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平成 29年度 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議 

事業報告（案） 

 

 

Ⅰ 総合調整事業 

 

１ 推進本部会議の開催 

  ①第 17回百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議 

【日 程】平成 29年 5月 11日（書面決議） 

【議 題】平成 28年度決算（案）について 

 

②第 18回百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議 

【日 程】平成 29年 12月 14日（書面決議） 

【議 題】百舌鳥・古市古墳群世界遺産一覧表登録推薦書について 

 

  ③第 19回百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議 

   【日 程】平成 30年 1月 23日（書面決議） 

【議 題】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等 

 

  ④第 20回百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議 

   【日 程】平成 30年 3月 29日 

   【会 場】大阪府公館 

   【議 題】平成 30年度事業計画について等 

 

２ 「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化遺産登録を推進する議員連盟との連携（国への要望等） 

①‐1 文部科学大臣、文化庁長官への要望 

【日 程】平成 29年 6月 7日 

 【要望者】（議員連盟）竹本副会長、平野副会長、馬場副会長、北側幹事長等 

      （推進本部会議）松井会長、竹山本部長、北川副本部長、國下副本部長 

  ①－2 内閣官房長官への要望 

【日 程】平成 29年 6月 7日 

   【要望者】（推進本部会議）松井会長、竹山本部長、北川副本部長、國下副本部長 

  

  ② 文部科学大臣訪問 

【日 程】平成 29年 8月 25日 

   【訪問者】（議員連盟）竹本副会長、平野副会長、北側幹事長等 

議題１―② 
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        （推進本部会議）濵田大阪府副知事（代理）、田村堺市副市長（代理）、 

北川副本部長、國下副本部長 

 

  ③ 文部科学大臣訪問・外務大臣政務官訪問 

   【日 程】平成 30年 2月 14日 

   【訪問者】（議員連盟）竹本副会長、馬場副会長、北側幹事長等 

        （推進本部会議）松井会長、竹山本部長、 

安部羽曳野市副市長（代理）、松浦藤井寺市副市長（代理） 

  



 

3 

 

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 

資産の価値や保存管理、近年の推薦書審査の傾向等を熟知している世界遺産、都市計画、考古学

の専門家からなる委員会を開催し、推薦書や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・専門的な立場から意見をいただいた。 

【開催日】平成 29年 5月 15日、6月 28日、9月 5日、平成 30年 2月 1日の 4回開催 

【委 員】・岡田 保良氏（国士舘大学教授） 

・宗田 好史氏（京都府立大学副学長・教授） 

・和田 晴吾氏（兵庫県立考古博物館長） 

・福永 伸哉氏（大阪大学大学院教授） 

・稲葉 信子氏（筑波大学大学院教授） 

・西村 幸夫氏（東京大学大学院教授） 

      （有識者会議特任専門委員） 

・ウェルナー・シュタインハウス氏（広島大学特任准教授） 

 

２ 百舌鳥・古市古墳群国際英訳ワーキンググループの開催 

ユネスコに提出する推薦書の記述内容や英訳に関し、国外専門家等から意見をいただくために開

催した。 

①第 1回国際英訳ワーキンググループ 

【日 程】平成 29年 8月 8日、9日 

【場 所】大阪府庁本館 第 3委員会室 

【出席者】 

（国外専門家） 

クリストファー・ヤング氏（イギリス 前ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾍﾘﾃｰｼﾞ世界遺産・国際政策等責任者） 

ケース・ファン・ローイエン氏（オランダ オランダ文化遺産庁顧問） 

   （百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録有識者会議委員〉 

岡田 保良氏、稲葉 信子氏 

（関係省庁職員）文化庁 2名 

 

②第2回国際英訳ワーキンググループ 

【日 程】平成29年11月18日～21日まで 

【場 所】机上検討：大阪府公館 

     現地検討：百舌鳥エリア及び古市エリア 

【出席者】 

（国外専門家） 

クリストファー・ヤング氏 
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姜 東辰氏（韓国 慶星大学校都市工学科教授） 

（百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録有識者会議委員） 

岡田 保良氏、稲葉 信子氏 

（百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録有識者会議特任専門委員） 

ウェルナー・シュタインハウス氏 

（関係省庁職員）宮内庁 1名、文化庁 5名 
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Ⅲ 魅力創出・情報発信事業 

 

１ 第 6回百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進シンポジウム 

多くの方々に百舌鳥・古市古墳群の価値や世界文化遺産登録に向けた取り組みを知っていただく

ため、6回目のシンポジウムを府民会議と共催した。 

【日 程】平成 29年 5月 14日 

【会 場】りそなグループ大阪本社ビル 地下講堂 

【内 容】 

基調講演  「世界の墳丘墓と日本の古墳」 

      福永 伸哉氏（大阪大学大学院教授） 

講演    「世界遺産登録と登録後の取り組み」 

          西 和彦氏（文化庁文化財部参事官（建造物担当）付文化財調査官） 

調査研究発表「墓山古墳の出土品について」 

     土屋 隆史氏（宮内庁書陵部陵墓課陵墓調査室） 

パネルディスカッション「改めて考える世界遺産登録の意義と目的」 

コーディネーター： 岡田 保良氏（国士舘大学イラク古代文化研究所 所長・教授）  

パネリスト      ： 福永 伸哉氏 

西 和彦氏 

宗田 好史氏（京都府立大学副学長・教授） 

ｳｪﾙﾅｰ･ｼｭﾀｲﾝﾊｳｽ氏（広島大学特任准教授） 

徳田 誠志氏（宮内庁書陵部陵墓課陵墓調査官） 

【参加者数】550名 

  

 ２ 百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産推薦にかかる選定結果の報告会 

平成 29年度の世界文化遺産推薦候補の選定結果を報告する会を、府民会議と共催した。 

【日 程】平成 29年 7月 31日 

   【会 場】大阪府庁本館 5階 正庁の間 

   【出席者】（推進本部会議）松井会長、竹山本部長、北川副本部長、國下副本部長 

（府民会議）尾崎 裕氏（大阪府商工会議所連合会会長） 

黒田 章裕氏（一般社団法人 関西経済同友会代表幹事） 

桂 文枝氏（上方落語協会会長） 他 

        （議員連盟）幹事長 北側 一雄氏 
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３ 民間事業者等との連携による情報発信 

百舌鳥・古市古墳群の魅力を効果的に発信するため、民間企業をはじめ、様々な団体との連携事

業を実施した。 

  ①府民会議との連携 

   ・第 6回百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進シンポジウムの開催（再掲） 

   ・百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産推薦にかかる選定結果の報告会（再掲） 

 

②民間企業との連携実績 

連携先 連携内容 

（株）ハークスレイ 

大阪本社の屋上に設置されたデジタルサイネージ「ＨＯＫＫＡ 

ＶＩＳＩＮ（ホッカビジョン）」にて、ＰＲを実施（4月 29日～

7月 6日） 

（株）りそな銀行 

・第 6回シンポジウムを、りそなグループ大阪本社ビル地下講堂

にて開催（5月 14日） 

・全国のりそな銀行店舗内外ＡＴＭ2,260 台で、ＰＲ画像を表示

（5月 8日～5月 21日まで） 

日本生命保険相互会社 
営業所等でのミニのぼりの設置やリーフレットの配架、営業職員

によるリーフレットの配布を実施 

関西電力（株） 

・南大阪営業所（堺市）、羽曳野営業所（羽曳野市）において、

世界文化遺産推薦候補選定の横断幕、垂れ幕を設置 

・エルガイアおおい（福井県 うみんぴあ大飯内）のバーチャル

シアターにて、ＶＲ映像を上映 

近畿日本鉄道（株） 

南海電気鉄道（株） 

西日本旅客鉄道（株） 

中吊り広告を実施（3月） 

  

 ③大学との連携実績 

連携先 連携内容 

大阪芸術大学 2018年のカレンダー制作にあたり、学生がデザイン考案で協力 

関西大学 

「めざせ、大阪初の世界文化遺産！ 「もず・ふるいち古墳群」」

を共催し、小学生等を対象としたＰＲを行うとともに、関西大学

総合情報学部作成のアプリ体験やドローン映像上映を実施（1 月

27日、28日） 
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 ④その他団体との連携実績 

連携先 連携内容 

大阪市交通局 中吊り広告や窓枠広告を実施（3月） 

    

※上記のほか、28年度に引き続き、府内市町村庁舎においてのぼりの設置やポスターの掲出を 

実施していただいている。 

 

４ 首都圏でのＰＲ 

世界文化遺産登録に向け、全国的な機運醸成を図るため、首都圏におけるＰＲ事業を実施した。 

①ＪＲ山手線でのＰＲ 

【期 間】平成 29年 7月 6日～7月 20日まで 

【内 容】ＪＲ山手線 1編成（11車両）において、百舌鳥・古市古墳群をＰＲする車体広告を 

実施した。 

 

②東京スカイツリーでのＰＲ 

【期 間】平成 30年 2月 27日～3月 1日 

【会 場】東京スカイツリー 5階「Beautiful NIPPON」全国観光 PRコーナー 

【内 容】首都圏における大阪の魅力発信の一環として、百舌鳥・古市古墳群の魅力を 

東京スカイツリーにてＰＲした。 

 

 ５ 世界遺産学習会の実施 

府内全域において、百舌鳥・古市古墳群や世界文化遺産に関する理解を深めていただくため、 

市町村や学校と連携し学習会を開催した。 

会場 日時 テーマ 参加者 

高槻市 5月 13 日(土) 
百舌鳥・古市古墳群の埴輪 

－世界文化遺産登録の取組みをまじえて－ 
138名 

泉南市 5月 31 日(水) あるいて学ぶ百舌鳥古墳群 23名 

大阪府立大学 10月 8 日(日) 百舌鳥・古市古墳群ウォーキング（再掲） 25名 

千早赤阪村 11月10日(金) 
百舌鳥古墳群の造営 

－世界遺産登録の取組みの紹介を兼ねて－ 
19名 

大阪府立 

堺工科高校 
11月12日(日) 

文化祭において、PR ポスターの掲示や PR リーフレ

ットの配布 
－ 

茨木市 11月18日(土) 百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録について 84名 

松原市 

12月 8 日(金) 百舌鳥・古市古墳群 大阪初の世界遺産登録に向けて 45名 

12月 9 日(土) 
松原魅力再発見講座 

百舌鳥・古市古墳群ウォーキング 
39名 
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泉佐野市立歴史館 

いずみさの 

11月 2日（木）

～12月 24日(日) 
レゴブロックで作った古墳模型及びパネルの展示 － 

関西大学 
1月27日(土)、

28日(日) 

「めざせ、大阪初の世界文化遺産！「もず・ふるい

ち古墳群」」（再掲） 
345名 

大阪学芸 

中等教育学校 
2月 20 日(火) 百舌鳥・古市古墳群－世界文化遺産を大阪に－ 16名 

河南町 2月 21 日(水) 世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群について 12名 

大阪市立平野 

区民センター 
3月 4日(日) 百舌鳥・古市古墳群パネル展示 260名 

東大阪市 3月 25 日(日) 百舌鳥・古市古墳群パネル展示 119名 

 

６ その他 

 ①ホームページの活用 

セッション数 100,846（前年度同月比 76%増） 

ページビュー 261,510（前年度同月比 77%増） 

（平成 29年 4月～平成 30年 2月末） 

 

②後援名義使用承認数：8 件（28年度実績 9件）※3月 1日時点 

 

③シンボルマーク・ロゴ使用承認数：52件（28年度実績 33件）※3月 1日時点 


