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平成２６年度事業報告（案） 

 
Ⅰ 本部会議運営及び総合調整 

１ 推進本部会議の開催 

  〈第７回百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議〉 

【日 時】4月 14日 

【場 所】プリムローズ大阪 鳳凰西 

【議 題】①平成２５年度事業報告（案）・決算見込み（案）について 

②平成２６年度事業計画（案）・予算（案）について 

③緩衝地帯素案作成について 

④推進本部会議体制の改正等について 

－審議・了承 

  〈第８回百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議〉 

【日 時】5月 30日（書面決議） 

【議 題】①平成２５年度決算（案）について 

②百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議規約の改正について 

－書面決議にて了承 

 

２ 推進本部会議事務局の運営 

事務局執務室の運営経費の執行（光熱費、資料郵送、コピー用紙の購入等） 

 

Ⅱ 学術検討・条件整備事業 

 １ 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推薦書作成検討委員会の開催 

    資産の価値、保存管理及び近年の推薦書審査の傾向を熟知している文化遺産、都市計画、 

考古学の専門家からなる委員会において、推薦書、包括的保存管理計画の具体的な記述内容に 

ついて、学術的・専門的な立場から検討を加えるために開催した。 

【期 間】平成 26年 5月から平成 27年 2月（第 2回から第 7回の 6回開催） 

【委 員】・岡田 保良氏 国士舘大学教授 

・宗田 好史氏 京都府立大学教授 

・和田 晴吾氏 立命館大学特任教授 

・福永 伸哉氏 大阪大学大学院教授 

 

  ２ 第４回百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進国際専門家会議の開催 

文化庁や専門家、推薦書作成検討委員会において指摘のあった諸課題について国際的な観点 

   から議論し、解決策を導くために開催した。 

日  時 11月 22日（土）、23日（日） 

場  所 大阪府庁咲洲庁舎 迎賓会議室 

出席者 〈海外の専門家〉 

・呂 舟氏  中国 清華大学教授 
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〈国内の専門家〉 

・稲葉 信子氏 筑波大学大学院教授 

〈百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録有識者会議委員〉 

・白石 太一郎氏 大阪府立近つ飛鳥博物館館長 

・岡田 保良氏 国士舘大学イラク古代文化研究所長 

・宗田 好史氏 京都府立大学教授 

・加藤 晃規氏 関西学院大学教授 

・和田 晴吾氏 立命館大学特任教授 

・福永 伸哉氏 大阪大学大学院教授 

〈関係省庁職員〉 

・宮内庁 ３名 

・文化庁 ４名 

内  容 11月 22日（土） 

 資産の内容、歴史と発展について 

11月 23日（日） 

 評価基準の適用、真実性・完全性、比較分析について 

 

 ３ 海外専門家との意見交換 

世界遺産、考古学に精通した海外専門家から、推薦書作成等について、国際的な観点からア 

ドバイスをもらうために実施した。 

【招聘専門家】クリストファー・ヤング氏（英国 考古学） 

【日 程】10月 16日（木） 

・百舌鳥・古市古墳群の視察 

・意見聴取会の実施（於：藤井寺市役所 庁議室） 

 

 ４ 協議及び意見交換の実施 

推薦書及び包括的保存管理計画の作成に向けた課題の整理を行うため、文化庁、宮内庁との 

協議や日本イコモス委員等との意見交換を行った。 

 

Ⅲ 魅力創出・情報発信事業 

１ 民間事業者による情報発信 

（１）金融機関による取組み 

①りそな銀行におけるＡＴＭ画面を活用したＰＲ 

    【期 間】平成 26年 8月 28日（木）～9月 30日（火） 

    【対 象】大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県の各支店（118支店） 

          （ただし、大阪府内京阪沿線及び大阪狭山市内の支店・店外ＡＴＭを除く。） 

【その他】平成 26年 9月 1日（月）、りそな銀行大手支店にて、松井会長（大阪府知事）、 

竹山本部長（堺市長）、池田りそな銀行副社長出席のもとセレモニーを開催 

   ②各金融機関におけるのぼりの設置 

    ・りそな銀行     堺市、羽曳野市内 10店舗 
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・三菱東京ＵＦＪ銀行  堺市、藤井寺市内 8店舗  

・池田泉州銀行    堺市、羽曳野市、藤井寺市内１６店舗 

・紀陽銀行      堺市内６店舗 

  

（２）各種雑誌・広報物等での記事・写真掲載 

掲載物 発行者等 

ぴあ mooks関西版 日帰りドライブ 2015 ぴあ（株） 

イエローアベニュー （株）イエローハット 

HOTEL INDEX2015 (一社)日本ホテル協会発行 

サライ 2015年 3月号 （株）小学館 

堺商工会議所所報 2015年 2月号 堺商工会議所 

 

２ 各種行政、他団体等との連携による情報発信 

（１）「御堂筋ジョイふる 2014」 

      【日 程】4月 29日（日） 【場 所】御堂筋（新町～難波西口交差点） 

（２）島根県立古代出雲歴史博物館企画展「倭の五王と出雲の豪族」 

【日 程】7月 25日～9月 15日 

（３）「大阪夏の陣シリーズ」（オリックスバッファローズ、阪神タイガース、ガンバ大阪、セレッソ大阪） 

      【日 程】8月 【場 所】京セラドーム大阪、万博記念競技場、長居陸上競技場 

（４）「竹内街道・横大路（大道）観光ＰＲ展」 

【日 程】9月 6日（土）、７日（日） 【場 所】近鉄阿倍野橋駅 

（５）「おでかけ！しおんじやま古墳 inアリオ八尾」主催：八尾市立しおんじやま古墳学習館 

      【日 程】平成 26年 9月 15日（月・祝） 

（６）「大阪マラソンＥＸＰＯ2014」 

      【日 程】10月 24日（金）、25日（土） 【場 所】インテックス大阪 

（７）「世界遺産サミット～世界遺産地域の連携と魅力発信～」主催：京都市等 

【日 程】10月 24日（金） 【場 所】京都国際ホテル 

      【定 員】400名 

（８）「奈良文書 20周年記念会合公開シンポジウム」主催：文化庁、奈良県等 

     【日 程】10月 25日（土） 【場 所】奈良県新公会堂 能楽ホール 

     【定 員】300名 

（９）「メイドインさかいフェア 2014」主催：堺商工会議所 

     【日 程】11月 8日（土）、9日（日）【場 所】堺市産業振興センターイベントホール 

（10）八尾市立しおんじやま古墳学習館「しおんじやま学び場」（講師派遣） 

【日 程】平成 27年 1月 10日（土） 【参加者】30名 

     【演 題】百舌鳥・古市古墳群 世界文化遺産登録に向けて 

（11）「ＫＡＮＳＡＩ観光ＹＥＡＲ2015」主催：関西広域連合 ※2015年テーマ：「関西の世界遺産等」 

【日 程】3月 27日（金）、28日（土） 【場 所】関西国際空港 
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３ 事務局の取組み 

（１）第４回百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進国際シンポジウム 

日  時 11月 24日（振替休日）12時 30分～16時 50分 

場  所 四天王寺大学大講堂 （羽曳野市） 

参加者数 580名 

内  容 ①国際専門家会議の報告 

②基調講演 「私たちの百舌鳥・古市古墳群―世界遺産の観点から」 

岡田 保良氏 国士舘大学イラク古代文化研究所長 

③講  演 「考古学からみた百舌鳥・古市古墳群」 

和田 晴吾氏 立命館大学文学部特任教授 

④講  演 「陵墓の管理と治定の変遷」 

        福尾 正彦氏 宮内庁書陵部陵墓課陵墓調査官 

⑤パネルディスカッション 

「改めて考える百舌鳥・古市古墳群の価値と世界遺産」 

コーディネーター：宗田 好史氏 京都府立大学教授 

パネリスト：呂 舟氏   中国 清華大学教授 

稲葉 信子氏 筑波大学大学院教授 

岡田 保良氏 国士舘大学イラク古代文化研究所長 

和田 晴吾氏 立命館大学文学部特任教授 

福永 伸哉氏 大阪大学大学院教授 

徳田 誠志氏 宮内庁書陵部陵墓課首席研究官 

広  報 ・大阪府公式 Facebook 

・イオン（府内 4店舗）、ローソン（府内 82店舗）においてチラシ配架 

・楽天府庁タイアップサイト「まち楽」 

 

（２）百舌鳥・古市古墳群パネル展 

広く大阪府民に対し、登録に向けた取組みや古墳群の魅力をＰＲすることを目的に、大阪府 

出先機関や市役所庁舎にて、パネル展を実施した。 

会場 期間 

泉北府税事務所 1月 15日（木）～1月 21日（水） 

サンヒル柏原 1月 23日（金）～1月 29日（木） 

富田林市役所 2月 2日（月）～2月 5日（木） 

南河内府税事務所 2月 9日（月）～2月 13日（金） 

池田市役所 2月 17日（火）～2月 20日（金） 

高石市役所 2月 24日（火）～2月 27日（金） 

 

 （３）ホームページの運用 

     百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向けた取り組みについて、幅広い層の認知度や

興味の向上、機運醸成を図ることを目的に、登録に向けた統一的なメッセージや、資産や地

域に関する魅力的な情報を国内外に向け発信した。 
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セッション数 23,601 

ページビュー 72,584 

 

（４）リーフレット、ウォーキング・マップの増刷・配布 

・多言語版リーフレット（日本語）５万部増刷 

・ウォーキング・マップ（日本語）３万部増刷 

           （英 語）１万部増刷 

         （Ａ４日本語）３万部新規作成 

 

（５）その他 

・後援名義使用承認数：８件 

・シンボルマーク・ロゴ使用承認数：８件 


