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進捗評価シート （様式１-１）

評価対象年度 令和3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

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

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

都市計画課と歴史遺産課が協議・連携して、事業の推進を図っている。
また、事業の進捗状況等について、法定協議会である長浜市歴史まちづくり協議会を開催し、協議を行った。

長浜市歴史まちづくり協議会を中心としながら、認定計画の推進を図る。
また、都市計画課と歴史遺産課が主体となり、連携を図りながら、認定計画の実施・推進に向けた協議、連絡
調整を行うこととする。

都市計画課と歴史遺産課の連携及び長浜市歴史まちづくり協議会の開催

項目

市長

副市長

総務部

財政課

商工振興課

政策デザイン課

観光振興課

農業振興課

都市建設部

都市計画課

産業観光部

歴史遺産課

市民協働部

庁内連携体制

北部振興局

まちづくり推進課

建設課

○第19回長浜市歴史まちづくり協議会

開催時期：令和4年2月

開催方法：書面による会議

議題：

・歴史的風致維持向上計画の軽微変更案について
・歴史的風致維持向上計画の進捗状況について

第19回長浜市歴史まちづくり協議会
書面会議資料

長浜市－1



進捗評価シート （様式１-２）

評価対象年度 令和3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

本計画の重点区域内において、良好な景観形成を図るため、長浜市景観条例及び長浜市屋外広告物条例に基づき、審
査事務を行っている。
景観法に基づく届出件数　7件（R3.12.31時点）
屋外広告物許可件数　　　1件（R3.12.31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）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策

項目

景観条例・屋外広告物条例の施行状況

本計画の重点区域に、景観の重点区域を指定し、周辺の町並み景観と調和した建築行為等が行われるよう、
規制誘導を行っている。また屋外広告物については、平成24年度から市条例を施行し、より質の高い屋外広告
物によって魅力的な町並み景観が創出されるよう、良好な屋外広告物の規制誘導に努める。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的風致維持向上計画の重点区域及び景観の重点区域

屋外広告物の規制地域概要図
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和3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

歴史的風致形成建造物に指定した13の山蔵について、損傷した壁面や扉、雨樋などの破損状況に応じ、保存
修理が必要になったものについて、順次保存修理を進める。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

平成22年度～平成30年度実績：7棟修理
令和元年度以降～：山蔵の損傷状況を確認し、令和4年度からの保存修理工事着手を目途に調査中。
令和3年度については、壽山山蔵の現地確認、諫皷山山蔵の調査を実施し、工事仕様書作成に向けた修理方法の検討を
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

令和4年度より、壽山ならびに諫鼓山山蔵の保存修理工事に着手する予定。

評価軸③-1
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

山蔵保存修理事業

平成22年度～令和11年度

県文化財保存事業費補助金
市単独事業

壽山山蔵現地確認

諫皷山山蔵現地確認諫皷山山蔵 全景

壽山山蔵 全景
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和3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

大通寺の伽藍群の一部である講場（総会所、茶所、因講、二十八日講）について、保存修理設計調査を実施
し、破損状況を把握したうえで、保存修理を実施する。

茶所、因講、二十八日講については、それぞれの講で管理利用されているが、現在では利用がなくなってきていることから
老朽化が進んでいる。
建物の保存修理については、今後の利用状況や維持管理等を踏まえ、検討を要する状況である。

進捗状況　※計画年次との対応

評価軸③-2
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

大通寺伽藍群保存修理事業

平成29年度～令和11年度

市単独事業

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

今後の建物の維持管理等については、所有者である大通寺と協議を進めながら保存
修理を検討する。

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

長浜市－4



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和3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

黒壁ガラス館本館耐震改修事業

令和2年度～令和3年度

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 平成27年度～令和3年度

状況を示す写真や資料等

明治33年に旧第百三十銀行長浜支店として建築された黒壁ガラス館本館は、老朽化により、内外壁のひび割
れや床面の傾きなどが生じており、来館者の安全性が確保できないため、建築物の長寿命化と耐震の改修を
実施する。

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１２月より耐震改修工事に着手し、令和３年３月に工事を完了した。
【工事概要】　外壁の内側に荒壁パネル（補強パネル）を取り付けるとともに、柱と梁の接合部に耐震リングを設置。
　　　　　　　　その他改修工事：屋根葺き替え、内外部塗装改修、金庫室レンガ撤去、空調改修等を実施。

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

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

改修前

改修後

長浜市－5



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和3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

空き町家の流動化が進まない原因の一つに建物の老朽化があげられる。将来にわたって商店
街エリアの伝統的街並みを維持することで、観光誘客並びに地域経済活性化を図るため、令和
４年度事業においては大規模改修を行う場合の加算や補助率・限度額の見直しを行う。

状況を示す写真や資料等

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

項目

歴史的建築物保存活用事業・伝統的街並み景観形成事業

平成20年度～令和11年度

令和3年度：実績2件／当初計画6件
町家改修内訳：住宅の外観改修、店舗の外観改修　　0件
平成20年度～令和2年度：40件改修

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）

市単独事業

重点区域である長浜城下町区域及び北国街道木之本宿内にある歴史的建築物を保存活用する際や伝統的
な街並み景観の維持形成に配慮して町家、店舗、住宅等を改修する際に、補助金を交付する。

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

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

① 改修前 ① 改修後

② 改修前 ② 改修後

長浜市－6



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和3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

状況を示す写真や資料等

平成24年度～令和3年度

市単独事業

市屋外広告物条例及び市景観まちづくり計画に基づき、景観まちづくりを推進するため、屋外広告物の修景を
行うとともに、優れた屋外広告物を顕彰する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

顕彰制度として「長浜景観広告賞」を実施。目立つだけでなく、景観と調和する意匠という視点を提案し、市民の意識の高揚を図った。
事業期間最終年度である令和3年度にこれまで受賞された広告物施設巡りのできる「マップ」を作成し、市民や観光者に配布する。
これまでの応募総数：320件（R3：26件）、これまでの受賞総数：景観広告物大賞10点（R3：1点）、景観広告賞39点（R3：4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③-5
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

屋外広告物修景顕彰事業

景観広告賞

景観広告大賞

令和3年度長浜景観広告賞受賞作品

長浜市－7



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和3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

伝統的建造物群保存地区選定調査検討事業

令和2年度～令和11年度

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）

市単独事業

伝統的な建造物が数多く残る北国街道木之本宿区域において、伝統的建造物群保存地区の決定に向け、建
造物の調査及び保存対策を実施するとともに保存区域について検討する。

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

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

調査を実施した伝統的な建造物については、随侍、国登録文化財への登録手続きを進
めていく。

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

今年度は北国街道木之本宿域において、たばこや呉服店などの調査を行ったほか、地域住民との間で伝統的建造物群
保存地区について意見交換会、見学会、講演会を行った。
　伝統的な建造物調査　６か所８棟
　国登録有形文化財への登録手続き　1棟

岩根醤油醸造店（令和3年11月19日答申） たばこや呉服店

木之本宿の歴史的遺産を活かしたまちづくり研究部会 木之本宿まち歩き

長浜市－8



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和3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③-7
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

豊公園再整備事業

平成25年度～令和6年度

防災・安全交付金事業（災害に強い魅力ある都市公園づくり）　令和元年度～令和6年度
市単独事業

公園施設の老朽化が著しく、史跡の活用も十分なされていないことから、史跡指定範囲内における史跡の活用
を検討し、公園の再整備を進める。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

現在、JR長浜駅から長浜城歴史博物館までの園路北側の庭園整備を進めている。

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

整備事業の進捗は交付金の配当次第となっている。

状況を示す写真や資料等

現在、園路北側（右）の庭園を整備中

豊公園整備計画平面図

長浜市－9



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和3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

木之本宿道路整備事業

令和2年度～令和6年度

市単独事業

伝統的な建造物が数多く残る北国街道木之本宿区域を縦貫し、地域住民の生活空間となっている国道303号
及び市道木之本穴師余呉線において、歴史的な町並みに調和した道路の美装化、路側帯の設置等を進める。

評価軸③-8

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　・木之本宿活性化推進協議会の開催。事業の進捗報告を行った。
　・事業進捗に合わせ、道路整備建設委員会を立ち上げ、地元との連絡調整体制を強化した。
　・本事業の前段となる北国街道木之本宿へのアクセス道路・市道木之本東西1号線の道路改良工事が完了した。
　　また、交差点の詳細設計を実施した。

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

事業の本実施については、国の都市再生整備計画事業による整備を計画している。

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

状況を示す写真や資料等

令和3年度末完了
写真は令和4年1月現在

道路改良工事完了
（市道木之本東西１号線）

交差点詳細設計
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和3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

長浜曳山祭保存伝承事業

平成22年度～令和11年度

市単独事業

長浜曳山祭を保存伝承するための取組（三役修業塾、囃子保存会等）を支援するとともに、保存伝承に必要な
仕組みを整備・支援する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

【三役修業塾】　稽古日　太夫・三味線部門：週1～2回、太夫・振付部門：月1～2回
　　　　　　　　　　塾生数　延べ19人（太夫・三味線14人、振付7人〔うち2人重複〕、準塾生として高校生1人・大学生2人）
　　　　　　　　　　活動実績　三役修業塾定期発表会（1回）、三役修業塾30周年記念公演
【囃子保存会】　稽古日・回数　稽古は各山組で日や回数は異なるが、今年度の長浜曳山祭以降は新型コロナウイルス
　　　　　　　　　　感染防止のため稽古はすべて休止しており、各自が自宅で練習用テキストを用いて稽古を行っている。
　　　　　　　　　　稽古者数　約300人（内訳：小中学生　約200人、大人　約100人）
　　　　　　　　　　活動実績　曳山博物館の展示曳山交替での演奏、長浜市立西中学校「伝統文化学習講座」、
　　　　　　　　　　　　　　　　　長浜小学校「長浜新発見・囃子クラブ」講師派遣。

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

今年度の曳山祭は、新型コロナウイルス感染拡大防止を徹底し、縮小した形での開催
となった。このため例年とは若干異なる点もあったが、概ね通常の祭に近い活動はでき
た。囃子は笛用のフェイスシールドを作成し、演奏等に臨んだ。

状況を示す写真や資料等

三役修業塾定期発表会

三役修業塾30周年記念公演
（R3.12.5 於長浜文化芸術会館）

曳山交替式での演奏
（R3.10.9）

長浜曳山祭
（R3.4.14）
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和3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 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

次年度以降についても、感染状況等を適切に見極めながら、感染拡大防止を最優先と
して、イベントの開催可否、内容の変更等を判断していく必要がある。

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

きもの大園遊会開催事業

平成22年度～令和11年度

市単独事業

大通寺を会場とした催事を開催して来街を促すことにより、門前町のにぎわいを創出して良好な市街地環境を
形成するとともに、建造物の価値を再認識することにより良好な維持管理に資する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

今年度は新型コロナウイルス感染拡大を受け、昨年度に続き１日で行う行事は中止。代わって、期間を長くとった３密を避
けた分散型の行事として実施した。加えて、参加機会の拡大のため、浴衣客をターゲットとした夏季から実施した。
概要：期間中、着物で中心市街地を訪れた方は対象店舗で各種優待が受けられるほか抽選会に参加できる。
期間：令和３年７月１７日～令和４年３月１０日

チラシ（表・裏）
プレス、関連施設、過去参加者等へ配布
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和3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

新型コロナウィルス感染拡大防止への取組
・３密を回避できるように事業内容を変更（露店・模擬店の出店取りやめと花火大会の中止）
・まつり会場における感染症対策の実施

状況を示す写真や資料等

市単独事業

湖北の名刹・浄信寺で１年に１度催される木之本地蔵大菩薩の大縁日にあわせて、門前の北国街道及び地蔵
坂でふるさと夏まつり「地蔵縁日」を継続的に開催する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

令和3年度は、新型コロナウィルス感染拡大を受け、昨年同様まつりの内容を変更し、露店・模擬店の出店を取りやめ、花
火大会も中止となった。なお、木之本地蔵院の大縁日に基づく法要を実施された。
まつりの期間中の入込客数は、例年の20分の1の5千人だったが、この厳しい社会状況の中で、宿場町の賑わいの創出と
歴史的風致の向上に可能な範囲で寄与し、地域の歴史や伝統を学び直す機会になったものと考える。

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③-11
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

ふるさと夏まつり「地蔵縁日」開催事業

令和2年度～令和11年度
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和3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

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

新型コロナウィルス感染拡大の影響で相談窓口や空き家見学を中止せざるを得ない状
況となる中で、その手法等について時代に即する形で改善していく必要がある。

状況を示す写真や資料等

木之本宿まちなか再生事業

令和2年度～令和11年度

市単独事業

木之本宿において、往時の賑わいを取り戻すため、空き家や空き店舗の利活用の実態調査や利活用のコンサ
ルティング、移住相談窓口、古民家見学ツアーなどに取り組む。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

・空き家や空き店舗の利活用の実態調査　６件（R３年12月末時点）
・空き家や空き店舗の利活用のコンサルティング件数　１０件（R３年12月末時点）
・移住・定住相談窓口　３６件（R３年12月末時点）
・成約件数　３件（R３年12月末時点）

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

短期的空家活用推進事業
昼食（イートイン、テイクアウト）の提供

空き家活用相談所の開設

木之本まちあるきマップ
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和3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

きのもと宿街道まつり・きのもと交遊館での企画展示を含めた誘客事業（春うらら・夏きらり・秋たわわ）、夕涼み横丁につい
てはコロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止したが、コロナの感染拡大が落ち着きだした時期に、対策を万全にお
こない２年ぶりに『木之本一箱古本市』『箏コンサート』『カラクリ玩具展』のイベント開催をおこなった。

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

次年度以降についても、感染状況等を適切に見極めながら、感染拡大防止を最優先と
して、各イベントの開催可否の判断・事業内容の見直しをしていく必要がある。

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

北国街道木之本宿にぎわい創出事業

令和2年度～令和11年度

市単独事業

木之本宿において、往時の賑わいを取り戻すため、北国街道沿いでのきのもと宿街道まつりや、登録有形文
化財であるきのもと交遊館での企画展示、飛鳥時代の創建と伝わる歴史ある意富布良神社での夕涼み横丁な
どに取り組む。

評価軸③-13

木之本一箱
古本市

（R3.11.6）

箏コンサート
（R3.11.21）

カラクリ玩具展
（R3.10.23、24）
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和3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

市単独事業

高月地域の観音様を拝観する催事を開催することにより、これらの観音様を守り伝えてきた先人の心と美しい
観音像を後世に継承する意識の向上を図ることができる。

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

新型コロナウィルス感染拡大を受け、今年度も従来通りのまつりの開催を見送ったが、来年度以降のまつり開催に向けて
のPRを兼ねたポスターを作成し市内各駅や県内各観光施設へ掲示した。まつりが開催された際に拝観できる観音様を紹
介するリーフレットも作成し、プレス・エージェント過去参加者等に配布・郵送しPR活動をおこなった。

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

次年度以降についても、感染状況等を見極めながら、感染拡大防止を最優先として、ま
つりの開催可否・イベント内容の変更を適切に判断していく必要がある。

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

観音の里ふるさとまつり開催事業

平成23年度～令和11年度

ポスター
市内各駅、県内観光施設等で掲示

リーフレット（表・裏）
プレス、エージェント、
過去参加者等へ配布

長浜市－16



進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 令和3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

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

余呉型民家が多く残る余呉町菅並地区の建造物や、北国街道木之本宿に残る伝統的建造物の調査をはじめ、虎姫地域
に残る花火陣屋の調査を実施した。

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

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

文化財の調査

市内に分布する文化財について調査を実施する。

状況を示す写真や資料等

菅並地区伝統的建造物群保存対策調査

旧北國街道木之本宿伝統的建造物群調査

宮部花火陣屋調査
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 令和3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④-2
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

文化財の保存・修理等

適切な保存が図られるよう計画的に指定等文化財の修理等を実施する。

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3年度は、曳山の修理をはじめ、西徳寺における保存修理等を実施した。実績は下記のとおり。
　建造物修理1件、民俗文化財修理1件、民俗文化財伝承2件、指定文化財管理17件（うち小修理2件）、
　文化財保存団体顕彰等助成17団体

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

状況を示す写真や資料等

西徳寺本堂修理

月宮殿曳山 全景

月宮殿見送幕修理監理 月宮殿見送幕ガラス風鎮修理監理
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 令和3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

文化財の火災被害を少なくするため、自動火災報知設備及び消火器具の設置及び更新を図る。さらに、広く防
災意識を高揚するため、所有者、管理者、地域住民及び消防署が一体となった防火訓練を定期的に実施す
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

今年度については、防火訓練３か所（令和4年1月22日、29日）および防火査察33か所（令和4年1月20日～29日）が実施予
定であったが、新型コロナウイルス感染拡大により中止となった。

進捗状況　※計画年次との対応

状況を示す写真や資料等

項目

文化財の防災

訓練や査察は中止となったが、文化財防火デーポスターの配布を行い、地域住民の文
化財愛護意識の高揚と文化財所有施設に対する防火意識の高揚を図った。

評価軸④-3
文化財の保存又は活用に関する事項

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

※中止のため写真なし
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 令和3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

用件
農地転用

審査
開発審査

発掘届・
通知

立会調査 試掘調査 発掘調査

件数 183 41 205 8 27 9

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

関係機関と連携を図り、必要に応じて埋蔵文化財の試掘調査や本掘調査を実施した。

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

文化財の保存又は活用に関する事項

項目

評価軸④-4

埋蔵文化財の取扱い

(令和４年３月末現在)

埋蔵文化財の保護について、関係各課と連携を図り、開発行為等の情報を共有している。また事業者と事前
協議を行い、必要に応じて試掘調査を行うなど開発行為と文化財保護との調整を図っている。

内保遺跡 第75次調査

室遺跡 第104次調査
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進捗評価シート （様式１-５）

評価対象年度 令和3年度

読売新聞

■計画の進捗に影響あり
□計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道

報道等タイトル 年月日 掲載紙等

R4.1.6 中日新聞

子ども歌舞伎 堂々 華麗に舞う　長浜曳山祭 本日 R3.4.16 中日新聞

大賞はビワ コラージュ　長浜景観広告賞 ５件決まる

中日新聞

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

「城下町遺産」10件選定　まちづくり勉強会「新たな観光資源に」 R4.1.13

登録有形文化財に19件　文化審答申　長浜・旧北村医院など R3.8.11

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

◎長浜曳山祭：コロナ禍の中、曳山巡行を取りやめるなど分散・縮小した形で執行され、二年ぶりに子ども歌舞伎が披露された。
◎長浜景観広告賞：毎年、市内のまちなみなどと調和した屋外広告物を表彰する景観広告賞、今年は5件の広告物を表彰した。
◎長浜城下町遺産：中心市街地に残る歴史的遺構や景観をまちづくりに活かそうと市民団体が広く投票を募り、城下町遺産として10
件を選定した。

進捗状況　※計画年次との対応

▲ 中日新聞
令和3年4月16日 朝刊掲載

▲ 中日新聞
令和4年1月6日 朝刊掲載

▲ 中日新聞
令和4年1月13日 朝刊掲載
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進捗評価シート （様式１-５）

評価対象年度 令和3年度

◎国登録有形文化財：11月、本計画の重点区域である北国街道木之本宿区域内にある岩根醤油醸造店が国の登録有形文化財と
して答申を受けたほか、8月には旧北村医院（李軒亭）関係の建造物10件が指定された。
◎長浜曳山祭：少子高齢化による担い手不足などの曳山祭が抱える課題に対し、官民が一体となって取り組み、祭を後世に継承し
ていく決意を表明した。12月には、子ども歌舞伎の太夫などを養成する三役修業塾が30周年を迎え、記念公演を開催した。
◎市指定文化財：平安時代後期に作られた宝厳寺所有の彫刻「木造聖観音立像」を249件目の市指定文化財とした。

進捗状況　※計画年次との対応

報道等タイトル 年月日

国登録有形文化財に13件　文化審答申　岩根醤油醸造店主屋 R3.11.20 中日新聞

曳山祭継承の決意宣言文を博物館に　関係者ら除幕式

効果・影響等に関する報道

掲載紙等

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

中日新聞

曳山祭「三役修業塾」あす公演　30周年記念、3演目披露

R3.6.17

R3.4.10

R3.12.4 中日新聞

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

毎日新聞

評価軸⑤-1

木造聖観音立像　市指定文化財に　宝厳寺所有

■計画の進捗に影響あり
□計画の進捗に影響なし

▲ 中日新聞
令和3年11月20日 朝刊掲載

◀ 中日新聞
令和3年12月4日 朝刊掲載

▶
中
日
新
聞

令
和
3
年
6
月
17
日

朝
刊
掲
載
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進捗評価シート （様式１-６）

評価対象年度 令和3年度

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

市民にとって長浜市は貴重な歴史や伝統が残された町であると強く認識されており、歴史的・文化的資源に磨
きをかける取組を強力に推進することで、その個性や魅力を高めることにつながっていく。それにより市民の歴
史・文化に対する理解や愛着心を深めることができるとともに交流人口の拡大や観光振興など多方面に及ぶ
効果も期待され、さらには地域経済の活性化も期待できる。

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

市民意識調査については、市民に市政への意見や政策の重要度、生活意識など幅広く調査し、次年度の政策や予算編
成に反映していくため、毎年６月頃に実施しているが、昨年度（令和２年度）の調査がコロナ禍の影響で年度末に実施して
いることから、令和３年度は実施しなかった。

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）

■計画の進捗に影響あり
□計画の進捗に影響なし

令和4年度市民意識調査については、例年通り実施する予定。

評価軸⑥-1
その他（効果等）

項目

市民を対象としたアンケート結果

令和3年度市民意識調査については実施せず
（令和4年度は実施予定）

【参考】 令和２年度 市民意識調査結果
調査期間 ： 令和３年２月８日～２月１９日

調査対象 ： １８歳以上の長浜市民

調査配布数 ： ３，０００件
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令和3年度
・法定協議会等におけるコメント

会議等の開催日時：書面による開催　　表決書提出締切：令和4年2月16日（水）

（今後の対応方針）
・協議会の意見を受け、長浜市歴史的風致維持向上計画（案）を修正し、令和３年度中に計画の
軽微変更届出を行う。
・協議会の意見を受け、令和３年度進行管理・評価シートを修正し、令和４年度に国へ提出する。

（コメントの概要）

■変更後の長浜市歴史的風致維持向上計画（案）について
　●国登録有形文化財に木之本宿区域の複数の建造物が登録されたことは、木之本の皆さんの
まちなみを残したいという思いの結実と思います。生活のある、街並みを生かしたまちづくりを進め
ていただければと思います。一方、鳥羽上町の元北村医院については、すでに活用されていると
のこと。利用されておられる団体と十分に調整されて、齟齬のない活用を期待いたします。
　●木之本宿の民家7棟が登録文化財に登録されたことは画期的な成果だと思います。それも本
陣だけでなく酒屋、醬油や住宅などバリエーションに富んでいることは、湖北の宿場町としての繁
栄と暮らしぶりが実見できるということです。それはとりもなおさず歴史的風致の維持向上につな
がり、市民の方が長浜の豊かな歴史に一層の誇りを持つことにつながります。

■令和3年度進行管理・評価シートについて
　●黒壁ガラス館本館の耐震改修工事を無事終えられたとのこと、ご苦労があったと思います。ま
た、広告物の修景顕彰事業もとても良いとと思います。一方で、広告物の審査をされているとこの
と、公にはしにくいとは思いますが、文章ででも良いので、どのような点をどのようにアドバイスした
かについて、蓄積されることをお勧めします。コロナ禍で様々な事業が順調に進んでいると感じま
した。
　●コロナ禍において様々な制約のなか事業を進められていることに敬意を表します。その中で次
回の市民意識調査にはコロナ関係の質問項目をぜひお願いしたいと思います。長浜市内にはオ
コナイをはじめ種々の祭礼が伝承されていますが、コロナによってどのような影響を受けたのかを
調べるのは大事なことです。
　⇒　ご意見頂戴したことを市民意識調査の担当課へお伝えするとともに、調査項目の掲載につ
いて検討いたします。
　●各事業において、しっかり評価し、課題を抽出し、次年度の事業実施に活かしていただきたい
と思います。

■その他、歴史的風致の維持及び向上に関するご意見等
　●木之本地区の伝建地区指定を目指した取組が着実に進むことを期待しています。また、歴史
的風致維持向上計画の目的を達成するために、軽微な変更にとどまることなく、重点区域の拡大
や関連する新規事業の検討など、関係各課との更なる連携、協力を期待しています。
　●木之本では、伝統的建造物登録が進んでいます。木之本地蔵院から北へ3軒目の上阪家も古
い家屋で伝建に値する建物なのですが、住人がおらず朽ちていくばかりで、木之本町並み研究会
でも何とか残せるようにと話し合ったりしています。このままでは、建物も壊れてしまうのではと心
配です。せっかく木之本の町並み保存をしていくのに頑張っているので、何とか残せる手立てはな
いものでしょうか？よろしくお願いいたします。
　⇒　本市としても保存していくべき建造物と考えていますが、所有者様のご意向もございますの
で、そのあたりも鑑み、今後の方策を検討していきたいと考えています。

コメントが出された会議等の名称：第19回長浜市歴史まちづくり協議会

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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