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H27

計画 ■計画ど
おり進捗

■計画ど
おり進捗し
ていない

(1)歴史的風致を形成している建造物の整備と管理(保存・修理事業など)

ﾓｽﾞ-① ○国協議等 ■ □

ﾓｽﾞ-② － － ●所有者と保存修理工事にむけて協議

環-① ○売却・補償交渉 ■ □

(2)歴史と伝統を反映した人々の活動の支援

ﾓｽﾞ-③

○シンポジウム，講演会等の
開催
○古墳周辺の美化清掃につ
いての広報活動等

■ □

全-① ○報告書作成 ■ □

全-②
○継続的な育成・
支援の実施 ■ □

全-③ ○補助金交付 ■ □
●平成26年度　刃物、自転車など市内地場産業8団体に対し、本補助金を交付し、事業活動を支援した。
●平成27年度　刃物、自転車など市内地場産業8団体に対し、本補助金を交付決定した。

ボランティアガイド
　の育成・支援

百舌鳥古墳群
　整備事業

重要文化財髙林家住宅
　保存修理事業

進捗状況

堺市地域文化遺産
　活用活性化事業

●仁徳天皇陵古墳周辺の清掃活動について、プレスリリースや堺市ホームページへ情報を掲載
　　平成27年3月8日（日）、第19回清掃活動　参加者345人
　　平成27年11月1日（日）、第20回清掃活動　参加者338人
　　平成28年3月13日(日)、第21回清掃活動　参加者401人

●「百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を応援する堺市民の会」の設立
　　平成27年6月27日（土）、堺商工会議所、堺市自治連合協議会など市民が主体となって「堺市民の会」が設立され、記
念式及び記念講演会を開催（堺市総合福祉会館）　参加者390人
　　入会者数（平成28年3月現在）：約5,800（個人、企業団体）

●報告会の開催（「堺市民の会」と合同で開催）
　　平成27年9月20日（日）　（サンスクエア堺）　参加者21人
　　平成27年11月3日（祝）　（栂文化会館）　参加者33人
　　平成27年11月28日（土）　（堺市産業振興センター）　参加者36人

●地域の文化遺産普及啓発事業
●文化遺産継承事業
●地域の文化遺産記録作成・調査研究事業
●記録作成事業のうち神輿渡御祭記録作成・調査研究事業は、環濠都市区域に古くから伝わる伝統的な活動である｢神輿渡御祭｣について、
  その歴史的経緯や現在の活動の実態の記録を作成し、今後の保存伝承に繋げる。関西大学と連携し、平成２７年度は住吉祭・神輿渡御の
  資料のうち、古文書・絵画資料の調査を行い、文献資料を集成した報告書を作成した。
｢堺市地域文化遺産活性化実行委員会｣構成団体
（平成２７年度）堺こおどり保存会・船待神社神楽子供獅子踊り保存会・月洲神社神楽獅子講・美多彌神社流鏑馬保存会・堺式手織緞通技術保存協会・
上神谷地域伝統文化保存継承実行委員会

平成２７年度研修実績（予定を含む）
●堺観光ホスピタリティ・ガイド養成講座　（ボランティアガイド養成講座：１回（計１５日間）、参加人数：計１５名）
●基本研修（全体研修会　３回開催予定　参加人数：７月度１５４名　残りの２回は２・３月度に開催予定）
●その他研修（他都市等のボランティアガイドとの交流研修　参加人数：８２名、英語・中国語・韓国語の語学研修　延べ参加人数：９６名、
　 三か国語ウエルカムフレーズ　参加人数：８０名、講演会　３月２７日予定　１回　参加人数：計５００名予定）

堺市地場産業
　振興事業補助事業

進行管理総括表（H27年度事業）【③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項】

歴まち計画への記載事項

事　　業　　名

歴史的建造物
　保存修理事業

進捗状況

市民と協働した
　古墳の保存管理
　に向けた取組み

●平成２７年度は、収塚古墳前方部の形状確認のため発掘調査を実施し、現地説明会を実施した。
また、平成２８年度より着手する『史跡百舌鳥古墳群整備基本計画』の策定準備および寺山南山古墳の発掘調査に関する事前調整を行った。

●山口家住宅や清学院とともに、堺環濠都市を代表する歴史的建造物である「鉄砲鍛冶屋敷」の保存に向けた整備方針等について所有者と継続的に協議。平成27年度は所蔵
する鉄砲関係等の歴史資料の概要把握調査を実施。

⇒鉄砲鍛冶屋敷については、所蔵する歴史資料が大量であるため、平成28年度も継続して調査を実施。

資料５－２ 

基本方針①：古墳時代をはじめ、各時代に培われてきた多様な歴史・文化資源の保存と活用 

基本方針②：「もののはじまり何でも堺」に象徴される伝統の継承と振興 

収塚古墳の現地説明会 

鉄砲鍛冶屋敷 歴史資料調査の様子 

百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を応援する堺市
民の会設立記念式・記念講演会（堺市総合福祉会館） 

報告会（北区） 

市民による清掃活動の様子 

住吉祭・神輿渡御パネル

研修の様子 
（入門講座７回目） 

販路開拓イベント 地場産品の展示 研修会の開催 
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H27

計画 ■計画ど
おり進捗

■計画ど
おり進捗し
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進捗状況

進行管理総括表（H27年度事業）【③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項】

歴まち計画への記載事項

事　　業　　名
進捗状況

資料５－２ 

全-④ ○補助金交付 ■ □

全-⑤ ○ﾏｲｽﾀｰの派遣等 ■ □
●平成26年度　派遣等件数 　109件　　参加人数　2,891人
●平成27年度　派遣等件数　  84件　　参加人数　 2,433人（平成27年12月現在）

(3)歴史的風致を形成する建造物の周辺環境の向上（道路整備・修景など）

ﾓｽﾞ-④ ○整備計画案の作成等 ■ □
●履中天皇陵古墳北側において、視点場用地を取得済み。平成２７年度、履中天皇
陵古墳視点場の設計の実施（見込み）
⇒平成２８年度中に視点場整備に着手予定

ﾓｽﾞ-⑤ ○水質浄化手法の検討 ■ □

●仁徳天皇陵の水質改善に向けたシミュ―レーションの結果（井戸水と工業用水を組
み合わせた導水）を受け、工業用水の導水に向け、各関係機関と協議を行なった。
⇒仁徳天皇陵の管理者である宮内庁をはじめ、関係機関や関係部局と協議調整を行
い、連携方策や役割分担等について検討を進める。

環-②
○町家等の修景支援
○協議会活動の支援

■ □

●平成26年度　市内伝統産業事業者に対し、本補助金を22件(22名)交付し、後継者育成を支援した。
●平成27年度　市内伝統産業事業者に対し、本補助金を15件(19名)交付決定した。（平成27年12月現在）
　※平成27年度より被雇用者単位の申請から事業所単位での申請に変更。

堺市伝統産業
　後継者育成事業
　補助事業

堺市ものづくり
　マイスター制度

視点場の整備
　に関する調査検討

まちなみ再生事業

百舌鳥古墳群
水質改善事業

●平成27年度より、堺環濠都市北部地区において街なみ環境整備事業及びまちなみ修景補助制度を始動させ、協議会と連携のもと地域住民に対して歴史的なまちなみの再生及び修景補助制度について周知を図
るとともに、修景補助制度活用第一号となる町家の修景工事（看板建築の町家への復原（右写真参照））に対して補助を行った。

基本方針③：古墳や歴史的まちなみを活かした魅力ある景観の創出 

着工前 

竣 工 

販路開拓イベント 地場産品の展示 研修会の開催 

刃物技法の指導育成 染色技法の指導育成 

手描き鯉幟体験講座 手すき昆布体験講座 小学校での刃物講座 

仁徳天皇陵古墳 濠の現況 

市主体の取組み 地域住民主体の取組み

　・平成24年度 第1回歴史的なまちなみ勉強会開催

　・平成25年度 第2～4回歴史的なまちなみ勉強会開催
協議会に向けた準備会活動開始
水彩画展示及びクイズラリー開催

　・平成26年度

第5回歴史的なまちなみ勉強会開催

街なみ環境整備方針・事業計画策定
修景補助制度要綱作成

堺環濠都市北部地区町なみ再生協議会設立総会開催
協議会活動
　・協議会ニュースvol.1～4発行
　・まちなみガイドライン作成分科会開催（3回）
　・ワークショップ開催（3回）
　・町家・まちなみ写真展実施
　・まちなみ再生支援制度等アンケート実施
　・第2回総会開催
　・まちなみガイドライン作成

　・平成27年4月～ 修景補助制度周知、修景相談実施（随時） 修景補助制度周知

　・平成27年5月 第3回総会開催

　・平成27年6月 協議会ニュースvol.5発行

　・平成27年7月 費用対効果アンケート実施

　・平成27年10月 修景補助第1号物件交付決定 修景補助第1号物件修景工事開始

　・平成27年10月 協議会ニュースvol.6発行

　・平成27年10月 第1回まち歩きマップ作成ワークショップ開催

　・平成27年11月 修景相談会実施 町家・まちなみ写真展実施

　・平成27年11月 第2回まち歩きマップ作成ワークショップ開催

　・平成28年1月 第3回まち歩きマップ作成ワークショップ開催

　・平成28年1月 協議会ニュースvol.7発行

　・平成28年3月 修景補助第1号物件修景工事完了

　・平成28年3月 第4回総会開催

市主体の取組み 地域住民主体の取組み

　・平成28年3月 まち歩きマップ発行

　・平成28年4月～ 修景補助制度周知、修景相談実施（随時） 広報スペースを活用した情報発信、修景補助制度周知

■堺環濠都市北部地区における歴史的なまちなみの再生に向けた取組み

○これまでの取組み

○今後の予定
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進捗状況

進行管理総括表（H27年度事業）【③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項】

歴まち計画への記載事項

事　　業　　名
進捗状況

資料５－２ 

環-③ ○Ⅰ期工事 ■ □
●実施設計を完了した。
●第1期整備工事に着手した。（約6,000㎡）

環-④ ○設計 ■ □ ●実施設計を完了した。

環-⑤ ○宿院停留場美装化 ■ □
●平成２８年１月中旬工事竣工
●平成２８年１月３１日停留場供用開始

(4)その他の歴史的風致の維持向上に寄与する事項

環-⑥ ○Ⅰ期工事 ■ □
●実施設計を完了した。
●第1期整備工事に着手した。（宿院交差点～綾之町交差点　延長約1.6km）

ﾓｽﾞ-⑥

○インターネットによる情報
発信
○パンフレットやポスターの
作成等

■ □

ﾓｽﾞ-⑦ ○整備の実施 ■ □
●現在の周遊案内板等の整備時状況を整理し、整備方針の策定を行う。
⇒既存のサインを含めた意匠の統一
　古市古墳群とのサイン統一

ﾓｽﾞ-⑧ ○基本計画の策定 ■ □

●（仮称）百舌鳥古墳群ガイダンス施設予定地（大阪府立大学旧大仙キャンパス跡
地）に残る旧大阪女子大学校舎の解体工事が完了。
●（仮称）百舌鳥古墳群ガイダンス施設基本計画を策定。建設工事基本設計業務の
受託者選定に着手。
●新たなアクセス道路の関係地権者への事業説明を実施。
●堺市博物館内に設置の百舌鳥古墳群ガイダンスコーナーで、高精細な映像による
来訪者向けガイダンスを実施。
⇒平成31年度末の開館に向け、施設の基本設計、展示設計等を進める。また、予定
地への既存の進入路が狭小なことから、バス等の大型車も通行できるアクセス道路の
整備に向け用地取得を進める。

宿院町公園
　再整備事業

百舌鳥古墳群
　ガイダンス施設の
　整備

百舌鳥古墳群
　に関する情報発信

ザビエル公園
　再整備事業

●本市ホームページを活用し、タイムリーな情報発信をおこなった。
●報告会の開催（「堺市民の会」と合同で開催）
　　平成27年9月20日（日）　（サンスクエア堺）　参加者21人
　　平成27年11月3日（祝）　（栂文化会館）　参加者33人
　　平成27年11月28日（土）　（堺市産業振興センター）　参加者36人
●新たにPRちらしやポスターを作成し、PR効果が見込める場所に配架・掲出を行った。また、首都圏でのシンポジウムやPR
活動、南海難波駅でのPR活動など幅広く情報発信を行った。
⇒今後は百舌鳥古墳群に関心のない層に対してのPRを強化する必要がある。また、市内のみならず、府内はもとより、関
西、全国へと百舌鳥古墳群をPRする必要がある。

百舌鳥古墳群
　周辺案内板の整備

阪堺線停留場
　美装化事業

紀州街道沿道の
　景観づくり
　(阪堺線沿道の植栽帯の改善)

基本方針④：歴史の重層性により育まれた堺の都市魅力の発信と共有 

修景効果の高い場所は、1年を通して観賞できる管理水準に向上させる 

修景効果の低い場所でも、1年を通して安定した緑で通り景観を向上させる 

ザビエル公園 宿院町公園（現況） 

着工前 竣 工 

首都圏でのシンポジウム 南海難波駅でのPR活動 

百舌鳥古墳群シアター（内部） 
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進捗状況

進行管理総括表（H27年度事業）【③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項】

歴まち計画への記載事項

事　　業　　名
進捗状況
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環-⑦
○継続的に観光客向けの
案内板を改善 ■ □

●阪堺電停案内板６基および施設案内板２基について、表示内容の見直しや多言語
化表記のための改修を実施する。
＜実績（予定を含む）＞平成２７年度：８基

全-⑥
○春・秋における
文化財特別公開の実施 ■ □

●春季堺文化財特別公開　平成27年４月3日～5日
　　　　　南宗寺等25か所　来場者数16,180人(関連施設含む)

●秋季堺文化財特別公開　平成27年１１月13日～15日　　21日～24日
　　　　　鉄砲鍛冶屋敷等１１か所　45,875人（関連施設含む）

環-⑧ ■ □ ★平成２６年度　事業完了 自転車環境整備課

環-⑨
○整備の推進
（錦南宗寺線、
三宝高須線ほか）

■ □
自転車通行環境整備（自転車レーン）の整備を下記のとおり実施
●錦南宗寺線における自転車レーンの整備
　　　　平成27年度実施中0.5ｋｍ（H26年度実施済み0.5ｋｍ/計画延長1.6ｋｍ）

自転車環境整備課

環-⑩ ■ □ ★平成２６年度　事業完了

全-⑦
○小学校および中学校での
茶の湯体験の継続 ■ □

●平成２５年度は小学校９３校、中学校３２校で茶の湯体験を実施。
●平成２６年度は小学校90校、中学校３２校で茶の湯体験を実施。
●平成２７年度は例年並み。

■その他関連取組み

その他
-①

■ □
●堺山之口商店街との協働事業が、平成27年度の公募提案型協働推進事業に採択
され、商店街をはじめとした周辺地域への周遊促進に取り組んでいる。
来場者数約48万人（平成28年3月時点）

文化観光拠点整備事業

コミュニティサイクルポート
　整備事業

史跡・重要文化財等
　公開事業

環濠都市区域内
　における案内板の改善

さかい利晶の杜
管理運営事業
（文化観光拠点整備事業
関連取組み）

自転車通行環境
　の整備

学校教育の場
　での茶の湯体験
　（堺・スタンダード事業）

百舌鳥古墳群シアター（内部） 

多言語化表記の実

平成２７年 

春季文化財特別公開 

着工前 竣 工 

西陶器小学校での 

茶の湯体験 

オープン時の様子 


