預　金 10,034,788
　　　 未   収   金　 2,754,305
        前　払　 金 736,821
　　　 立　替　　金 0
　　　 仮　 払 　金 0
　　　 流動資産合計 42,419,450
　２．固定資産
　　(1)特定資産
　　　退 職 給 付 引 当 資 産 6,742,767
　　特定資産合計 6,742,767
　　(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 11,451,467
　　資産合計 53,870,917
Ⅱ．負債の部
　１．流動負債
      未払金　　 4,176,727
　　　前受金 97,500
      仮受金 0
　    預り金　　　 544,338
           所得税 189,269
　　　　　雇用保険 186,772
　　　　　健康保険 50,058
　　　　　厚生年金 89,944
　　　　　介護保険 8,295
　　　　　その他 20,000
        流動負債合計 4,818,565
　2．固定負債
　　　　退職給付引当金 10,433,334
　　　　固定負債合計 10,433,334
　　　　負債合計 15,251,899
　　　　　 正味財産 38,619,018

金　　　　　　額

財産目録
（平成３１年３月３１日現在）
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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 30,272,767 4,000,000 27,530,000 6,742,767

　　　　　３．特定資産の財源等の内訳

科目 期末残高 うち一般正味財産充当額 うち負債に対応する額

退職給付引当資産 6,742,767 0 6,742,767

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 1,842 158
　　②会　　　費　 　　収 　　入 51,050,000 51,411,821 △ 361,821
　　　　会費収入 34,030,000 33,830,000 200,000
　　　　個人会員会費収入 17,020,000 17,581,821 △ 561,821
　　③事　　　業　　　収　　　入　 1,500,000 1,000,581 499,419
　　　　受託事業収入 1,500,000 1,000,581 499,419
　　④負　　担　　金　　収　　入 19,400,000 19,400,000 0
　　　　広報協力金収入 16,750,000 16,750,000 0
　　　　共同イベント負担金収入 2,650,000 2,650,000 0
　　⑤雑　　　　　 収　　　　　 入 5,668,000 4,285,931 1,382,069
　　事業活動収入計 77,620,000 76,100,175 1,519,825
　２．事業活動支出
　　①事　  業　  費　　支　　出 52,630,000 48,926,190 3,703,810
　　　　会　　　　議　　 　費 1,000,000 896,220 103,780
　　　　要　望　活　動 　費 50,000 29,540 20,460
　　　　広　　　　報　 　　費　 36,700,000 33,535,586 3,164,414
　　　　給　　料　　手 　 当 11,550,000 11,373,183 176,817
　　　　福　利　厚　生 　費 2,490,000 2,290,131 199,869
　　　　旅　費　交　通　 費 840,000 801,530 38,470
　　②管　　理　　費　　支　　出 24,720,000 24,518,476 201,524
　　　　給　　料　　手　　当 7,520,000 7,516,668 3,332
　　　　福　利　 厚　生　費 1,770,000 2,042,866 △ 272,866
　　　　旅　費　 交　通　費 770,000 770,391 △ 391
　　　　通　　　　信　 　　費 1,300,000 1,050,093 249,907
　　　　消　　耗　　品　　費 5,010,000 4,829,179 180,821
　　　　交　　　　際　　 　費 0 0 0
　　　　新　聞　図　書 　費 0 0 0
　　　　賃　　　　借　　　料 6,920,000 6,917,560 2,440
　　　　水　道　光　熱 　費 280,000 274,384 5,616
　　　　租　　税　　公  　課 580,000 552,900 27,100
　　　　事　　務　　雑　　費 570,000 564,435 5,565
　　事業活動支出計 77,350,000 73,444,666 3,905,334
　　事業活動収支差額 270,000 2,655,509 △ 2,385,509

Ⅱ．投資活動収支の部
　　①投資活動支出 4,000,000 4,000,000 0
　　　退職給付引当資産取得支出 4,000,000 4,000,000 0
　　投資活動支出計 4,000,000 4,000,000 0
　　投資活動収支差額 △ 4,000,000 △ 4,000,000 0

Ⅲ．予備費支出 35,215,376 0 35,215,376
　　当期収支差額 △ 38,945,376 △ 1,344,491 △ 37,600,885
　　前期繰越収支差額 38,945,376 38,945,376 0
　　次期繰越収支差額 0 37,600,885 △ 37,600,885

平成３０年度収支計算書
平成３０年４月１日から平成３１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 37,245,502 38,928,324
未収金 3,971,699 2,754,305
前払金 607,821 736,821
立替金 0 0
仮払金 0 0

計 41,825,022 42,419,450
未払金 1,962,675 4,176,727
前受金 108,000 97,500
仮受金 0 0
預り金 808,971 544,338

計 2,879,646 4,818,565
次期繰越収支差額 38,945,376 37,600,885

　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 

 
 

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
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参考資料① 図書館配架状況 No.２   会員団体への配架状況 

 

図書館配架不可先 

 

 

参考資料② 会員団体ＨＰへの協議会ロゴの掲出 

 
 

 

通番 自治体 通番 図書館名 冊数 通番 冊数
42 大淀町 185 町立図書館 1 1 10
43 明日香村 186 図書室（中央公民館 分館 2階） 1 2 10
44 天川村 187 天川村洞川地区公民館図書室 1 3 150

188 葛城市立新庄図書館 1 170
189 葛城市立當麻図書館 1
190 和歌山県立図書館 1 配架総数 386
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

自治体　冊数合計 216

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 通番 図書館名
51 三重県 1 三重県立図書館
52 津市 2 津図書館他
53 大津市 3 大津市立図書館(本館)他
54 京都市 4 京都市中央図書館他
55 大和郡山市 5 大和郡山市立図書館他
56 天理市 6 図書館
57 那智勝浦町 7 那智勝浦町立図書館
58 徳島県 8 徳島県立図書館
59 御杖村 9 御杖村教育委員会

配架不可理由
地域性を勘案し当図書館は見送るとの判断。
　　　　〃

配架場所がない
配架場所がない

配架場所がない
　　　　〃
　　　　〃
スペースがなく取扱不可。スペースができれば連絡する。
現在新規受付していない

通番 組織 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 伊勢市 http://www.city.ise.mie.jp/1709.htm
3 3 伊賀市 https://www.city.iga.lg.jp/0000000687.html
4 4 大津市 http://www.city.otsu.lg.jp/kanko/spot/1390660353454.html
5 5 城陽市 http://www.city.joyo.kyoto.jp/0000000667.html
6 6 木津川市 http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/1,970,html

7 7 三木市 http://www.mikishi-kankou.com/
8 8 猪名川町 http://www.town.inagawa.lg.jp/kanko/rekishi/rekishikaidou/1416381411983.html

9 9 奈良県 http://www.pref.nara.jp/1235.htm
10 10 桜井市 http://www.city.sakurai.lg.jp/kanko/1396141127534.html
11 11 明日香村 https://asukamura.jp/links/link.html
12 12 箕面市（箕面公園） http://www.mino-park.jp/
13 13 滋賀県 http://www.pref.shiga.lg.jp/kurashi/bunka/
14 14 津市 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000005575/
15 15 高槻市 http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/sougou/eigyouko/We
16 16 兵庫県 https://web.pref.hyogo.lg.jp/link/other.html
17 17 橿原市 http://www.city.kashihara.nara.jp/koho/link/kakusyu.html
18 18 斑鳩町 http://www.town.ikaruga.nara.jp/site_policy/0000000008.html
19 19 吉野町 http://www.town.yoshino.nara.jp/link/kanko/
20 20 和歌山県 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020100/jimubunsyo/jimubunsyo.html

21 21 那智勝浦町 http://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/forms/info/info.aspx?info_id=9539
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通番 組織 通番 団体名 リンク先
22 22 宇陀市 http://www.city.uda.nara.jp/kouhoujouhou/shisei/link/kanko-
23 23 藤井寺市 http://www.city.fujiidera.lg.jp/link.html
24 24 福井県 http://www.pref.fukui.jp/doc/kankou/index.html
25 25 御杖村 http://www.vill.mitsue.nara.jp/kurashi/link/index.html
26 26 尼崎市 http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/sogo_annai/link/si_kanren.html

27 27 泉佐野市 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kyoiku/bunkazaihogo/index.html

28 28 奈良市 http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1535268444174/index.html
29 29 天川村 http://www.vill.tenkawa.nara.jp/tourism/news/3694/
30 30 京都府 http://www.pref.kyoto.jp/chutan/shoukan/link2.html
31 31 十津川村 https://www.vill.totsukawa.lg.jp/link/
32 32 大和郡山市 https://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/link.html
33 33 岸和田市 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/36/
34 34 堺市 https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/kanko/index.html
35 1 八幡市（八幡市観光協会） http://www.kankou-yawata.org/
36 2 近江八幡市（近江八幡観光物産協会） https://www.omi8.com/link/

37 3 箕面市（箕面市観光協会） http://minohkankou.net/link/
38 4 信楽町観光協会 http://www.e-shigaraki.org/link/
39 5 和歌山市観光協会 http://www.wakayamakanko.com/link/
40 6 大淀町（道の駅吉野路大淀iセンター） https://yoshinoji-oyodo.com/sightseeing_link.html
41 7 彦根市（彦根観光協会） http://www.hikoneshi.com/jp/etc/link
42 8 茨木市（茨木市観光協会） http://www.ibaraki-kankou.or.jp/link/index.html
43 9 藤井寺市観光協会 http://www.fujiidera-kanko.info/link/
44 10 城陽市観光協会 http://城陽市観光協会.jp/link.htm
45 11 名張市（ 名張市観光協会） http://www.kankou-nabari.jp/
46 12 宇治市観光協会 http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp/others/link.htm
47 13 木津川市観光協会 http://www.0774.or.jp/link.html
48 14 奈良県ビジターズビューロー http://meguru.nara-kankou.or.jp/link/
49 15 天理市（天理市観光協会） http://kanko-tenri.jp/
50 16 奈良まほろば館 https://www.mahoroba-kan.jp/link.html
51 17 和田山町観光協会(朝来市） http://wadayama.jp/
52 18 西宮観光協会 https://machitabi.jp/
53 19 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/

54 20 京都市観光協会 https://www.kyokanko.or.jp/link.html
55 21 堺観光コンベンション協会 https://www.sakai-tcb.or.jp/link/
56 1 公益社団法人　関西経済連合会 http://www.kankeiren.or.jp/link/
57 2 公益財団法人　古都飛鳥保存財団 http://www.asukabito.or.jp/link.html
58 3 大阪府立近つ飛鳥博物館 http://www.chikatsu-asuka.jp/?s=link
59 4 春日大社 http://www.kasugataisha.or.jp/index.html
60 5 大阪商工会議所 http://www.osaka.cci.or.jp/oshirase/
61 6 神戸商工会議所 http://www.kobe-cci.or.jp/info/links/
62 7 奈良商工会議所 https://www.nara-cci.or.jp/link/link2.html
63 8 公益社団法人　三重県観光連盟 https://www.kankomie.or.jp/link/category_700.html#702
64 9 大阪観光局 https://osaka-info.jp/page/links-top
65 10 大阪城天守閣 https://www.osakacastle.net/link
66 11 公益財団法人　関西・大阪２１世紀協会 http://www.osaka21.or.jp/
67 12 京都商工会議所 https://www.b-
68 13 一般財団法人　関西情報センター http://www.kiis.or.jp/content/kiis/support.html
69 14 環境省  近畿地方環境事務所 http://kinki.env.go.jp/
70 15 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/
71 1 近鉄ケーブルネットワーク 株式会社 http://www.kcn.jp/user/
72 2 近鉄電気エンジニアリング 株式会社 http://www.kee-net.co.jp/
73 3 近畿日本鉄道 株式会社 http://www.kintetsu.co.jp/kanko/
74 4 株式会社 ＫＣＮ京都 http://www.kcn-kyoto.jp/main/tv/index.html
75 5 南海電気鉄道 株式会社 http://www.nankai.co.jp/link.html
76 6 阪急電鉄 株式会社 http://www.hankyu.co.jp/area_info/
77 7 阪神電気鉄道 株式会社 http://rail.hanshin.co.jp/
78 8 株式会社 南都銀行 http://www.nantokanko.jp/link-2
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参考資料③ ステッカー掲出調査結果一覧表 

 

 

参考資料④ Welcome ボード掲出調査結果一覧表 

 
 

 
 

市町村名 調査箇所 貼付箇所

京都市 122 68

大阪市（大阪城） 54 54

神戸市北野町 24 9

　〃　　有馬温泉 10 6

伊勢市 2 2

伊賀市 6 6

名張市 21 7

近江八幡市 16 4

八幡市 8 0

大山崎町 25 10

岸和田市 3 2

天理市 13 1

橿原市 95 9

桜井市 21 20

明日香村 44 13

吉野町 78 16

宇陀市 46 10

天川村 10 7

高野町 5 0

歴史街道ルートマップ 8

合計 603 252

備考

掲出駅数 掲出枚数 調査駅数 掲出駅数 掲出枚数 撤去駅数 撤去枚数 未調査駅数

1 ＪＲ西日本 25 48 25 3 3 22 45 0
2 近鉄 36 56 36 26 32 10 24 0
3 阪急 14 19 14 3 3 11 16 0
4 京阪 8 8 8 3 3 5 5 0
5 阪神 2 4 2 0 0 2 4 0
6 その他 1 1 1 0 0 1 1 0 洲本バスセンター

86 136 86 35 41 51 95 0

【掲出駅名】

1
ＪＲ西日本

3駅 加茂、伊賀上野、篠山口

2 近　鉄 近鉄日本橋、大阪上本町、近鉄下田、大和八木、八木西口、畝傍御陵前、桜井、

26駅 室生口大野、名張、美旗、五十鈴川、宇治山田、伊勢市、桃山御陵前、大久保、

西ノ京、大和郡山、天理、大阪阿部野橋、喜志、上ノ太子、古市、橿原神宮前、

飛鳥、吉野、新大宮

3
阪　急
3駅 西向日、長岡天神、三宮

4
京　阪
3駅 三条、坂本比叡山口、伏見桃山

合　計 35 駅

会社名
平成11年までに掲出 調　査　結　果（31年1月31日現在）


