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進捗評価シート （様式１-１）

評価対象年度 平成28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

計画の実施に向けた推進体制

項目

町組織改編により、まちづくり推進プロジェクトチームが解散したが、政策課が事務を引
き継ぎ、歴史まちづくり計画の事業推進に向け、一層の情報共有と目的の共有化を図
り、連携を強化していく。

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

町組織改編により、政策課が事務を引き継ぎ、歴史まちづくり庁内推進会議（随時）で事業の実施に係る調整、情報収集、
進捗管理等を行った。

本計画の推進体制は、「政策課」が事務局となり、庁内各課で組織する「磐梯町歴史まちづくり庁内推進会議」
において計画推進を図り、庁内の連絡調整を行うものとする。また、国、福島県等の関係機関との協議を行うと
ともに、相談や支援を得る。
　歴史まちづくり法第11条に基づき設置した「磐梯町歴史的風致維持向上計画推進協議会」は事務局と連携
し、計画の実施に関する協議、連絡調整を行う。なお、必要に応じて文化財所有者、管理者や文化財等の保存
活用を行う町民、関係委員会や団体と連携し、支援を行う。

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

第６７回史跡慧日寺跡調査・保存・整備指導委員会 

平成２９年２月１０日開催 

第５回磐梯町歴史的風致維持向上計画推進協議会 

平成２９年４月１４日開催 

磐梯町－1



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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）

○指定地の本寺地区のうち、字堂東地内の2,547㎡を公有化
○整備に向けた史跡慧日寺跡調査・保存・整備指導委員会の開催（平成29年2月）
○史跡整備に向けた第29次発掘調査の実施（平成28年6月～12月）

平成１５年度～平成３７年度

町単独事業、国宝重要文化財等保存整備事業

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

史跡慧日寺跡整備事業

■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

・平成１５年（2003）度から着手している史跡整備事業の継続
・史跡としての案内表示の充実　など

第29次発掘調査 

平成２８年度調査対象地 

磐梯町－2



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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

集約促進景観・歴史的風致形成推進事業、町単独事業

歴史的まちなみを確保するために、歴史的風致形成建造物及び付随する塀、石垣などについて、地域の歴史
的な技術や手法を踏襲し、歴史的まちなみに調和するよう建物の外観等の修景を行うとともに、改修等に対し
て支援を行う。

項目

歴史的建造物保存事業

平成２８年度～平成３７年度

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

町と所有者の意見の相違や資力等により、事業が執行できなかった箇所もあるので、
十分に意見交換を行いながら調整する必要がある。

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

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的風致形成建造物に指定した建造物の修理等に要する費用の一部を助成し、所有者等に対する支援を実施。
○歴史的風致形成建造物指定件数：４件
○補助実施件数：２件

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）

状況を示す写真や資料等

施工前 施工後 

施工前 

深澤家住宅（Ａ＝202.18㎡）：外壁の修理、漆喰塗替え、基礎補修、建具取替 
○道路側の屋根を半切妻とし、束、梁形を現す漆喰と羽目板の妻壁が特徴 

鈴木家住宅（Ａ＝149.81㎡）：屋根補修（塗替え）、外壁の修理、漆喰塗替え、基礎補修、建具取替 
○主屋の道路側に置屋根土蔵が接続しており、白の漆喰壁が目立つ 

施工後 

磐梯町－3



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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③-3
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

歴史的文化遺産調査事業

平成２７年度～平成３７年度

町単独事業

・町内に点在する歴史的価値がある建造物・石垣・水路等、十分に調査されていない歴史的文化遺産の実態を
把握し、適切に保全、利活用を推進するため、歴史文化遺産の調査を行う。
・慧日寺参道及び周辺地域の整備に向けて、まちなみの調査を実施する。
・実態が把握されていない歴史的建造物等について、所在や建築年代、建築技法等の悉皆調査を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

本寺地区内に所在する工作物（水路など）、祠、植栽等の所在と意匠調査及び、町並み特性の把握に関する景観調査（眺
望点や通りからの町並みの見え方、シンボルとなる景観調査）を実施。
【調査対象】①祠や石造物②水路③洗場④参道沿いから見える泉水⑤石垣⑥生垣⑦農道⑧遠景・近景⑨樹木

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

まちなみ特性の把握に関する景観調査 

まちなみ特性の把握に関する建物調査 

磐梯町－4



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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③-4
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

歴史的まちなみ防災対策事業

平成２８年度～平成３０年度

町単独事業

歴史的建造物が数多く立地する本寺地区を中心として、放水銃や消火栓、歴史的建造物の耐火性向上など地
域防災施設の整備を行い、地域の防災性を高める。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

本事業については整備方針や方向性について十分な検討が図れていなかったことから関係課と協議を行った。その中で、
放水銃や消火栓の整備にあたっては慧日寺参道に埋設されている水道管からの取り出しが必要となり、慧日寺参道の整
備にあわせて施工することが効率的であることから、事業期間を延期し慧日寺参道整備事業にあわせて実施する予定とし
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

道路管理者及び地権者を含めた関係者との協議を進め、円滑な事業着手・完了を目指
す。

状況を示す写真や資料等

磐梯町－5



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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③-5
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

まちづくり団体設立・育成支援事業

平成２８年度～平成３７年度

町単独事業

慧日寺の歴史を継承し、保存活用を行うまちづくり団体の組織化や育成を図り、保全、利活用に向けた取組み
を活性化させるとともに、活動経費の一部について助成金を交付し支援する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

本寺地区において、地元住民が主体となったまちづくり団体の設立に向けて、歴史まちづくりに関するアンケート調査、魅
力発見まちあるき、地元説明会やワークショップを開催し、地区住民とともに考え行動することで、設立に向けた地元住民
の意識向上を図っている。

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

核家族化の進行等により地域コミュニティが崩れつつあることから担い手の育成に時間
を要しており、まちづくり団体を設立することができなかったため、まずは地区住民の歴
史まちづくりに対する機運を高める支援を行うこととしている。

状況を示す写真や資料等

歴史まちづくりに関するアンケート調査 

魅力発見まちあるき 

磐梯町－6



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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③-6
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

伝統文化財継承事業

平成２８年度～平成３７年度

地方創生加速化交付金事業、町単独事業

・祭礼や地域の民俗芸能の活動を促進するため、用具等に対して助成を行う。
・江戸時代以来途絶えている明神の舞や現在活動を休止している火伏せの火渡りなどの祭礼の再興を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

①「磐梯町伝統文化財継承事業業務」の委託契約を締結し、明神の舞の復元に向け有識者による調査・検討を行った。
②町指定文化財（赤枝彼岸獅子舞）関連用具についての修理等の補助を実施。

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

明神の舞に用いる舞楽面の検討 舞の復元練習 

磐梯町指定文化財（無形民俗）赤枝彼岸獅子舞 
獅子頭修理補助(３頭） 

磐梯町－7



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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

磐梯町景観計画策定事業

平成２８年度～平成３０年度

町単独事業

慧日寺跡を含む文化財と磐梯山の自然との一体的な景観形成の方針の確立に向けて、本町独自の景観計画
を策定する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

景観計画策定に向けての土壌づくりとして、歴史まちづくりに関するアンケート調査やワークショップを行い住民の歴史まち
づくりの気運の醸成を図った。
①本寺地区らしいまちなみや景観を見つけるため「魅力発見まちあるき」を開催。
②本寺地区ワークショップ（全４回開催：述べ参加人数４３名）
③歴史まちづくりアンケート調査（本寺地区全戸配布（７４世帯）回収率：８１．１％）

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

第１回本寺地区ワークショップ 
平成２８年１０月２３日（日） 

第２回本寺地区ワークショップ 

平成２８年１２月４日（日） 

第３回本寺地区ワークショップ（歴史まちなみ懇談会） 
平成２９年２月１１日（日） 

第４回本寺地区ワークショップ（役員説明会） 
平成２９年３月２１日（火） 

磐梯町－8



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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

歴史的まちなみ整備事業

平成２７年度～平成３７年度

町単独事業

歴史的まちなみを確保するために、歴史的風致形成建造物以外の歴史的な建物や塀、石垣などについて、地
域の歴史的な技術や手法を踏襲し、歴史的まちなみに調和するよう建物の外観等の修景を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的風致形成建造物に指定していない建造物の修理等に要する費用の一部を助成し、所有者等に対する支援を実施。
○補助実施件数：０件
歴史的まちなみに調和するよう町が所有している工作物等の修景を実施。
○修景実施件数：２件

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

カーブミラー修景前 

カーブミラー修景後 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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

慧日寺参道整備事業

平成２８年度～平成３７年度

町単独事業

慧日寺参道及び恵日寺へのアプローチ道路において、無電柱化、参道沿いの水路の整備、植栽空間の創出な
どの他、参道の美装化、融雪機能の整備を通じて一体的なまちなみ空間を演出できる景観改善を推進する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

本事業については整備方針や方向性について十分な検討が図れていなかったことから関係課と協議を行った。その中で、
慧日寺参道の整備にあたっては、絹本著色恵日寺絵図に記載されている参道や坊院等の発掘調査を事前に行う必要が
あること及び景観形成の方向等を決定するまでは拙速に道路整備は実施しないとしたため事業期間を延期して実施する
予定とした。

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

道路管理者及び電線事業者、地権者を含めた関係者との協議を進め、円滑な事業着
手・完了を目指す。

状況を示す写真や資料等

慧日寺参道沿いのまちなみ（現況） 慧日寺参道沿いのまちなみ（電柱撤去イメージ） 

慧日寺参道（現況） 慧日寺参道（整備イメージ） 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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

集約促進景観・歴史的風致形成推進事業、町単独事業

慧日寺参道沿いの民家を活用し、歴史的景観を象徴するファサードを持つ地域活性化の拠点となる多機能型
施設を整備する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的風致形成建造物に指定した建造物及び土地の買取りを実施。
土地：磐梯町大字磐梯字本寺上4962番地　Ａ＝1774.07㎡
建物：居宅　木造草葺平屋建　Ａ＝195.04㎡（築140年）
　　　 倉庫　土蔵造草葺２階建　１階39.66㎡　２階39.66㎡（築115年）

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

慧日寺門前市整備事業

平成２８年度～平成３２年度

慧日寺参道沿いの空家（Ｈ28買取り実施） 

平面図 

土蔵内部 

整備イメージ 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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

花川自然石護岸及び水路改修事業

平成２８年度～平成３７年度

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）、町単独事業

現在コンクリートで舗装されている本寺地区内を流れる花川の河川改修を実施するとともに参道沿いの水路や
生活水路などについて防災にも配慮した上で改修を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的景観を再生するため、本寺地区を流れる普通河川花川の護岸改修工事に伴う測量・設計を実施。景観に合致した
護岸の形状・構造のイメージパースを作成した。

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

状況を示す写真や資料等

普通河川花川の測量 

コンクリートブロックで舗装された護岸 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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

史跡慧日寺跡活用事業

平成２８年度～平成３０年度

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）、地方創生加速化交付金事業、町単独事業

歴史的な背景に基づき、史跡慧日寺跡金堂内の展示物の制作を行う。また、復元金堂内に説明パネルや、模
刻作成工程の解説公開に向けた撮影記録、史跡散策者への音声ガイドシステムを構築する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

①史跡慧日寺跡金堂内の展示物の制作（～Ｈ30まで）：史跡慧日寺金堂内展示物制作鑿入れ式開催（平成28年7月22日）
②復元金堂内の展示物制作作成工程の解説公開に向けた撮影記録の実施
③音声ガイドシステムの構築（ビーコン設置箇所：６ヶ所　①中門②金堂③木ざし桜④講堂⑤食堂⑥仏堂、音声ガイダンス
受信機端末：17台）

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

模刻作成工程の解説公開に向けた撮影記録 史跡慧日寺金堂内展示物制作のみ入れ式 
平成２８年７月２２日 

史跡内に音声ガイドシステムの設置 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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③-13
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

歴史的資源周知サイン整備事業

平成２８年度～平成３０年度

町単独事業

町内に点在する遺構や歴史的建造物、文化財等の歴史的資源に触れる機会を増やし、意識を高めるため案内
板を整備する。案内板の整備にあたっては、訪日外国人旅行者を呼び込み、外国人向けの受け入れ環境充実
を図るために多言語化の案内板等を整備する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

会津１７市町村が連名申請した「会津の三十三観音巡り」の日本遺産認定を踏まえ、日本遺産構成文化財である「慧日寺
跡」「厩嶽山馬頭観音菩薩坐像」の多言語（英語）に対応した案内板を設置
【設置基数】平成28年度：２基（※うち歴まち重点区域１基）

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

案内板設置状況 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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２９年度～平成３０年度

地方創生加速化交付金事業

史跡慧日寺跡を重点区域の文化遺産として広く一般に情報を発信するため、史跡慧日寺跡や徳一のＤＶＤ制
作、スマートフォンを活用した文化遺産を活かした観光アプリ等の開発を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○史跡慧日寺跡案内アプリのコンテンツを作成（ビーコン設置箇所：10ヶ所　①仁王門②中門石畳③金堂④金堂内⑤講
堂・食堂⑥仏堂・五重塔⑦木ざし桜⑧徳一廟⑨資料館内（系譜図・仏具・徳一像）⑩資料館内（絹本著色慧日寺絵図）、ｉＰ
od touch：1台、ｉＰad mini：10台）

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③-14
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

文化遺産に関する総合的な情報発信事業

史跡慧日寺跡案内コンテンツアプリの構成 

史跡慧日寺跡案内アプリ 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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

歴史を活かしたまちづくり推進事業

評価軸③-15

平成２８年度～平成３７年度

歴史まちづくりに関する意識を高めるため、歴史まちづくりやまちなみ、景観形成について講演会や勉強会、研
修、ワークショップを開催する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

歴史を活かしたまちづくりを進めるため、まちづくりシンポジウムやまちあるき、ワークショップ（全４回）を開催した。
①本寺地区らしいまちなみや景観を見つけるため「魅力発見まちあるき」を開催（参加者数：13名）
②磐梯町の無限の可能性を発見するため「磐梯町観光まちづくり講演会」を開催（参加者数：45名）
③慧日寺の薬師信仰に基づく薬草の里づくりを進めるため、生涯学習まちづくり講演会として「薬都磐梯の復活」を開催（参
加者数：100名）

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

磐梯町観光まちづくり講演会 
平成２８年６月２９日（水） 

参加者：４５名 

生涯学習まちづくり講演会 
平成２８年１１月３日（木） 

参加者：１００名 

魅力発見まちあるき 
平成２８年１０月２３日（日） 

参加者：１３名 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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

広域連携推進事業

平成２８年度～平成３０年度

町単独事業

仏都会津として豊富な歴史的文化的資源を擁する周辺地域との連携を推進する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

史跡慧日寺跡を活用した福島県・極上の会津プロジェクト協議会の交流事業として実施
◆リアル宝探しイベントin福島「コードF-6」　 磐梯町エリア：平成28年4月22日～10月30日　参加者：9,416名
◆花の王国ふくしま　キビタンフラワースタンプラリー2016：平成28年3月19日～6月30日　　応募用紙送付者総勢：12,488名
◆手塚治虫キャラクタースタンプラリー　平成28年7月1日～8月31日　応募用紙送付者総勢：3,829名
◆磐梯町魅力発信ツアー
　夏ツアー平成28年7月30日～31日　参加者数：10名　秋ツアー：平成28年10月22日～23日　参加者数：19名

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

極上の会津プロジェクト協議会 「手塚治虫キャラクタースタンプラリー」 

磐梯町魅力発信ツアー 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成28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③-17
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

史跡慧日寺跡と道の駅ばんだいを連結するアクセス道の整備

平成２８年度～平成３５年度

道の駅ばんだいから史跡慧日寺跡・磐梯山慧日寺資料館へのアクセスを改善するため、大谷川を横断する新
しいアクセス道を整備する。

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

本事業については整備方針や方向性について十分な検討が図れていなかったことから関係課と協議を行った。その中で、
アクセス道の整備予定箇所には県道横断・第一種農地や一級河川等が存在するため、工法・用地取得を含め、さらなる検
討を要する必要があることから事業期間を延期して実施する予定とした。

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

道路管理者及び河川管理者、地権者を含めた関係者との協議を進め、円滑な事業着
手・完了を目指す。
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 平成28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

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項

文化財の適切な維持管理に向けて、指定文化財の現状把握に努めるとともに、損傷具合等により優先順位を
決めて修復・整備を実施する。

項目

文化財の修復・整備に関する取組み

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

損傷のある文化財および文化財関連用具についての修理及び修理等補助  赤枝彼岸獅子獅子頭修理補助(３頭）

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）

磐梯町指定文化財（無形民俗）赤枝彼岸獅子舞 
獅子頭修理補助(３頭） 
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 平成28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

磐梯山慧日寺資料館について、最新の映像機能等を用いて、往時の慧日寺周辺の雰囲気や、会津仏教文化
を楽しみながら学べる施設として機能更新を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

慧日寺周辺を訪れる来訪者への情報発信と利便性の向上を図るため、Wi-Fiｉ環境の整備を行い、施設の機能を更新
①Wi-Fiステーション　１基
②磐梯山慧日寺資料館　屋内Wi-Fiアクセスポイント２基
③史跡慧日寺跡金堂入口　屋内Wi-Fiアクセスポイント１基

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④-2
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

文化財の保存・活用を行うための施設に関する取組み

磐梯山慧日寺資料館内に設置した屋内アクセスポイント 
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 平成28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

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）

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

評価軸④-3
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

文化財の周辺環境の保全に関する取組み

空間の基盤を成す磐梯山麓の自然環境を確実に保全し、既存の良好な史跡景観を保全を推進するとともに、
歴史的景観の復元に向けた魅力ある空間形成を推進する。

史跡慧日寺跡指定地内の適切な除草、樹木剪定等保全（約4,000㎡）

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

史跡慧日寺跡指定地内除草状況（大字磐梯字戒壇地内） 

史跡慧日寺跡指定地内除草状況（大字磐梯字本寺八幡地内） 
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 平成28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

○猪苗代消防署磐梯出張所・磐梯町消防団及び文化財建造物管理者と連携し、史跡慧日寺跡地内で消防訓練を実施
指定文化財建造物の火災発生対応訓練、消防団による消火訓練の実施（恵日寺山門、境内）
防火査察の実施（恵日寺、龍宝寺、仁王門）
町指定文化財自動火災報知機設備点検にかかる町補助　（恵日寺、龍宝寺、薬師堂）

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

文化財の保存又は活用に関する事項

項目

文化財の防災に関する取組み

文化財を火災や地震等の災害から守り、後世に正しく引き継ぐために、定期的な見回りや火の後始末の確認な
どの日常管理の徹底について啓発するなど、町民の防火、防災意識の高揚を図り、地域ぐるみの防災体制の
整備に努めるとともに、文化財の所有者に対しては、防災に係る周知と防災教育の取り組みを通して日常の防
災意識の向上を促進する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

評価軸④-4

消火訓練（恵日寺山門） 

防火査察（恵日寺） 自動火災報知機設備点検（龍宝寺） 

磐梯町－22



進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 平成28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

慧日寺資料館歴史講座　　計3回　延べ120名参加
慧日寺資料館体験講座（紙すき）　20名参加
文化財保存会研修　1回（史跡村上城跡視察研修）

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）

■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④-5
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する取組み

文化財に親しみを持ってもらうため、復元された金堂・中門を活用したイベントの活性化や、発掘体験、写生会
など学校教育・生涯学習の場としての活用を推進する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

慧日寺資料館歴史講座 

慧日寺資料館体験講座（紙すき） 
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 平成28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

史跡指定地内　字堂東地区の発掘調査　平成28年度（対象面積810㎡）

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④-6
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

埋蔵文化財の取扱いに関する取組み

史跡の発掘を推進するとともに、発掘体験の場の提供等を通じて埋蔵文化財の重要性の啓発を推進する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

史跡指定地内の発掘調査 

第29次調査区全景 
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 平成28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

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

文化財の保存又は活用に関する事項

項目

住民、ＮＰＯ等各種団体の状況及び今後の体制整備の取組み

文化財の保存・活用に向けた取り組みの推進やＮＰＯなどの団体設立について助言・指導を進めていき、活動
に対する支援を行う等、住民やこれらの団体等と連携して文化財の保存・活用に努める。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

県指定文化財　舟引き祭りと巫女舞挙行の際の支援（巫女役児童、囃子楽人の会場への送迎等）

評価軸④-7

巫女舞 

舟引き祭り 
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進捗評価シート （様式１-５）

評価対象年度 平成28年度

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に基づき実施した「歴史的建造物保存事業」、「史跡慧日寺跡活用事業」における史跡慧日寺跡
金堂内展示物の制作、「史跡慧日寺跡整備事業」の実施状況や歴まち認定後の慧日寺周辺の町並み景観整備等が新聞
に掲載され、町内外へのアピールとともに歴史まちづくりに対する関心が高まった。

状況を示す写真や資料等

福島民報・福島民友

慧日寺跡景観整備に新融資　来月１日から会津信組磐梯町と協定　他

東北最大規模の大寺院　文明の花開く原点　　徳一、会津へ

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道

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）

福島民報・福島民友

平成28年4月3日 福島民友

平成29年3月15日

主な報道等タイトル

磐梯「明神舞」復活へ　150年ぶり来夏披露　郷土の伝統再生へ初練習

年月日

平成29年3月15日

掲載紙等

慧日寺「講堂」復元へ　金堂に匹敵する規模　１８年度完成目指す　 平成28年10月2日

福島民報

●史跡慧日寺跡に関する記事（４件） 
・東北最大規模の大寺院 文明の花開く原点  徳一、会津へ（平成28年4月23日 福島民友） 
・慧日寺講堂復元へ ３０年度完成目指す（平成28年10月2日 福島民報・福島民友） 
・講堂、食堂、仏堂、磐梯明神 慧日寺 ４建築物復元へ 指導委 町方針を承認（平成29年2月11日 福島民友） 
 
●祭礼・イベントに関する記事（１６件） 
・悠久の響き楽しむ 磐梯の慧日寺 春の雅楽（平成28年5月29日 福島民報） 
・紙灯籠 慧日寺跡照らす（平成28年6月4日 福島民報・福島民友） 
・磐梯・慧日寺跡「月待ちの灯り」期間中述べ１８００人来場 昨年比１１００人上回る（平成28年6月8日 福島民報） 
・白馬先頭に山頂目指す 厩嶽山祭りと山開き（平成28年6月27日 福島民報） 
・「とくいつ藝術祭」開幕 薬師如来坐像模型紹介（平成28年9月25日 福島民報・福島民友） 
・磐梯とくいつ芸術祭 慧日寺金堂内展示物薬師如来坐像の台座公開（平成28年10月19日 福島民報・福島民友） 
・焼失した仏像 復元作業公開 磐梯で企画展（平成28年11月5日 読売新聞） 
・磐梯「明神舞」復活へ 150年ぶり来夏披露 郷土の伝統再生へ初練習（平成29年3月15日 福島民報） 
・伝統の赤枝彼岸獅子披露 磐梯の赤枝青年会（平成29年3月19日 福島民報） 
・磐梯神社「舟引き祭り」今年は豊作 東が勝利（平成29年3月21日 福島民報・福島民友） 
・磐梯神社の「舟引き祭り」 巫女舞厳かに披露（平成29年3月22日 福島民報・福島民友） 
 
●歴史的まちなみ整備に関する記事（１５件） 
・初の歴史的建造物保存事業 民家改修２０日着手 住民説明会で町長示す（平成28年6月5日 福島民報・福島民友） 
・理想の門前町 次世代に 磐梯・慧日寺跡周辺の景観整備（平成28年6月6日 福島民友） 
・築７３年民家の外観を整備 安全祈願祭 磐梯町歴史的風致維持向上計画（平成28年6月18日 福島民報・福島民友） 
・門前町の住宅改装視察 磐梯・本寺地区 指導委員が助言（平成28年7月9日 福島民報） 
・磐梯町歴史的風致維持向上計画で改修 古民家竣工 普及に期待（平成28年8月11日 福島民報・福島民友） 
・住友不、町並み再生支援 住宅改修ノウハウ生かす整備（平成28年8月29日 日経新聞） 
・磐梯町歴史的建造物保存事業 改修の民家紹介 景観に合わせ随所に工夫紹介（平成28年9月25日 福島民報・福島民
友） 
・街並み事業費 住民負担課題 国史跡「慧日寺跡」周辺 観光誘客狙う（平成28年10月29日 読売新聞） 
・特色生かし 過疎化防ぐ まちづくり・地方創生・復興 景観整備やＩＣＴ活用（平成28年12月26日 福島民友） 
・歴史的景観維持へ協定 慧日寺門前住宅対象 改修へ新融資制度（平成29年3月14日 福島民友） 
・慧日寺跡景観整備に新融資 来月１日から会津信組磐梯町と協定（平成29年3月15日 福島民報） 
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進捗評価シート （様式１-５）

評価対象年度 平成28年度

評価軸⑤-2
効果・影響等に関する報道

主な報道等タイトル 年月日 掲載紙等

理想の門前町 次世代に　磐梯・慧日寺跡周辺の景観整備 平成28年6月6日 福島民友

第１号住宅改修完了　慧日寺跡の門前町景観整備 平成28年8月11日 福島民報・福島民友

磐梯とくいつ芸術祭　慧日寺金堂内展示物薬師如来坐像の台座公開 平成28年10月19日 福島民報・福島民友

□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

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に基づき実施した「歴史的建造物保存事業」、「史跡慧日寺跡活用事業」における史跡慧日寺跡
金堂内展示物の制作、「史跡慧日寺跡整備事業」の実施状況や歴まち認定後の慧日寺周辺の町並み景観整備等が新聞
に掲載され、町内外へのアピールとともに歴史まちづくりに対する関心が高まった。

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）

平成２８年８月１１日 福島民友 平成２８年１０月１９日 福島民報 

平成２８年６月６日 福島民友 
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進捗評価シート （様式１-６）

評価対象年度 平成28年度

計画に記載
している内容

□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

・史跡慧日寺跡金堂「春の雅楽」　平成28年 5月28日（土）　来場者数520名
・史跡慧日寺跡ライトアップ「月待ちの灯り」　平成28年6月3日（金）～5日（日）　総来場者数1800名
・史跡慧日寺跡「ともし火と仏教声楽の夕べ」　平成28年8月21日（日）　来場者数530名
・磐梯とくいつ藝術祭　平成28年9月24日（土）～11月30日（日）　来場者数5,026名
・史跡慧日寺跡野外公演会「ギタマン演奏会」　平成28年10月16日（日）　来場者数300名
・ 「慧日寺門前市」　平成28年10月16日（日）　来場者数300名

状況を示す写真や資料等

文化財に親しみを持ってもらうため、復元された金堂・中門を活用したイベントの活性化や、発掘体験、写生会
など学校教育・生涯学習の場としての活用を推進する。

史跡慧日寺跡を活用したイベントの実施

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

平成２８年５月２８日（土） 春の雅楽 

平成２８年１０月２２日（土） 磐梯とくいつ藝術祭 ギャラリートーク 
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平成28年度
・法定協議会等におけるコメント

会議等の開催日時：平成２９年４月１４日（金）　午前９時３０分～１１時４０分

（今後の対応方針）
○現段階ではまだ町主導で地元の皆さま方に働きかけを行っているので、自発的な組織作りに向け、ワーク
ショップや地区懇談会等を開催しながら今後も歴史まちづくりに対する機運を高めていく。

○昨年度サイン整備事業で設置した案内板は英語対応になっているが、今までのサインは日本語のみとなって
いるので、歴史的資源周知サイン整備事業で多言語に対応した案内板等の整備を図っていく。音声ガイドや案
内アプリについては、現在日本語にしか対応していないので、バージョンアップを行いながら今後多言語に対応
したものを作成していく。

○次回は本寺地区のまちなみ全体の中に事業を落とし込んで具体的な内容が分かるように地図に落とし込ん
だものを提示したい。

○明神田の田や田植歌に基づく田植神事、雨乞いの復元については、伝統文化財継承事業の中で実施できる
可能性があるので検討したい。事業には含まれていない歴史的な風致を維持する場所やそこで行われていた歴
史的な行為、無形のものに対する調査については、専門の先生に相談して今後検討していく。

○基本的な文化財に関する調査は町史編纂時に実施しているので、史料を基に、保存すべきもの、維持すべき
もの、復元すべきものがあるのかないのかについて整理して必要があれば協議会で議論していきたい。聞き取
り調査や史料収集については関連したデータベースを整備していく。

（コメントの概要）
○ワークショップ等で歴史まちづくりの気運を高めているようだが、住民の体制整備はできてきたのか。住民の
ボランティアガイドや管理運営に対する組織はできあがっているのか。

○現在のサイン案内では全体的に不十分なので、多言語に対応したサイン整備を継続的に実施するとともに、
音声ガイドや案内アプリについては、最低でも英語、中国語などに対応したものを作成した方が良い。

○パースの活用は分かりやすいがイメージが強いので、使用する場合はもう少し配慮するか、場合によっては
削除した方が良い。

○防災の観点からも花川をどう整備するかについては、より広域的な水量のコントロールが必要になると思う。
これは徳一が作られたこの地域一体の灌漑用水ネットワークに関連するので非常に大事なことである。

○水道設備が導入されたことにより、各家の裏側で水を使っていた名残のある石垣は無用の長物化してはいる
が、石積みや水があったことによる魅力をどう再現していくかが今後の課題。水や石垣は本寺地区の歴史を構
成する上で大事な要素なので、庭師が手入れを行うような技術の蓄積や育成を行って、質の高い歴まち事業を
行っていただきたい。

○歴まち事業がいろいろ展開されているが、評価シートの内容が多岐に渡っているせいかまちなみ全体が分か
りにくくなっている。まちなみは色々なものから構成されており、全体として見ていく必要があるので、本寺地区全
体の中で何をどう整備するのかが分かるようにしなければ本質を見誤ってしまう。まちなみは全体として見ていく
必要があるので、このあたりをしっかり調査して本来の門前町のまちなみの原則を確認した方が良い。

○歴まちができる以前の審議会で議論していた頃は無形文化財や無形文化財を行う場所そのものをいかに守
るかということにリンクして歴史的風致を守りたいという思いが根底にあった。空間として無形の行事と関連した
まちづくりが上手くいっているというイメージになれば本来の歴史的風致維持向上計画の目的が達成されると思
うので、本寺地区のさらなる掘り起こしを行っていただきたい。

○周辺の里山の管理、共有林、昔の茅場の管理、農地を含めた文化的景観に関して、里山の暮らしが山、農
地、川といかに関連して守っていくかという調査を早めに取り組むべきだと感じる。

○磐梯山慧日寺資料館には民俗文化財の収集が少ないと感じる。お年寄りに対する年中行事・民俗・風習等の
聞き取りの記録撮影や民俗文化財のコレクションとして農業、衣食住に関する様々な民具類を収集して目録化
する事業を行うべき大事な時期であると感じる。

コメントが出された会議等の名称：第５回磐梯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４）

評価対象年度
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