
令和２年度明日香村歴史的風土創造的活用交付金事業に係る収入・支出実績

１．収入の部
（単位：円）



２．支出の部

事業方針

事 業 名

事業の目的

令和２年度
変更計画額(A)【円】

令和２年度
実績額(B)【円】

比較(B-A)
【円】 主な事業の成果等

4,510,000 4,504,860 △ 5,140

■発掘調査の推進　4,085,100円
・文化財技師1名分

■文化財調査研究紀要の発行　419,760円
・明日香村文化財調査研究紀要第20号の発行

実績内容

　１　歴史的風土を活用した歴史文化学習の場の整備

　歴史文化資源調査事業

　飛鳥時代以降、連綿と培われてきた自然的環境や農村環境、歴史的町並み、祭礼行事等が重層的に積まれてきたことに
よって成り立っている歴史的風土の価値を認識し、歴史展示等の活用につなげていくことを目的とする。

発掘調査の推進と公開

歴史を体感できる歴史学習の場として発掘調査を積極的に推進すると
ともに、発掘調査現場を公開し、その成果を公開することにより、歴史展
示等への活用へとつなげている。

【令和2年度の主な発掘調査現場】
・史跡中尾山古墳（明日香村大字平田）
・甘樫丘遺跡群（明日香村大字豊浦）
・西橘遺跡（明日香村大字橘）

明日香村文化財調査研究紀要の発行
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事業方針

事 業 名

事業の目的

令和２年度
変更計画額(A)【円】

令和２年度
実績額(B)【円】

比較(B-A)
【円】 主な事業の成果等

32,780,000 36,167,100 3,387,100

■ネットワーク道路の整備　27,395,700円
　・川原地区　L=240m　自然色As舗装工　A=712㎡
　・川原地区　L=177m　自然色As舗装工　A=372㎡
　・古道　路面維持補修・路肩補修・横断溝清掃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　L=10.3kｍ

■歴史文化学習の場の環境整備　8,771,400円
　・史跡川原寺跡、特別史跡高松塚古墳、史跡定林
寺跡、特別史跡キトラ古墳、史跡大官大寺跡、史跡
飛鳥稲淵宮殿跡、於美阿志神社、史跡都塚古墳、史
跡中尾山古墳、亀石、史跡酒船石遺跡、史跡岩屋山
古墳、東山万葉展望台遊歩道、史跡飛鳥水落遺跡、
亀形石造物、史跡マルコ山古墳、八釣マキト古墳、奥
山公衆便所、川原公衆便所

実績内容

　１　歴史的風土を活用した歴史文化学習の場の整備

　歴史文化資源周辺環境整備事業

　村内に点在する歴史文化資源について、ネットワーク道路等の環境整備を行うことにより、来訪者が快適に歴史文化学習
ができる場を創出することを目的とする。

「明日香まるごと博物館」を目指す中で、村内に点在する史跡・名所や景観ス
ポット・観光施設をつなぐ（ネットワーク）ための「村道」及び「周遊歩道」の維持管
理は、来訪者の快適な周遊空間の創出に重要な役割を果たしている。また、住
民の生活道路として利用されている「村道」及び「周遊歩道」の利便性・安全性の
向上にも大きく寄与している。

史跡地等における来訪者の安全性・快適性は確実に向上・維持できており「お
もてなし空間」及び「安心・安全な生活環境」に重要な役割を果たしている。

川原地区 川原地区

岩屋山古墳 飛鳥水落遺跡
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事業方針

事 業 名

事業の目的

令和２年度
変更計画額(A)【円】

令和２年度
実績額(B)【円】

比較(B-A)
【円】 主な事業の成果等

5,400,000 5,295,387 △ 104,613

■歴史文化資源の公開　1,561,867円
　警備及び案内ガイド委託
　パンフレット作成
　展示室パネル作成、設備修繕料

■亀形石造物の公開　742,400円
　国史跡酒船石遺跡内の亀形石造物の公開

■CGによる復元整備　2,991,120円
　飛鳥宮跡及び飛鳥水落遺跡のスマートフォン用ア
プリケーションソフト「バーチャル飛鳥京」の開発・公
開

実績内容

　１　歴史的風土を活用した歴史文化学習の場の整備

　歴史展示推進事業

　歴史文化資源の調査によって得られた情報を積極的に公開するとともに、視覚的に認識できる展示と周辺遺跡との関連
性等が理解できる歴史展示を推進することを目的とする。

（施工前）

（施工前）

（施工後）

発掘調査による成果を積極的かつわかりやすく公開するとともに、世界遺産
登録に向けた展示機能の強化を図ることができた。

既存のＣＧをさらに汎用的かつ容易に理解できるため
の新たなシステムを開発し、従来以上に飛鳥時代の姿を
視覚的に認識できるようになった。

明日香村埋蔵文化財展示室の公開 亀形石造物の公開

飛鳥水落遺跡のAR映像 バーチャル飛鳥京の啓発用チラシ
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事業方針

事 業 名

事業の目的

令和２年度
変更計画額(A)【円】

令和２年度
実績額(B)【円】

比較(B-A)
【円】 主な事業の成果等

64,750,000 60,428,620 △ 4,321,380

■環境美化活動に対する支援　12,948,000円
　・管理組合による清掃など活動に要する経費補助

■環境美化対策事業　401,920円
　・環境美化対策用ゴミ袋製作補助　20,000部
　・環境保全シート普及支援　44枚

■歴史的集落景観創出事業　38,197,800円
　・住宅等　　　　44件
　・塀　　　　  　　 5件

■景観創出のための修景事業　4,227,900円
　・自然石石積　   7件
　・生け垣の設置　 3件

■里山景観創出・活用事業　4,653,000円
　・竹林伐採整備　3,190㎡

実績内容

　明日香村にふさわしい景観創出に関する事業

明日香村にふさわしい景観創出事業

　　良好な集落景観の維持・継承や周辺の環境と調和した公共施設等の修景を実施するとともに、田園景観を構成する農地や山林に
対して、樹林地・里山の適切な管理・利活用を図ることで、明日香村にふさわしい景観創出を実現し、より良好な形で後世に伝えること
を目的とする。

古都保存法及び風致地区条例、景観条例により、住宅及び工作物等へ
の意匠・形態・色彩・材質等の制限に適合させるために係る経費について、
一部助成を実施することで、住民負担の軽減と景観保全の役割を果たし
ている。

住宅の新築 自然石の石積

幅広い世代の地域住民が村道、史跡地周辺、寺社仏閣や公共空間等
の清掃活動を実施することで、いつでも来訪者が美しい明日香村を体感
でき、また、生活環境の美化としての役割を果たしている。
しかしながら、高齢化率の高い大字などでは、美化活動（清掃など）が大
きな負担になっており、解消に向けた対応の必要性が高まっている。

H27 H28 H29 Ｈ30 R1 R2

件数 9 13 13 23 17 20

金額 1,449    1,648    1,349    2,548    1,997    2,267

件数 20 32 22 22 27 24

金額 2,015    1,831    2,082    1,143    2,738    1,330

項目/年度

新築

改修

（金額：万円）

出典：総合政策課

清掃（奥山大字）清掃（檜前いおり野大字）
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事業方針

事 業 名

事業の目的

令和２年度
変更計画額(A)【円】

令和２年度
実績額(B)【円】

比較(B-A)
【円】 主な事業の成果等

25,850,000 25,919,093 69,093

３　歴史的風土を活用した地域産業振興

農商工活性化支援事業

　村内の農商工従事者の生産意欲の向上と販売等に向けた啓発活動を促進するため、基盤となる環境整備を実施し、農商
工の活性化による雇用機会の維持及び創出を推進することを目的とする。

実績内容

■住民等による自主的な取組に対する支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,300,000円
・農林商工祭開催支援
■戦略的農業の推進　13,870,000円
・加工販売
　　　フリーズドライ機等を活用した特産品開発
　　　村内加工品のパンフレット作成

プロモーション・販路開拓（商談会や物産展への参加）

・生産拡大
　　　遊休地における景観形成
　　　農業力向上事業
　　　遊休地等における植栽支援事業
■チャレンジショップの実施　843,593円
■小規模な農林業の基盤整備　9,905,500円
・細川地区　　L= 34ｍ　Ca舗装工A=110㎡
・阪田地区　　L= 24ｍ　 側溝工L= 24ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　Ca舗装工A= 21㎡
・橘地区1工区 L= 41ｍ　側溝工L= 23ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　自由勾配側溝　L=8ｍ
・橘地区2工区 L= 98ｍ　側溝工L= 98ｍ
・平田地区　　L= 13ｍ

（既存の防犯灯）

販路拡大の取り組みやそれに波及した企業連携の拡大により、農産物
や加工品を通じた地域PRとして商品の認知度向上に寄与しているととも
に、売上に大きな成果を上げている。

狭小な農地が多い村内において、効率的な農業の実現を図るための整
備を実施することにより、高齢化・担い手不足等の課題解消に寄与してい
る。また、多くの来訪者が期待する良好な農村景観創出にも大きく貢献し
ている。

細川地区 阪田地区

都市部でのPR活動 米粉のロールケーキ
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事業方針

事 業 名

事業の目的

令和２年度
変更計画額(A)【円】

令和２年度
実績額(B)【円】

比較(B-A)
【円】 主な事業の成果等

8,440,000 7,248,719 △ 1,191,281

３　歴史的風土を活用した地域産業振興

定住促進推進事業

　空き家等活用バンクシステムを活用した定住人口増加の取組や、市街化区域における住宅地創出、企業誘致の促進を図
り、魅力的な村づくりによる新たな担い手確保と地域活力の向上を目的とする。

実績内容

■空き家等活用バンクシステムの実施　5,886,919円
・仲介補給金　　　 　　　 5件
・リフォーム補助        　 2件
・動産整理費用補助　 　4件
・登録奨励金　　　　    　8件
・不動産流動化補助金　3件
・利子補給金　　　　    　2件
・奥大和移住定住連携協議会負担金等

■定住促進モデル事業　1,361,800円
・市街化区域における住宅地創出の促進のための調
査を実施

（和風灯） （既存の防犯灯）

空き家バンクの成立件数は増加傾向にあり、市街化区域の開発に向け
た取り組み。、市街化調整区域の規制緩和等と併行して、定住人口増加
に向けた役割を果たしている。

所有者の意向を確認し、将来的な住
宅地創出に向けた事業の方向性を明
らかにすることができた。

明日香村大字御園

利用希望登録者数
５８名

空き家バンク登録状況

リフォーム前 リフォーム後

物件状況 成立件数 登録中

件数 80 16

（単位：件）

出典：総合政策課（令和２年度末現在）
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事業方針

事 業 名

事業の目的

令和２年度
変更計画額(A)【円】

令和２年度
実績額(B)【円】

比較(B-A)
【円】 主な事業の成果等

1,870,000 2,027,219 157,219

４　歴史的風土の保存についての国民啓発

歴史的風土の担い手育成事業

　歴史・文化を体系的に学習する郷土学習や村の魅力を広く発信できる人材の養成、伝承芸能の保存活動を通じて、村の
魅力を広く国民に啓発し、次世代への継承を推進することで村の歴史的価値を守ることを目的とする。

実績内容

■郷土学習（幼小中学校での体験学習）　1,227,219
円
・歴史文化の体験、自然観察、観光ガイド体験など
  （対象：明日香幼稚園、明日香小学校、聖徳中学
校）

■伝承芸能の保存活動　 800,000円
・広報紙発行、用具修繕、公演開催などの活動に係
る補助

（和風灯） （既存の防犯灯）

村の伝承芸能である「八雲琴」「南無天踊り」「蹴鞠」「万葉朗唱」を、次
世代へ継承することにより、地域に誇りと愛着をもたらしている。

小学校から中学校まで、「郷土学習」「明日香学」と称した教育カリ
キュラムを通じて、自文化に対する認識を高め、郷土に対する愛着心を
持った担い手育成として役割を果たしている。

明日香幼稚園による田植え 聖徳中学校による和太鼓

八雲琴 万葉朗唱
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事業方針

事 業 名

事業の目的

令和２年度
変更計画額(A)【円】

令和２年度
実績額(B)【円】

比較(B-A)
【円】 主な事業の成果等

8,430,000 6,388,743 △ 2,041,257

４　歴史的風土の保存についての国民啓発

飛鳥の魅力発信事業

　「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産登録に向け、歴史文化資源を通じて明日香村の魅力を全国に発信す
るとともに、歴史的風土の保存と活用への理解・協力を求め、後世へ適切に継承していくことを目的とする。

実績内容

■歴史文化資源の魅力発信　778,743円
・埋蔵文化財展示室での発掘調査速報展の実施
・中尾山古墳現地見学会の実施

■歴史文化資源知的財産の公開推進　1,980,000円
・発掘調査写真のデジタル化

■明日香法40周年記念誌作成事業　3,630,000円
・明日香法40周年記念誌の編集

（和風灯） （既存の防犯灯）

明日香村に所在する歴史文化資源の魅力を村内外に発信し、その価
値を適切に伝えるための役割を果たしている。中尾山古墳の現地見学会
は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策を徹底した上で実施
し、２日間約3,000人の来訪者にその価値及び魅力を伝えることができ
た。また、劣化する資料のデジタル化を図ることにより、資料の適切な保
存が実現できたとともに、将来的な公開に向けた基盤を整備することがで
きた。

明日香法制定40周年を記念して、明日香
法の制定と現在に至るあゆみを振り返ると
ともに、これからの明日香村のあり方につ
いてを発信するための記念誌を編集した。

※令和3年度中に発行予定
明日香法制定40周年記念

中尾山古墳現地見学会

発掘調査写真のデジタル
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事業方針

事 業 名

事業の目的

令和２年度
変更計画額(A)【円】

令和２年度
実績額(B)【円】

比較(B-A)
【円】 主な事業の成果等

30,760,000 29,818,650 △ 941,350

５　歴史的風土を活用した観光・交流による魅力向上

観光基盤整備事業

　宿泊型・滞在型観光を推進するため、快適な周遊環境の創出や体験プログラムの充実を図り、「明日香まるごと博物館」
の実現に向けた受入環境の整備を図ることを目的とする。

実績内容

■周遊バスの運行　26,298,650円
 ・周遊バス運行委託
・時刻表パンフレット作成
・観光案内ボランティアの添乗

■旅行商品・体験プログラムの造成　3,520,000円
・村内の観光資源を活かした10コンテンツを造成

（和風灯）

村内における快適な周遊環境の整備として、周遊バスを運行するととも
に、関連施設に利用啓発のためのパンフレットを配布することにより、利
用実績は増加傾向にある。ただし令和2年度は新型コロナウイルス感染
症の流行と、それに伴う大幅な減便等を実施したことにより、利用実績が
大幅に減少している。

種別／年度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

周遊バス
（赤かめ）

65,035    68,530    79,557    92,307    87,168   105,444  62,867

出典：総合政策課

（単位：人）

明日香村を代表する歴史文化資源だけではなく、農業・自然・天文等の
潜在的な観光資源を活かしたプログラムを造成することにより、多様な
ターゲットの獲得に寄与するとともに、多くの魅力を発信することができ
た。

赤かめ周遊バス

時刻表パンフレット

星空観察会 あまご掴み取り体験

周遊バス（赤かめ）利用実績数

10



事業方針

事 業 名

事業の目的

令和２年度
変更計画額(A)【円】

令和２年度
実績額(B)【円】

比較(B-A)
【円】 主な事業の成果等

10,980,000 11,908,000 928,000

５　歴史的風土を活用した観光・交流による魅力向上

観光活性化事業

　「明日香まるごと博物館」の実現に向け、観光業を中心に農林商工が連携してイベントを開催し、来訪意欲の向上や観光
来訪者と村民の交流促進を図ることを目的とする。

実績内容

■パンフレット等の作成　5,000,000円
・総合パンフレットの作成
・観光マップの改訂

■WEBサイトの充実及び運営管理　5,214,000円
・あすかナビ、ポータルサイト、SNSサイトの運営

■観光イベントの開催　1,694,000円
・観光プロモーション動画の撮影等を実施

（和風灯） （既存の防犯灯）

総合パンフレットや観光マップ等の作成、WEBサイトの充実化等により、
来訪者が歴史文化資源をはじめとした村内の観光資源を安全・安心に訪
れるためのツールとして大きな役割を果たした。また、観光プロモーション
動画の撮影及び制作により、観光イベントをプロモーションとして発信す
ることが可能となった。

総合パンフレット（日本語） 総合パンフレット（中国語）
観光プロモーション動画
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事業方針

事 業 名

事業の目的

令和２年度
変更計画額(A)【円】

令和２年度
実績額(B)【円】

比較(B-A)
【円】 主な事業の成果等

1,450,000 1,450,000 0

６　民間企業・地域団体・外部人材等と連携した地域活性化

観光・農業戦略策定事業

　明日香村の主体性を生かし、自立性を高めていくため、特に観光及び農業分野において、多様な団体と連携して、今後目
指すべき将来像を明確化することを目的とする。

実績内容

■観光実態調査の実施　1,450,000円
・調査対象  ：大阪府、愛知県、東京都、広島県
　　　　　　　　　　　　　　在住の20代～60代の男女
・調査対象数  ：4415件
・調査方法 ：Web調査

（和風灯） （既存の防犯灯）

観光来訪者の属性や満足度などのアンケート調査を実施す
ることにより、観光の基礎データの収集及び観光戦略のため
の情報収集等に大きな役割を果たした。

観光戦略の目指す姿
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事業方針

事 業 名

事業の目的

令和２年度
変更計画額(A)【円】

令和２年度
実績額(B)【円】

比較(B-A)
【円】 主な事業の成果等

7,500,000 6,203,000 △ 1,297,000

６　民間企業・地域団体・外部人材等と連携した地域活性化

新たな滞在型観光地基盤整備事業

　観光産業及び地域経済の活性化のため、多様な団体と連携して、滞在型観光を推進し、村内滞在時間の延長及び観光
消費の拡大を図ることを目的とする。

実績内容

■空き家等のリノベーションに対する支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,203,000円
・開発申請への支援　　1件
　　　　　（ホテル）
・改修工事への支援　　4件
　　　　　（飲食、農家民宿、パン製造、ホテル）

（和風灯） （既存の防犯灯）

村内の空き家等を活用し、商業利用することを促進することで、観光来
訪者等による村内での消費につながり、村の経済活性化に寄与した。
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累計物件 成立物件

ブランシエラヴィラ明日香 外観（飛鳥）

Da terra（川原）

ブランシエラヴィラ明日香 内観（飛鳥）

※令和３年開業予定
空き家等リノベーション実績数
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事業方針

事 業 名

事業の目的

令和２年度
変更計画額(A)【円】

令和２年度
実績額(B)【円】

比較(B-A)
【円】 主な事業の成果等

7,280,000 6,514,700 △ 765,300

■ボランティア等による歴史的風土の保存　664,700円
・景観づくり協議会の景観形成活動への支援(川原大字)

■農業景観の保全推進　5,850,000円
・各種オーナー制度に対する支援
　　情報発信「あすか夢だより」のSNSでの発進
　　オーナー募集パンフレット作成・発送
　　オーナー制度イベント開催通知
 　 オーナー制度普及啓発活動

実績内容

６　民間企業・地域団体・外部人材等と連携した地域活性化

多様な団体との連携事業

　明日香村の歴史的風土の保存と活用を継続的に行うため、多様な団体等の活動に対する支援を実施し、魅力ある地域づ
くりを推進していくことを目的とする。

（和風灯） （既存の防犯灯）

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、村外からの来訪者が
集まって実施するボランティア活動は中止となった。従来から実施されて
いる景観づくり協議会では、良好な集落景観の形成に大きく貢献している。
また、各種オーナー制度は少子高齢化や人口減少が顕著な地域にお
いて、新たな農業の担い手となるとともに、農村景観の維持や遊休農地
の解消に大きな役割を果たしている。

オーナー制度パンフレット オーナー制度パンフレット
景観づくり協議会（川原大字）
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