
□進捗評価シート（様式１）

①組織体制（様式１－１）
1 「計画推進協議会」（法定）の開催等 1

　
②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
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3-1. 職人の技術等、担い手育成事業 13
3-2. 伝統行事等の継承の支援 14
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④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
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⑤効果・影響等に関する報道（様式１－５）
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進捗評価シート （様式１-１）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

評価軸①-1
組織体制

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

令和元年度については、7月7日に「内子町歴史的風致維持向上計画推進協議会」を開催し、認定の報告を行った。具体的
な事業の検討を進めるため、同協議会にワーキングを設け、3回開催した。令和2年3月18日に2回目の推進協議会を予定
していたが、新型コロナウイルス感染予防等のため中止とし、文書により進捗の報告を行った。令和2年度については、
ワーキングを1回（前年度継続）開催し活用の方向性をまとめた。同協議会は令和3年3月2日に1回開催。庁内推進体制に
ついては事務レベルで連携し、情報共有及び協同した。体制の整備については検討中。

本計画の推進体制については、町並・地域振興課を事務局とし、庁内推進体制を設置するとともに、歴史まち
づくり法第11条の規定に基づく「内子町歴史的風致維持向上計画推進協議会」において計画の推進や変更等
の連絡・調整・協議等を行い、事業の推進を図る。また、必要に応じて、本町の都市計画や景観まちづくり、文
化財保護等に関する審議会、並びに文化財や歴史的建造物の所有者等と連絡調整を行う。

歴史的風致維持向上計画の実施体制

項目

実行力のある庁内推進体制の整備が急務であり、次年度に体制を検討する。

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）進捗状況　※計画年次との対応

内子町歴史的風致維持向上計画推進協議会の開催

□とき 令和3年3月2日

□内容 ①計画推進の進捗報告及び評価

②今後の事業及びスケジュールについて

内子町歴史的風致維持向上計画推進協議会
（令和元年度の様子）

歴史的風致形成建造物候補「森家」

活用検討ワーキング（令和元年度から継続）

□とき 令和元年8月26日、10月9日、

令和2年2月18日、9月24日

□内容 ①課題、活用案等洗い出しワークショップ

②方針、活用テーマ案の提案

歴史的風致形成建造物候補「森家」活用検討ワーキング

（令和元年8月26日）
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進捗評価シート （様式１-２）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

内子町景観まちづくり計画区域においては、条例で、区域内の行為の届出が必要となっており、当計画に適合しているか、
内子町景観まちづくり評価員会を計3回開催し、審査することで、景観コントロールを行った。また、伝統的建造物群保存地
区においては、保存計画に従い、建造物等の修理・修景事業を計10件実施し、文化財としての特性の維持と景観整備を
行った。都市計画については、審議等は特になかった。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

項目

良好な景観の形成に関する施策との連携

景観コントロール及び意識啓発等、引き続き実施していく。

評価軸②-1

歴史まちづくり計画の重点区域との関係性及び連携
・都市計画区域内の用途地域が重点区域内に含まれている。
・景観まちづくり計画では、町内全域を景観計画区域としている。景観計画重点区域を3カ所設定しており、その
いずれもが歴史まちづくり計画の重点区域内に位置している。景観計画区域への規制に加え建築物・工作物・
屋外広告物に対する規制をかけ、重点的な景観整備を進めている。
・重点区域も屋外広告物条例の適用範囲であり、設置に対する申請や景観形成に配慮した屋外広告物への誘
導等を行っている。
・伝建地区も重点区域内に位置し、その周辺環境の保存・整備を一体的に行い、歴史的資源を活かしたまちづ
くりを推進していく。
・重点区域のうち内子地区と五十崎地区においては農業振興地域に該当しないが、小田地区においては大半
が重なっている。

重点区域における良好な景観を形成する施策

■景観法第16 条第1 項の規定に基づく届出及び同条第5 
項後段の規定に基づく通知が必要となる行為の一覧

■内子町景観まちづくり計画重点区域

■令和2年度実績

・景観計画区域内の行為の届出件数

：届出33件、変更届0件、通知0件

※うち重点区域内届出28件

・屋外広告物許可申請件数：17件

・土塀・板塀等設置奨励補助事業：6件

・緑の町づくり補助金（生垣補助）：2件

・伝統的建造物群保存地区修理・修景件数

：国庫補助修理1件、修景1件

町単費補助修理5件、 単費補助修景3件

■内子町景観まちづくり評価員会

①開催日：8月19日（書面開催）

内容 景観計画区域内における行為届出に関する協議

②開催日：9月9日

内容 景観計画区域内における行為届出に関する協議

景観まちづくりフォーラム及び景観まちづくり賞について

③開催日：10月14日

内容 景観計画区域内における行為届出に関する協議

土塀・板塀等設置奨励補助金交付規定に係る

人工板の取扱いについて
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

進捗状況　※計画年次との対応

○歴史的風致形成建造物候補の「森家」について、令和元年度から活用方法について検討ワーキングを設けて意見聴取、
検討案の協議を計4回行ってきた。併せて敷地内の特別公開を令和2年1月に3日間実施し、森家の歴史や建物の価値、活
用案等のパネルや模型の展示、アンケートを行った。町内を中心に延べ約200人が来場し、情報共有や意見効果の貴重な
機会となった。
○基本調査・設計及び構想の策定を行い、建物の今後の修理・活用を進める基礎資料を整えた。
○「森家」の歴史的風致形成建造物の指定に向けて、事前の内子町教育委員会の意見聴取を行い、「適当と認める」との
回答を受けた。

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

重点区域内における歴史的風致形成建造物等の活用促進のため、所有者の意向も考慮しつつ周辺環境ととも
に調査及び事業計画作成を行い、修理・整備を行う。修理の際には併せて職人の技術継承も図る

評価軸③-1

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

令和2年度～令和10年度

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）
町単独事業

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

活用用途の詳細が詰められていないため、検討会やワーキングを継続し、具体的な活
用方法を決めていく。委員等で視察等も行う。

項目

1-1. 歴史的風致形成建造物等の修理･活用

歴史的風致形成建造物候補「森家」特別公開

「森家ノかいまみ」

□とき 令和2年1月31日～2月2日

□内容 ①計画認定の報告

②今後の事業及びスケジュールについて

特別公開の様子

歴史的風致形成建造物候補「森家」

活用検討ワーキング（令和元年度から継続）※再掲

□とき 令和元年8月26日、10月9日、

令和2年2月18日、9月24日

□内容 ①課題、活用案等洗い出しワークショップ

②方針、活用テーマ案の提案

第3回検討ワーキング

歴史的建造物「森家」整備基本構想等策定
（令和2年度事業）

□業務概要
・保存修理及び活用目的・用途に応じた改修工事の基
本設計
・庭・塀及び駐車場等の外構工事の基本設計
・敷地の測量、造成計画の基本設計
・工事範囲の立案、概算工事費の算出

基本調査の様子
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

令和2年6月26日及び11月12日に、伝統的建造物群保存地区保存審議会を開催し、今年度の事業の状況説明を行った。
国庫補助事業による保存修理修景事業2件、県費補助事業による保存修理修景事業2件、町単独補助による保存修理修
景事業8件を実施し、伝統的建造物の保存及び周辺環境の良好な景観形成も進んだ。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

引き続き地域住民（土地・建物所有者）と協力して保存整備に取り組む。

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

1-2. 八日市護国伝統的建造物群保存地区保存修理事業

昭和57年度～令和10年度

国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(国）
重要伝統的建造物群保存地区整備費補助金（県）
町単独事業

　内子町八日市護国伝統的建造物群保存地区保存計画で特定されている伝統的建造物の修理及びそれ以外
の建造物等の修景を行う所有者への支援、町所有の伝統的建造物の修理を行う。

評価軸③-2

修理前 修理後

■内子町伝統的建造物群保存地区

保存審議会の 開催

○開催日 6月26日

○議事

・平成31年度事業実績について

・令和2年度事業計画について

・令和3年度事業計画について

・その他

○開催日 11月12日

○議事

・令和2年度事業実施について

・令和3年度事業計画について
内子町伝統的建造物群保存地区保存審議会

令和2年度修理事例（個人所有：店舗兼住宅）

内子町－4



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

重要文化財内子座について、保存活用計画を作成し、耐震化を含む保存修理事業を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

内子座保存活用検討委員会を2回開催した。委員会では、主に、内子座調査工事の実施内容や、内子座保存活用計画書
について協議した。令和2年度に予定していた内子座座談会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止により、実施
を断念した。調査工事については、9月1日に文化庁からの補助金交付決定を受け、文化財建造物保存技術協会と委託契
約を結び、調査工事に着手・実施した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

方向性の検討が課題であり、実施できなかった内子座座談会を3年度に実施予定とする
とともに、内子座保存活用検討委員会でとりまとめる内子座保存活用計画（案）につい
て、文化庁との協議を進め、計画を完成させる。

評価軸③-3
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

1-3. 重要文化財内子座修理事業

令和2年度～令和7年度

国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(国)

■第5回内子座保存活用検討委員会

○開催日：令和2年8月7日

○経過報告：文化財建造物保存技術協会と調査工事内容に

ついて協議したことを説明

○議事：①保存活用のワーキンググループでの討議について

・建造物の保存活用グループ

・防災グループ

・関連資料の公開と保存グループ

②今後のスケジュール

■重要文化財内子座保存修理（調査工事）事業

○補助金名：令和2年度国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金

○経過：7月1日 補助金交付申請

9月1日 補助金交付決定

9月10日 調査工事業務委託契約締結

（委託先） 公益財団法人 文化財建造物保存技術協会 理事長 髙塩至

以降、調査工事に着手、実施

○調査工事概要：

・基本図面作成
【写真左】現地調
査を進めるため、
足場を組んで調査
に着手
・上段左右：外部
に足場を設置した
時の状況
・下段：内部に足
場を設置した時の
状況

【写真右】構造診
断時の様子
・上段左：スウェー
デン式サウンディ
ング試験実施時
・上段右：ボーリン
グ調査時
・下段：ボーリング
等の調査をした時
の状況

■第6回内子座保存活用検討委員会
○開催日：令和3年3月1日
○経過報告：R2年度調査工事内容ほか
○議事：①内子座調査工事事業について

②内子座保存活用計画案について
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

調査対象の物件の洗い出し及び調査体制、さらにはその後の活用・保存方法が課題で
あり、今後、さらなる情報収集を進め、必要に応じて調査を実施する。

状況を示す写真や資料等

1-4. 歴史的建造物の建物調査等

令和2年度～令和10年度

町単独事業

今後の歴史まちづくり推進の基礎となる歴史的建造物等について、重点区域内において建造物の歴史及び特
徴等の調査を行う。また文化財指定や登録についても検討する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

令和元年度は、旧二宮家住宅について、今後の活用を検討するうえで登録有形文化財を目指すため、建物調査（歴史的
価値）を実施した。令和2年度は同旧二宮家住宅及び森家住宅の文化庁調査官による実査が行われた。

評価軸③-4
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

歴史的風致形成建造物候補

旧二宮家住宅建物調査

□とき 令和2年3月27日～28日

□調査者

岡山理科大学 江面嗣人教授

□内容

建物の痕跡及び歴史的価値等の調査

登録有形文化財登録にかかる文化庁実査
（旧二宮家住宅及び森家住宅）

□とき 令和2年12月15日
□対象 旧二宮家住宅、森家住宅
□内容

登録有形文化財登録に向けて、実査及び協
議を行った。

旧二宮家住宅

文化庁調査官による実査（旧二宮家住宅）
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

防火水槽の増設等消防水利の確保が課題であり、実現に向け、地域住民と共に、計画
を立案する。防災訓練は定期的に実施する。

状況を示す写真や資料等

評価軸③-5
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

1-5. 伝建地区の防災対策の検討

令和元年度～令和10年度

町単独事業

内子町八日市護国伝統的建造物群保存地区の総合防災計画に基づき、防火水槽の増設及び消防水利の確
保を行う。また、震災等を考慮し保存地区内の複数個所に退避できるスペースや保存地区自主防災組織の物
資倉庫等を設ける。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

保存地区内の清正ひろば（358.10㎡）において、保存地区保存会と保存地区を構成範囲とする八日市自治会自主防災会
合同で、地区住民が参加し消防署員の指導の下、防災訓練を実施した。今年度は消火器の使用訓練と、消火栓の使用方
法を学んだ。

■八日市護国地区町並保存会防災訓練の

実施

○実施日 令和3年1月23日

○参加者数 25人

○訓練内容

・消火器の使用方法確認

・消火栓の使用方法確認

消火器の使用方法の訓練

消火栓の使用方法の訓練 消火栓のホースの使い方の訓練
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

拡大のための価値づけが課題であり、引き続き実現の可能性等を調査する。

状況を示す写真や資料等

町単独事業

伝建地区についての平成21 年度の見直し調査からも10 年経過し、本計画期間内に選定40 周年を迎える。こ
の機会に地区拡大について調査等に基づき検討する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

令和2年は、伝建地区の地区拡大について、土地・建物所有者、文化庁において実現可能か、また、手順について確認し
た。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

評価軸③-6
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

1-6. 伝建地区の地区拡大の検討

令和2年度～令和10年度

八日市護国
重要伝統的建造物群保存地区

歴史まちづくり計画重点区域

重要文化財 内子座

登録有形文化財 旭館

登録有形文化財 旧下芳我家住宅

内子町伝統的建造物群保存地区

見直し調査報告書

（平成22年3月）

八日市護国重要伝統的建造物群保存地区付近
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

1-7. 歴史的建築物の保存及び活用に関する地域ルールの作成及び運用

令和元年度～令和10年度

町単独事業

歴史的建築物の大規模修理等を行う際、その保存すべき意匠等を損なわないよう、安全性の確保と保存の両
立を図るため、建築基準法の第3 条第1 項第3 号の適用除外条例（内子町歴史的建築物の保存及び活用に関
する条例）を制定し、内子町におけるルール（地域ルール）を作成し、文化財や歴史的風致形成建造物等の円
滑な活用と保存を図る。

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

進捗状況　※計画年次との対応

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○「内子町歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」及び運用のためのガイドラインについて、令和元年度は8月19日
にワーキングで協議。2年1月から愛媛県と協議を開始した。県との協議には時間を要する見込み。2月11日に内子町歴史
的建築物保存活用検討委員会を開催。令和2年度は継続協議を行い、12月に内部協議、3年2月10日にオンラインによる
ワーキング等を行った。検討委員会はコロナ禍の影響を鑑み、紙媒体による報告とした。
○香川大学創造工学部宮本慎宏准教授により平成29年度から構造調査を実施。令和元年度までに森家住宅等6件につい
て詳細な構造調査を実施。その他同大学による土壁実験及び過去の調査資料等をもとに内子の町家型の木造建造物に
対する耐震性能評価法と補強方法について指針をまとめていただいている。12月3日及び3年2月10日にオンラインで中間
報告を行った。

評価軸③-7
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

制度設計及び運用について現実的な実現が課題であり、引き続きこれらについて学習
及び協議を行う。

状況を示す写真や資料等

□制度設計及び運用協議のワーキング及び香川大

学創造工学部による耐震性能評価法研究報告

（令和2年12月3日、令和3年2月10日実施）

□香川大学創造工学部による構造調査 令和元年度（5月27～29日、7月1～3日、9月10～11日）

□香川大学創造工学部による構造調査報告会

（令和元年5月27日実施）
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-8
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

1-8. 歴史的建造物と林業との関連施策の検討

令和元年度～令和10年度

国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(国）
重要伝統的建造物群保存地区整備費補助金（県）
町単独事業

　歴史的にもつながりの深い山間部の林業と中心市街地の形成ではあるが、現在、そのつながりが視覚化され
たものが乏しい。歴史的建造物の修理時等に、町産材を積極的に利用できる仕組みを検討し、山林資源の町
内循環はもとより林業と歴史まちづくりの関係の認識向上を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○歴史的建造物の修理時等に、町産材を積極的に利用できる仕組みの検討として、町並保存センター、建設デザイン課、
産業振興課で協議を行い、具体的な仕組みづくりや実施にあたっての課題に関する洗い出しを実施。
○今年度の保存修理事業（国庫補助事業1件）においては、シロアリによる蟻害を受けて多くの構造材が傷んでいたため、
取替や補足のため木材を多く使用することとなった。木材はすべて町内の材木店で購入した製品を使用し保存修理を実施
した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

対象となる歴史的建造物の修理をどのように定義づけて町産材を活用するか、また、そ
の供給体制づくりが必要であり、次年度以降にさらに検討を行う。

状況を示す写真や資料等

上_蟻害にあった部材の造り替え

下_補足材の加工
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-9
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

2-1. 歴史的建造物周辺地区の修景等環境整備

令和2年度～令和10年度

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）
町単独事業

重点区域内で、重伝建地区などの歴的建造物周辺や沿道等のトータルデザインを検討し、外観の修景や街灯
等の環境整備等を進める。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

内子本町商店街において景観改善及び安全性向上を目的に、街路灯の整備について地域住民との意見交換会や実証実
験等を計6回行い、実態把握及びデザイン等の計画策定を行った。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

地域の景観にふさわしいデザインの決定や、生活する上での明るさの確保等が課題で
あり、今後の地域住民と検討を重ねていく。

状況を示す写真や資料等

内子本町商店街街路灯整備にかかる協議

①8月3日、令和3年1月6日
対象区域の区長及び自治会長、内子まち

づくり商店街協同組合理事との意見交換及
び実態把握。2回目は具体的なデザインや灯
具について協議。

②10月2日、令和3年2月1日、8日、22日
内子まちづくり商店街協同組合理事と、明

るさの実証実験及び実物大の模型による検
証を実施。その後、デザインについて協議を
継続。

現在の内子本町商店街及び街路灯

上_関係者による意見交換会

左_実物大模型による検証
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

所有者の中には空き店舗を貸す意思がない方が多いため、この制度を活用するために
は所有者の理解と協力が不可欠となる。制度を活用してもらうため、所有者と新規出店
者のマッチングや価格交渉、実際の改修や新規事業者の開業に向けた調整など行政
や商工会、商店街組合等、関係機関が積極的にかかわった支援を図る。

状況を示す写真や資料等

町単独事業

町内の各地域における商業の活性化を図るため、空き店舗兼住宅又は店舗として使用可能な住宅の所有者に
対し、店舗と住宅の共用部分の分離に必要な改修費の一部を補助するなど、空き店舗等の活用の促進を目指
す。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

店主の高齢化や後継者不足、店舗の老朽化等により、町内の商店街等では空き店舗が増加傾向にある。このような状況
を鑑み平成30年度に「内子町空き店舗等改修支援事業補助金交付要綱」を制定。所有と利用の分離の観点から、所有者
が店舗を他者に貸しやすくし、空き店舗等を増やさない仕組みづくりを行った。当制度を活用し、平成31年4月、内子本町商
店街に洋菓子屋がオープン（写真①参照）。令和2年5月、保存地区内にランプ屋がオープン（写真②参照）した。現在、1件
の相談があり令和3年度の事業実施に向けて調整中である。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

評価軸③-10
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

2-2. 空き店舗対策の実施

平成30年度～令和10年度

空
き
店
舗
等
改
修
支
援
事
業
を
活
用
し
た

【改修前】

内子本町通商店街の空き店舗等の状況

（令和2年5月1日現在）

H31年4月 洋菓子屋開業

写真①

【改修後】

R2年5月 ランプ屋開業

写真②

※R2年5月オープンのランプ屋は上記地図外
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-11
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

3-1. 職人の技術等、担い手育成事業

平成17年度～令和10年度

町単独事業

伝統産業の知識及び技術修得を志願する者に対して奨励金を交付し、伝統産業の後継者を育成する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○平成17年１月に制定した「内子町の匠づくり奨励金の交付に関する要綱」に基づき、内子町伝統産業の後継者の育成を
補助するため、伝統産業の専門的な知識及び技術を修得しようとする者に対し、月額12万円を交付した（最大３年間）。令
和2年4月1日からは、対象とする伝統産業に桐下駄製造を追加し、制度を拡充できた。これにより、技術継承が課題として
挙げられていた3つの伝統産業において、後継者の育成を支援することができた。
　令和2年度奨励金交付者数：3人（大洲和紙製造技術研修者、茶の湯炭製造技術研修者、桐下駄製造技術研修者）

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

町内には他にも多くの伝統産業があるが、制度の対象者が限られていることが課題で
あり、今後必要に応じて拡充を検討していきたい。（現在は、大洲和紙製造技術研修
者、茶の湯炭製造技術研修者、桐下駄製造技術研修者が対象）

状況を示す写真や資料等

大洲和紙製造技術研修者 紙漉きの様子②大洲和紙製造技術研修者 紙漉きの様子①

茶の湯炭製造技術研修者 製造の様子 桐下駄製造技術研修 製造途中の桐下駄
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-12
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

3-2. 伝統行事等の継承の支援

平成25年度～令和10年度

町単独事業

内子町伝統文化継承団体連絡会を中心に、保存継承団体相互の連携・情報共有を図る体制づくりを進める。
また、各伝統行事等の映像記録を行い、保存継承のための資料として整備する。各地域に伝わる伝統芸能の
周知啓発やその価値の再認識、次世代への伝承の機会とするとともに、活動の活性化を図ることを目的に「内
子町伝統芸能まつり」を開催する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○姉妹町村芸能交流事業とも連携し、沖縄県宜野座村の芸能団を招き、第９回内子町伝統芸能まつりの開催に向けて準
備を進めたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け令和2年度は中止（宜野座村芸能団の招へいは1年延期）とし
た。しかし、担い手育成を視野に、地域や学校との連携強化に向けて情報収集に努めた。
○コロナ禍により、予定していた連絡会の研修も延期となったが、東京文化財研究所が発信するコロナ禍における無形民
俗文化財についてのオンライン配信を聴講するよう情報を提供した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

担い手不足により、内子町伝統文化継承団体連絡会の加盟団体が減少傾向にあり、伝
統芸能まつり出演団体の固定化が課題。町外団体との交流を図りながら、活動継続の
ための意欲向上や情報収集につなげる。

状況を示す写真や資料等

令和元年10月に実施した

第８回内子町伝統芸能まつり

□第１回内子町伝統文化継承団体連絡会

開催日：令和2年7月30日

出席者：7団体（加盟団体13）

協議内容

(1)第9回内子町伝統芸能まつり開催について、以下の協議

結果、早期に判断が必要と「中止」とした。
・3密対策が厳しい内子座で行うことや県外からのゲストを

考えると、広がるコロナ感染者の状況から、なんともいえない。

・コロナに関して、子どもが関わることで不安が拭えない。
・出演側も高齢者が多く、参加については考えるべき。
・コロナ禍で安心して実施できない。楽しめない。

□第２回内子町伝統文化継承団体連絡会（コロナ禍で延期）

・加盟団体13および、無形民俗文化財に指定される火祭り保存会や凧合戦実行委員会にも呼びかけ、令和3年1
月25日に研修を予定していたがコロナ禍により延期。

・学校や地域との連携による伝統文化継承の在り方について、情報共有しながら課題解決に向けて検証していく。
・なお、本会の案内にて、「新型コロナ禍における無形民俗文化財」と題するオンライン研修（東京文化財研究所発

信、無形民俗文化財研究協議会主催）について情報を提供した。

(2)次世代への伝承について、以下の意見交換から、地域や学校との連携強化に向けて情報収集に努めることを共
通理解とした。

・平成25年度に設立された連絡会であるが、加盟する団体に活動の温度差がある。
・本会の目的は活動の継承であり、伝統芸能の発表の場だけでなく、育成や継承活動・調査研究にも力を注ぎた

い。
・子役の減少、後継者の育成はすべての団体に共通する課題だ。
・例えば、郷土芸能に特化したクラブ活動を大きな小学校で立ち上げられないか。

・過去に週1回継承の活動をしようと試みたが、先生の異動や保護者の理解、子どもたちの送迎等の課題を解決
できなかった。

・地元小学校で芸能クラブのような時間を設けてもらい、放課後1時間でも神楽をみてもらう機会ができないか。
・町では、学校と保護者および地域が協働で学校運営に携わる「コミュニティ・スクール」を立ち上げている。
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

3-3. 習慣、風習等の継承及び再現事業

令和2年度～令和10年度

町単独事業

評価軸③-13

現在、過疎化等で地域の伝統的な風習等が衰退しつつある。地域の伝統文化への理解を深め、コミュニティー
文化を未来に引き継ぐため、実態調査や歴史の掘り起こしなどを行い、今残っているものの継承や活性化、なく
なってしまったものの再現などを行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○愛媛大学社会共創学部との連携事業を実施
　小田地区（小田深山地区）のヒアリング調査　（※小田自治センターの継続事業）
地区内の古老を対象に、年中行事や風習、山仕事などの生活文化に関わること、廃線となった小田深山の森林鉄道に関
することのヒアリング調査と現地調査を実施し、紹介動画、マップの制作を実施した。現在、動画及びマップの完成に向けて
最終調整を行っている。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

調査は順調に進んでいる。今後は調査が行われていること、その成果を広く周知し、継
続、活用方法を地域住民とともに検討していくことが必要である。

状況を示す写真や資料等

〇小田深山地区ヒアリング

日時：令和2年9月～11月

調査チーム：愛媛大学社会共創学部

井口研究室

調査・ヒアリング対象：町民約10人

成果物:「木々と歩く小田深山」地図及び動画作成
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

　

評価軸③-14
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

4-1. 中世城館跡等、遺跡・文化財調査事業

令和元年度～令和10年度

町単独事業

町内には曽根城跡や龍王城跡などの中世城館跡ほか遺跡等が多数存在すると伝わる。これら中世城館跡に
ついて現地調査を行い、縄張り図の作成や城館跡の現状の記録など、発掘調査の実施につなげることを目的
に実施する。調査にあたっては専門家の指導を仰ぎ、地元有志を募って調査チームを結成し、住民の学びの場
ともする。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○昨年度に続き、愛媛大学との連携により現地踏査を行う計画であったが、コロナ禍などにより中断。しかし本年は、精力
的に地元保存会が保存継承活動を行っている遺跡を文化財保護委員らと現地見学に出向き、情報共有を図った。
○隣接する伊予市と共有する山城（天山城跡）について、伊予市からの情報提供により本町での存在が認知され、伊予市
担当者と包蔵地の範囲について現地調査を行った。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

専門家の多忙により日程等の確保が困難な状況であるが、積極的に連携を図りなが
ら、今後、地点を選定しての試掘や周辺山城跡の調査（踏査）に取り組む。

状況を示す写真や資料等

上_ 居倍野城跡
整備の状況がわかる

下_ 案内板や土塁などの表示を地元保
存会で設置。地元小学生にもふるさと学
習として案内されている

上_現地点から、包蔵地の範囲を確認

左_険しい山中、現地踏査の様子

○10月28日
居倍野城跡の見学
・案内者：愛宕山保存会より会員 5人
・参加者：文化財保護審議会委員 5人

町文化財等担当職員 2人

埋蔵文化財包蔵地が地元有志によって保存・整備活動がな
されている状況を見学。文化財活用の好事例として情報共有
を図れた。

○1月29日
天山城跡の現地踏査
・調査者

伊予市文化財担当職員 1人
町社会教育指導員 1人
町文化財担当職員 1人

調査の結果、包蔵地の範囲を判断
することができた。包蔵地の追加に向
けて、愛媛県教育委員会と協議を進
めていく。
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

　○第6回企画展「木蠟の原料・ハゼノキー実の収穫から運搬までー」

　　　　　　　　　　　展示風景

　

評価軸③-15
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

4-2. 博物館歴史展示・講座等の実施

令和元年度～令和10年度

町単独事業

町の歴史に関する常設展示を行い内子町の魅力を町内外に伝え、意識啓発等の機会を設ける。また特別企画
展を年1回開催し、最新の調査・研究成果の報告を行うとともに関連講座等を実施し、理解を深める。テーマを
持った資料館においては、年に1度ミュージアム講座を開催し、継続した学びの場及びその分野の専門家の交
流の場とする。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○企画展の開催
木蠟資料館上芳我邸にて、第6回企画展「木蠟の原料・ハゼノキー実の収穫から運搬までー」を開催した。併せて展示解説
会を2回行い、計13人の参加があった。
○資料館の充実
五十崎凧博物館において、和紙や手漉き和紙に関わる体験を実施し、町内における理解者・協力者づくりにつとめた。
内子町歴史民俗資料館において、月替わり収蔵品展を開催し、収蔵品の活用、民俗行事の伝承を図った。
木蠟資料館上芳我邸において木蠟に関する体験を実施し、町内における理解者・協力者づくりにつとめた。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大規模なシンポジウムや講座の開催には至
らなかったが、そのかわりに地域住民を対象とした小展示やワークショップの開催につと
めた。引き続き、各館連携を取って活動を進めていく。

状況を示す写真や資料等

会期：
令和2年7月18 日～9月22日
会場：木蠟資料館上芳我邸 資料館2
階
総来場者数：1,330人
報道：

・NHK松山放送局(令和2年8月19
日）

・ケーブルネットワーク西瀬戸
その他広報

・広報うちこ8月号

○木蠟資料館上芳我邸の取り組み

①櫨染ワークショップの開催
開催日：8月4日

参加者数：7人
②その他

木蠟クレヨンワークショップの定期開
催

○五十崎凧博物館の取り組み
凧・手漉き和紙を使った体験の開催
開催日：7月23日、24日、

12月5日、13日、16日
参加者数：延べ42人

○内子町歴史民俗資料館の取り組み

月替わり収蔵品展の開催

櫨染ワークショップ

凧作り体験

8月 昭和初期の養命酒のビンを展示

地域住民を対象とした展示解説
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-16
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

4-3. 町蔵資料のデジタルアーカイブ化

令和元年度～令和10年度

町単独事業

内子町収蔵資料のうち、整理、目録作成の終了したものから写真撮影を実施し、デジタルアーカイブ化を進め
る。所蔵資料の内容や所在の公開を目指し、それにより誰もが見られ、活用できる仕組みを整える。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○デジタルアーカイブ化
収蔵資料に大まかな優先順位をつけ、順次スキャニング、写真撮影を進めた。
○収蔵資料目録、収蔵環境の見直し
地域住民に資料収集への協力を呼びかけ、新たな資料の寄贈を受けた。資料目録、収蔵環境の見直しを進め、関係職員
による先進地視察研修を実施し、民俗資料の活用方法や収蔵方法について学んだ。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

デジタル化の作業が順調であるため、来年度以降はアーカイブ化に向けて個々の資料
の公開の可否、目録の見直しを並行して進めていく必要がある。資料収集も順調である
が、収蔵スペースの確保が大きな課題。解決に向けた協議を進める。

状況を示す写真や資料等

○ デジタル化
・内子座関係資料
（株主券（木札）、陳情書、経営史
料、人形芝居興行契約書、内子
劇場賃貸借心得書、定款、覚書、
庶務日誌、買物帳、書簡、シャン
デリア設計図など177件）
・文楽関係資料
（床本、写真、人形芝居関係資料、
万延元年の高橋家文書など17
件）
・町誌関係資料（文書）
（明治36年木蝋文書、養蚕帳、大
瀬村の地籍測量図など 17件）
・町蔵資料（文書）
（中土持寶院文書など11件）
などがデジタル化完了。
その他、調査・整理中の文書多数
あり。

○収蔵環境の見直し
木蠟資料館収蔵庫において、目録の見直し、

専用の資料整理箱の導入を行った。 来年度も
継続して実施。

10月15日には関係職員で、新設された愛媛県
東温市の歴史民俗資料館収蔵庫へ、収蔵環境
について先進地視察を行った。

『養蚕帳』

『覚書』（内子座関係資料） 『しばい入用覧帳』

『中土持寶院文書』より

先進地視察専用の資料整理箱
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

　　　　　　　　　　　例会の様子　　　　　　　　　　　　　　参加者作成の資料目録

○古文書整理活動
　・月に1回、計10回開催。
　　※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため4月と1月の例会は休会とした。
　・参加者数：延べ110人
　・「上芳我家文書」の整理作業に加え、
　解読作業を実施。
　・毎月活動報告を発行。

評価軸③-17
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

4-4. 博物館ボランティア（学芸サポーター）育成事業

平成24年度～令和10年度

　　　　　　　　第2回のフィールドワーク　　　　　　　　　　　成果報告会

町単独事業

平成24 年度より活動している町内博物館ボランティアグループ・学芸サポーターの活動を拡充させる。現在
行っている資料整理作業（古文書解読・整理）だけでなく、ワークショップや伝統産業である和紙・木蠟の生産な
ど様々な興味・関心に合わせた活動を行い、博物館の「学びの場」としての機能を充実させ、より多くの住民の
博物館活動への参加を促す。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○定期的な活動の継続
月１回の古文書整理活動を継続的に実施した。館主催のワークショップや講座にも出席を促し、知識の蓄積を行っている。
○活動の拡大
八日市・護国地区を対象とした古写真学習会を開催した。関連して、新たな調査への意欲も出てきている。基礎となる例会
を大切にしながら、調査対象地域の拡大・新たな参加者の獲得を目指して活動を続けていく予定。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

ヒアリング調査の実施を計画していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期
とし、古写真学習会を開催した。収束を待ちながら、活動を継続、調査対象地域の拡大
を目指したい。

状況を示す写真や資料等

○古写真学習会

日程：
第1回　10月30日　講義
　　「古写真から見えてくること」
第2回　11月8日   ＦＷ
　　「古写真の舞台を歩いてみよう」
第3回　11月18日　まとめ
　　「調べたことをまとめてみよう」
成果報告会　11月23日
　（重要文化財　本芳我家住宅土蔵にて）

指導：芳我明彦氏
　　（八日市護国地区町並保存会会長）
調査担当者：
　　　内子町学芸サポーター
　　　八日市護国地区町並保存会有志
参加者数：延べ73人
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

観光客等を対象としたまち歩きガイドの充実や外国人観光客等に向けた案内や多言語化などの拡充を行う。

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

日本人のガイド事業に関して、高齢化のため事業継承をどのようにしていくかが課題。
引き続き、啓発を行っていく。

状況を示す写真や資料等

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

4-5. 歴史的資源の周知・活用

令和2年度～令和10年度

町単独事業

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

昨年度に引き続き内子町の町並みを案内するガイド業務を行った。新型コロナウイルスの影響により、外国人を対象とする
ガイドがなかったため、内子町町並みガイドの会（日本人）での活動が主であった。多言語化に関しては、英語用のHPを新
設した。６ヵ国語（日本語、英語、韓国語、中国語（繁体字・簡体字）、フランス語、ドイツ語）に対応した案内看板等を設置し
ており、そこに搭載している言語翻訳サイトへの今年度のアクセス数は42,584であった(R3.1月末時点)。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

評価軸③-18

ガイド実績（町並みガイドの会）

H30年度 251組 4,114人

R01年度 210組 3,056人

R02年度 92組 1,535人(R3.1月末時点）

町並ガイドの会によるガイドの様子

多言語化案内看板

右下のQRを読み取ると6カ国の言語から選

択して表示されるようになっている。

英語表記の案内看板

新設した英語サイト
https://uchikogenic.com/en/
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

評価軸③-19
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

UDCではなくても歴史まちづくりの拠点の必要性は高いが、庁内の現体制では人員不
足である。全体的な体制整備と併せて、計画的な人員増強についても提案等していく。

5-1. UDC（アーバンデザインセンター）などまちづくり拠点・組織等の整備

令和2年度～令和10年度

町単独事業

歴史まちづくり推進の拠点を設け、景観計画や都市計画の観点からもまちを捉えて歴史まちづくり計画を実践
していく。そのためにも、住民が訪れやすい空間を歴史的建造物の活用と合わせて整備する。また大学や専門
家との連携も図り、まちづくりや歴史資源の情報などの集積機能を併せ持つ組織の確立を進める。

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

森家の活用検討ワーキングにおいても地域の歴史を学べる場等が必要との意見もあり、その活用方法と併せて検討を
行った。歴史まちづくりに関係する担当職員間でも、調査や資料管理、事業推進等の研修や情報共有を5回行った。

森家活用例：歴史まちづくりの拠点イメージ

歴史的な空間であることを活かし、収益性は高くはない
が、地域の歴史の学びや体験、研修・実習などの継続的
な蓄積ができる場を検討する。
（森家活用検討ワーキングについては、別記のとおり）

例：大学の研修や調査等の蓄積の場

例：子どもたちが内子のまちづくりに触れる場

担当職員での研修・情報共有

文化庁及び民間団体等の主催するオンライン研修を利
用し、担当職員の研修・情報共有を行った。
（9月25日、11月18日～20日、2月9日、24日）
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

○文化財調査、指定について
○埋蔵文化財の取扱いについて

・地域の多様な文化財の掘り起こしや調査を進め、価値が認められたものについて指定・登録を検討する。
・町指定天然記念物等にかかる文化財パトロールの体制を整備し、現状把握と適切な保護を行う。
・周知の埋蔵文化財包蔵地における開発行為への対応、出土遺物の適切な保管・管理を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○文化財調査、指定・登録について
　昨年度調査した候補2件（涅槃図、重岡薫五郎関係資料）について、町指定有形文化財に指定した。また、旧二宮家住宅
および森家住宅について、国の登録有形文化財候補として文化庁担当長官による実査を依頼し、旧二宮家住宅の登録の
意見具申を行った。また文化財パトロール員からの報告を受け、枯死状態であった町指定天然記念物山鳥坂のハゼノキ
の指定解除を行った。
○埋蔵文化財の取扱いについて
　開発工事にかかる照会対応（公共：5件・55カ所、民間：32件・51カ所）、天山城跡の踏査（P16参照）を行った。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

引き続き、町指定文化財および国登録候補物件について調査を進め、指定・登録を検
討する。埋蔵文化財については、包蔵地登録範囲の明確化が課題であることから、順
次、包蔵地の確認・調査を進め、見直しを検討する。

状況を示す写真や資料等

○町指定有形文化財に指定　（令和2年11月17日）

　第99号　絹本著色仏涅槃図（高昌寺所蔵）

　　　　　　　　　○町指定天然記念物指定解除
　　　　　　　　　　　（令和2年11月17日）
　　　　　　　　　　　山鳥坂のハゼノキ（枯死による）

　第100号　重岡薫五郎関係資料

　　　　重岡薫五郎肖像画
　　　　（指定資料の一部）

文化財保護審議会にて説明
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

文化財の保存又は活用に関する事項

項目

○文化財の修理（整備）について
○文化財の保存・活用を行うための施設について
○文化財の周辺環境の保全について
○文化財の防災について

・重要文化財や重伝建地区での保存修理事業の実績を活かし、新たな調査研究成果に基づいて修理を行う。
・伝統文化施設における企画展・イベント等の開催、多言語化などの推進に取り組む。
・都市計画区域マスタープラン、内子町景観まちづくり計画など連動し、景観に関する住民意識の向上を図りな
がら　文化財とその周辺の一体的な保全や調和を図る。
・重要文化財等にかかる防火設備の設置、文化財所有者への啓発、文化財防火デーにおける消防訓練等の
実施に、地域住民や消防本部等と協働で取り組む。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○文化財の修理（整備）について
　令和元年度は、県指定：ケヤキ（広瀬神社）主幹亀裂修復、イチョウ（三島神社）枝折れ対応、町指定：イチョウ（薬師堂）
枝折れ対応を行った。令和2年度は、町指定：絹本著色仏涅槃図の修理事業に対して支援を行った。
※伝建地区及び内子座についてはP4、5参照。
○文化財の保存・活用を行うための施設について：講座や多言語化等はP20参照。
○文化財の周辺環境の保全について：P2「2.良好な景観の形成に関する施策との連携」を参照。
○文化財の防災については、文化財防火デーに合わせて各施設にて防災訓練を実施した。（P7参照）

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

・修理・整備に関しては歴史的価値を損なわないよう、また所有者等の意向を尊重する
とともに意識啓発も図りながら進めていく。
・ほか3項目についても継続的に実施していく。

評価軸④-2

状況を示す写真や資料等

○文化財の修理（整備）について
　令和元年度：ケヤキ（広瀬神社）　主幹亀裂修復事業

　　　　　枝剪定による樹形の調整　　 　　亀裂箇所の保護剤塗布、バンドによる固定

　令和2年度：絹本著色仏涅槃図の修理事業補助（内子町指定文化財等保存顕彰補助金）

○文化財の防災について（内子座防災訓練）
　実施日時：令和3年1月26日
　参加者数：9人
　内容：内子消防署署員から訓練指導を受けた。
　　　　　1）通報訓練…出火を想定した通報の訓練
　　　　　2）地震時の避難誘導訓練…公演時の地震発生を
　　　　　　 仮定し、観客の避難誘導の訓練を実施。
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 令和2年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

□内子中学校蠟搾り体験学習
　地域の産業の歴史を学ぶため、昔なが
らの方法で木蠟を搾る体験等の学習を
行った。

　日時：10月8日、9日
　指導：八日市護国地区町並保存会有志
　　　　　八日市・護国町並保存センター
　
　参加：内子中学校3年生　66人
　　　　　町並保存会有志　　6人

評価軸④-3
文化財の保存又は活用に関する事項

・展示施設における企画展・イベント等の開催、学芸サポーターの育成、郷土学習の充実などに取り組む。
・文化財担当部局のほか、まちづくり・観光・都市計画部門等を含めた体制の見直しと連携を図り、文化財の保
存と活用を推進する。
・文化財や伝統行事の保存継承に取り組む団体等に対し、必要な情報や発表の場の提供、担い手育成の支援
などを行う。

項目

○文化財の保存及び活用の普及・啓発について
○文化財行政等の体制について
○文化財の保存・活用に関わる団体等との連携および支援について

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

・普及・啓発は、現体制では人員不足が挙げられる。限られた人員で連携して進めてい
くが、全体的な体制整備と併せて、計画的な人員増強について提案等していく。
・子どもたち対象の学習会や体験などの機会は貴重であり、今後も推進していきたい。
・関係団体との連携は今後も継続していく。

○文化財の普及・啓発について
　郷土学習の充実化を図るため、「ふるさと学のススメ」を開講した。11月27日から全3回実施。受講者数延べ75人
　内子中学校3年生の郷土学習の一環として、蠟搾り体験学習を実施した。
　天神小学校4年生の郷土学習の一環として、町並保存地区～内子座にかけてのまち歩き学習を実施した。
○文化財行政等の体制については、組織的な改変はない。関連する職員間で研修及び情報共有の機会を設けている。
（P21参照）
○文化財の保存・活用に関わる団体等との連携および支援について
　伝統芸能保存継承団体に対する支援として、課題に向けた情報収集（P14参照）を行った。
　内子町学芸サポーター、八日市護国地区町並保存会と連携して八日市・護国地区を対象とした「古写真学習会」（P19参
照）を開催した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□「ふるさと学のススメ」を開講
　町誌の監修や編集に携わった3名の講
師を迎え、「ふるさと学のススメ」を開講し
た。

　第1回　11月27日　26人受講
　　講師：愛媛大学法文学部教授
　　演題：風は内子から
　　　　　　～町誌編纂の成果と課題

　第2回　12月3日 　19人受講
　　講師：伊方町町見郷土資料館館長
　　演題：内子版・地域のみつけ方
　
　第3回　12月10日　30人受講
　　講師：町社会教育指導員
　　演題：地域史の掘り起こし

第1回 第2回

第3回
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進捗評価シート （様式１-５）

評価対象年度 令和2年度

旅の手帳10月号

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

令和2年12月1日 愛媛新聞

評価軸⑤-1

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

計画に基づく事業に係る報道が7件、歴史まちづくりを推進・実践することで形成される町並み保存地区などの良好な景観
や歴史的資源を紹介・案内する報道が11件、その他、伝統産業・行事、文化財等を活用しての取り組み等に関する報道が
5件あった。コロナ禍により、活動自体が縮小されたため例年よりは報道数が少なかったが、本町における歴史まちづくりの
継続が地域の魅力として取り上げられる機会に恵まれ、そのことにより多方面への意識啓発にもつながった。

ニッポンの小さな旅

報道等タイトル

よるマチ！（今知りたい！教えたい！行ってきMAP in内子）

年月日

令和3年2月10日

掲載紙等

むかし町を歩く 令和2年9月10日

あいテレビ

効果・影響等に関する報道

八日市護国の町並み、大森和蝋燭店、内子座、
石畳の宿などの紹介

手仕事が生まれる場所へ

GO TO EHIME！愛媛で遊ぼう！食べよう！楽しもう！

第6回企画展「木蠟の原料・ハゼノキ－実の収穫から運搬まで－」

「ギュッと！四国」

令和2年9月19日

令和2年10月18日

令和2年9月8日

令和2年9月19日

令和2年8月19日

ふるさと学のススメ

ケーブルネットワーク西瀬戸

ケーブルネットワーク西瀬戸

ケーブルネットワーク西瀬戸

ケーブルネットワーク西瀬戸

令和2年9月12日

フィガロジャポン11月号

SETOUCHI MINKA

ことりっぷマガジンvol.26
2020秋号
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令和2年9月9日

「森家住宅」土地購入へ

木蠟で知る郷土の繁栄 愛媛新聞令和2年10月15日

天神産紙ショップリニューアルオープン

櫨染ストールづくり

NHK松山放送局

NHK松山放送局

ケーブルネットワーク西瀬戸

ケーブルネットワーク西瀬戸

内子狂言の夕べ 令和2年11月6日

どんど焼き（八日市護国地区）

こども狂言　迫力の声　内子の「くらぶ」秋公演

令和2年7月1日

令和2年11月16日

令和2年12月7日

令和3年1月15日

令和2年11月7日

古民家のパン屋、宿、レストラン等を紹介 令和2年12月31日 愛媛本　じも旅のススメ

ケーブルネットワーク西瀬戸

愛媛新聞

第6回企画展「木蠟の原料・ハゼノキ－実の収穫から運搬まで－」 令和2年9月11日 ケーブルネットワーク西瀬戸

蠟搾り体験（内子中学校） 令和2年10月14日

小さな旅　芝居小屋のある町～愛媛県内子町～ 令和2年8月9日 NHK松山放送局

内子座、商いと暮らし博物館、内子ビジターセンター等を紹介 令和2年10月8日 まっぷる愛媛

「四国の魅力」を味わう 令和2年10月1日 家庭画報

内子座文楽のポスター移動展

八日市護国の町並み保存地区

歴史まちづくりを積み重ね、それら資源を活用した取り組みにより報道される機会の多い事例

内子座文楽ポスター展（内子座） 石畳の宿
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進捗評価シート （様式１-６）

評価対象年度 令和2年度

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付

「内子こども狂言くらぶ」は内子座創建100周年を機に始まり、今年度7年目を迎えた。現在21人の町内の子どもたちが大蔵
流狂言師の茂山千三郎氏らから狂言を学んでいる。毎年、内子座等で公演を行ってきたが、今年度はコロナ禍でも実施で
きる方法として屋外の公演を模索し、重要文化財である上芳我邸の庭で行うこととした。
狂言はもともと内子に根付いている文化ではないが、この取り組みを通して、衣装を五十崎の手漉き和紙で作ったり、地元
の木工職人が特設舞台を作ったり、内子の歴史をもとに新作狂言がつくられたり、と、内子座や歴史的建造物の活用はも
とより、　地域の歴史文化や伝統産業が活かされるものとなっている。また、公演には町外からも多くの方が来訪され、観光
振興の一役も担っている。

内子こども狂言くらぶの活動をとおした伝統芸能への理解の深まり及びふるさと教育の推進

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

その他（効果等）

項目

評価軸⑥-1

歴史的建造物の保存・活用により、歴史資源を活かしたまちづくりを進めるフィールドの拡充、職人やまちづくり
の担い手育成、交流人口の増等を目指す。

今年度は、コロナの影響でお稽古が
始まったのは7月。短期間で集中して
仕上げ、11月1日の当日を迎えた。
この日は「うちこ狂言の夕べ」として開
催され、コロナ禍での集客イベントと
しては町内最初であった。観客は人
数制限を設け、かつ県内在住者限定
とし、約150人が観賞した。
※写真は広報うちこ12月号の特集の
一部。なお、同号は愛媛県市町広報
コンクールにおいて特選を受賞した。

【報道】
・ケーブルネットワーク西瀬戸（お稽
古も含め9回）
・愛媛新聞（令和2年11月7日※P25参
照）
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令和2年度
・法定協議会等におけるコメント

会議等の開催日時：　令和3年3月2日(火)午後1時30分～

（今後の対応方針）
・今後もしばらくはコロナ禍における対策・手法等を工夫しながらの事業展開となるが、ご指摘に
もあるように地域に目を向け、住民の方々に関わっていただきながら進めていくことを重視する。
事業の主軸となる歴史的建造物の活用については「旧森家住宅」の整備が予定されており、その
過程も職人育成や子どもたちの体験学習などの機会としてとらえ、企画していく。
・文化財保存活用地域計画の策定については教育委員会を中心に検討を進めていく。

（コメントの概要）

《評価軸③について》
・評価軸③-1の歴史的建造物の活用について、その活用等を考えるとき、単なる学者の考えだけ
でなく、地元で考えることが大事。そういう進め方ができているか。
・評価軸③-5の伝建地区の防災対策について、周辺との連携も図りながら全体としての防災対
策を進める必要がある。
・評価軸③-8の木材の町産材の利用については、具体的にどこにどのような木材が使われてい
るか、というデータはあるのか。もしそれらが分かれば、事業が私たちの生活と有機的につながっ
ている、というような実感が出る。そうなったらいいと思った。
・評価軸③-10空き店舗対策について、所有者の意向もあるのだろうが、町として歴史的風致の
維持向上につながる改修となるよう相談・協議等、できればよかったのではないか。民間で維持
されている未指定の歴史的価値ある建造物について、もう少し歴史的風致の維持向上としての
方向性を明確にする必要があるのではないか。歴史的な地域は、映画のセットのように一つの時
代のものだけでは不自然であり、時代が混ざっているのがまちの在り方。ぜひ今後しっかりと見
極めていただきたい。
・評価軸③-18の周知・活用について、一般的に外に向かっての発信や観光に役立てることなど
が重視される傾向にある。③-19のまちづくり拠点・組織整備についても同様に、外向きだけでな
く、内子の住民に対して何ができるのかにも目を向けて整備していってほしい。
・職人育成など、ハード事業だけでなくソフト事業、「人」にも目を向けた事業が位置付けられてお
り、これはとても大事なことだと思う。ぜひ、そこにも重きを置いて進めていただきたい。
・職人のものをつくる考え方、意識や意志なども、どう継承・育成するかも大事。外側の景観だけ
が整うだけでなく、同時にそれを支える住民も成長していくような方向性を持って進めていってほ
しい。

《評価軸④について》
・愛媛県は文化財保存大綱を策定した。内子町では文化財保存活用地域計画の策定について
はどう考えているか。これからの文化財の在り方を考える貴重な機会。積極的に進めていただき
たい。
・今後、文化財やまちづくりのことを考えると、いかに子どもたちに地域のことを理解して愛しても
らえるかということが最大の目的。子どもたちにどうアプローチするかという観点で進めていただ
けたらと思う。

《計画全体について》
・歴まち計画は、歴史や文化に関わるいろいろな事業の1年間の取り組みが総まとめになってい
る。その情報・評価の蓄積により、内子町での広い範囲での取り組みを全体的に外部の人にも見
てもらえることはとても意味がある。
・今回は1年目でもあり、全体としては順調に進んでいた。だが、今後やっていくと徐々にマンネリ
化したり進まなかったりする時期もあると予想される。長期計画でもあるので、そのときはそれを
真摯に受け止め、次につなげていけばよい。

コメントが出された会議等の名称：　内子町歴史的風致維持向上計画推進協議会

法定協議会等におけるコメント　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　（様式２）

評価対象年度
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