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進捗評価シート （様式１-１）

評価対象年度 令和元年度
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

■　日南市歴史的風致維持向上計画推進協議会

○開催日：令和元年５月30日（木）  10:30～12:00
○場　所：日南市役所　本館２階会議室
○議　題：（１）計画の軽微な変更について
　　　　　　（２）歴史的風致維持向上計画の
　　　　　　　　　進行管理・評価シートについて

■　日南市伝統的建造物群保存地区保存審議会

○開催日：令和元年10月21日（月）　15:00～1700
○場　所：国際交流センター　小村記念館　小会議室
○議　題：開会　会長・副会長選任
　　　　　　報告  （１）現状変更申請について
　　　　　　　　　　（２）伝建補助事業について
　　　　　　協議　（１）令和２年度伝建事業について
　　　　　　　　　　（２）日南幼稚園新築物件について
　
○開催日：令和２年3月24日（火）　13:30～14:30
○場　所：国際交流センター　小村記念館　小会議室
○議　題： 報告  （１）現状変更について
　　　　　　　　　　　（２）飫肥の歴史的建造物活用に係る分類案について
　　　　　　　　　　　（３）文化財活用ガイドラインの作成について
　　　　　　　協議　（１）旧伊東佑正家庭園の柿の木の伐採について

■　日南市歴史的風致維持向上計画庁内ワーキング会議

○開催日：令和元年７月９日（火）　10:30～11:00
○場　所：日南市役所　本館2階　北会議室
○議　題：（１）日南市歴史的風致維持向上計画推進
　　　　　　　　　協議会の報告
　　　　　　（２）各事業の進捗状況について

○開催日：令和２年２月18日（火）　10:00～11:00
○場　所：日南市役所　本館２階会議室
○議　題：（１）歴史的風致維持向上計画の
　　　　　　　　　進行管理・評価シート作成について
　　　　　　（２）各事業の進捗状況について

　日南市歴史的風致維持向上計画推進協議会では、計画の軽微な変更や平成３０年度の事業の進捗状況について説明を行った。
　日南市伝統的建造物群保存地区保存審議会等では、現状変更許可についての報告や来年度の伝建事業候補物件等について委員
に説明を行った。また、日南市歴史的風致維持向上計画庁内ワーキング会議では、各事業の進捗状況等について、各事業担当者と情
報共有を行った。
　各会毎に、事業についての委員の意見や指摘もあり、事業の完遂に向けての意見交換が行われ、進捗についての意識の共有を図る
ことができた。

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

　事業を滞りなく進めるため、引き続き庁内ワーキングで情報共有等を行い、事業を進め
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

評価軸➀-１
法定協議会等の開催

項目

法定協議会等の開催
各事業担当部局と事務局（教育委員会生涯学習課）との連携

　本計画に基づく各事業の実施にあたっては、文化遺産の保存や活用に関わるまちづくり団体や市民、文化遺
産所有者等の意見交換や協力を得ながら進めること。庁内では、歴史まちづくり庁内ワーキング会議において、
文化財審議会や伝統的建造物群保存地区保存審議会、景観協議会等の関係審議会等の意見を聞きながら、
各事業担当部局と事務局（教育委員会生涯学習課）が連携して事業を推進する。事業の方針や基本的内容に
ついては、法定組織である日南市歴史的風致維持向上計画推進協議会にて決定する。

歴史的風致維持向上計画推進協議会の様子

伝統的建造物群保存地区保存審議会の様子

日南市歴史風致維持向上計画庁内ワーキング会
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進捗評価シート （様式１-２）

評価対象年度 令和元年度
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

　令和元年度は、保存計画に基づいた伝建地区内の現状変更許可申請書の提出が11件あった。申請内容等については、
建物の部材の取替えや樹木の伐採等であったが、申請者と色味などについて協議、調整し、許可したことで、飫肥地区の歴
史的風致に沿った町並みを維持することができた。

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

　現状変更許可申請書を提出してもらうことで、飫肥地区の歴史的風致に沿った町並み
を維持できているが、今後も機会あるごとに伝建地区の制度等について周知していく。

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

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

日南市飫肥伝統的建造物群保存地区保存条例による現状変更行為の規制

　日南市飫肥伝統的建造物群保存条例では、保存地区内の現状変更はすべて許可制とし、特に必要と認めら
れる物件には経費の一部を補助することができる。同上条例に基づいて策定された保存計画では、保存地区内
の保存に関する方針や保存すべき内容、施設整備計画、経費補助等の計画を定めている。

《現状変更許可申請の内容》

① 塀修景（松田家） ② 生垣修景（田原家） ③ 石垣修理・生垣修景（矢野家）

④菜園及び駐車場建設（飫肥こども園） ⑤ 外壁塗装・木工事、建具工事等（日南テレビ）

⑥建築物の修繕・模様替え、色彩の変更（小鹿倉家） ⑦ 主屋修景事業（旧宮下家）

⑧ 光ケーブルの架空配線（小鹿倉家） ⑨ 雨水侵入のためのサッシの取換え（後藤家）

⑩ 庭木の伐採と植栽（小鹿倉家） ⑪ 建屋解体工事（城田氏）

①塀修景（松田家）

（現状変更後）

②

⑪

①

⑩

⑨

⑧

⑦

⑥

⑤

④

③

日南市－2



進捗評価シート （様式１-２）

評価対象年度 令和元年度
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

　令和元年度は、景観計画に基づいた建築物等の届出は１９件だった。数件ほど、建築確認時に区域内であることがわか
り、急遽届出を提出していただくなど、適切な運用を行った。その他については基準のマンセル値（色彩の数値表示）を超え
ていないため、受理をした。事前協議及び届出を周知徹底したい。

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

　景観計画に基づいて、重点区域内での景観が維持できている。今後も周知徹底に努め
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

評価軸②-2
重点区域における良好な景観を形成する施策

項目

城下町飫肥景観計画

　本景観計画では、景観計画区域として景観まちづくり重点区域と景観まちづくり推進区域を設定し、区域内の
景観形成基準に基づき、届出対象行為を設定している。
　景観形成基準では、建築物の高さ、色彩や形態・意匠等についても、飫肥の歴史的まちなみ景観にあった基
準を設け、各種開発行為等も含めて、事前協議の上、届出することを義務付ける。

日南市－３



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
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

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

守永家（旧飯田医院）保存整備活用事業

平成27年度～令和４年度

状況を示す写真や資料等

　歴史的な建造物である旧飯田医院(洋館)と主屋(和館)について、公開活用を図るため、屋根、外壁、内装等の
全面修理を行い、観光案内や休憩、地場産品の販売軽食の提供等を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　守永家（旧飯田医院）の利活用について、平成31年度から実際に改修に向けて進む予定であったが、諸事情により事業の
決定に至らなかった。日常的な養生は行っているが建物の損傷が進んでいる。

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

市が所有している飫肥城由緒施設等のうち、民間活用が可能と分類した飯田医院を含
む７施設については、令和２年４月より公募開始しており、建物の改修や利活用を図るこ
ととしている。

守永家（旧飯田医院）守永家（旧飯田医院）守永家（旧飯田医院）

日南市－4



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
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

　日南市重要伝統的建造物群保存地区において、伝統的建造物の修理、非伝統的建造物の修景事業を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　令和元年度は、松田家塀修景、田原家生垣修景、矢野家石垣修理・生垣修景、宮下家主屋修景の４件の修理・修景事
業を実施した。
　➀旧宮下家は、瓦の葺き替えや、外壁の修景を行った。
　②矢野家は、特定物件である石垣の歪みをなおすための積み直しと、既存の塀を、植栽に修景をした。
　③松田家の塀修景は、平成30年度に実施した伊地知家の塀修景と同じく、古写真などから以前は縦板に目板瓦の塀
だった可能性が高く、伊地知家と同様の修景を行った。
　④田原家については、既存の竹垣を生垣に修景した。
　毎年、２～３件程度の修理修景工事を実施しており、継続的に修理・修景を行うことで飫肥のまちなみの景観向上につな
がっている。

　令和元年度は、松田家塀修景、 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２年度も３件の修景を予定しており、飫肥の町並みを維持・向上することができて
いる。引き続き事業を進めていく。

国宝重要文化財等保存整備費補助金（文化庁補助事業）

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

日南市飫肥重要伝統的建造物群保存地区保存事業

昭和52年度～

松田家塀修景

旧宮下家主屋修

矢野家石垣修理・植栽修

修景後

修景前

矢野家石垣修理・植栽修

田原家生垣修景

日南市－5



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
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

　飫肥地区景観計画の区域内において、景観計画の景観形成基準に沿った修景を行う者に対して、修景費用の
補助を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　日南市景観形成推進事業補助金交付要綱に基づき補助を行い、昨年度に引き続き、事業実績を残すことができた（１
件）。内容については、一般住宅の屋根の材料に日本瓦を使用し、公道からの景観を向上させた。

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

今後もホームページなど効果的な周知方法を探りながら、広く周知していく。

市単独事業

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

飫肥地区景観計画に基づく民家修景事業

平成27年度～令和4年度

景観計画に基づく修景位置図

看板修

柵修景

住宅の壁

面修景

修景

修景

平成29年度事業 ●

平成30年度事業 ●

平成30年度 事業写真

景観計画に基づく修景位置図

住宅の屋根修景 修景

修景

令和元年度 事業写真

住宅の外壁修景

●平成30年度

●令和元年度

景観計画に基づく修景位置図

住宅の屋根修景 修景

修景

令和元年度 事業写真

住宅の外壁修景

●平成30年度

●令和元年度

日南市－6



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
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

　飫肥城下のうち、地区外の地域でも良好な歴史的風致を保つ地区があるが、居住者の高齢化等でそれらの維
持も難しくなってきている。これら地区の課題を正確に把握し、今後の町並み保存に努めていくために、伝統的
建造物群保存地区の見直し調査を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

伝建地区選定後、40年以上が経過し、地区住民の世代交代等も進んでいることから、制度について知らない方もいらっしゃ
るのではないかと、地域住民に向けて伝建制度説明会を開催した。

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

引き続き、制度についての説明会を開催しながら、見直し調査について地区住民のご理
解をいただき、令和３・４年度で見直し調査を実施できるようにしていきたい。

市単独事業

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

伝統的建造物群保存地区見直し調査事業

平成28年度～令和4年度

日南市－7



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
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

　飫肥地区は、日南市内でも維持向上すべき歴史的風致が集中して残っている地域であり、多くの観光客や市
民が行き交う。この歴史的風致をより多くの観光客や市民に周知し、飫肥地区への集客、飫肥地区内でのより分
かりやすい誘導のために、重点区域全域に案内板や説明板を設置する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　案内板等の内容について、平成28年度の案内サインの調査結果（日南市におけるクルーズ船客等受入れに向けたインバ
ウンド受入れ環境整備調査検討事業）を基に、ワーキンググループや係内において詳細を検討してきた。
　令和元年度には事業実施に向けての検討を行い、令和２年度から歴史資料館と国際交流センター小村記念館の展示方
法のリニューアルに着手するとともに、意匠の統一感などを踏まえた案内板や説明板のリニューアルを行うことを決定した。

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

今後、令和４年度までの詳細なスケジュールを検討しながら、案内板・説明板の内容等
についても、引き続きワーキンググループで検討を進めていき事業期間内の整備を行
う。

地域資源を活用した観光地魅力創造事業

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

案内板・説明板整備

平成27年度～令和４年度

ワーキング会議の様子
(31.7.4)

展示物リニューアル基本計画策定の仕様書
案内板・説明板の改修についての記載は無いが、実施設計の段階で追加予定
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 令和元年度
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

　令和元年度は、平成30年度より現地調査や文献資料等の調査を行っていた市内南郷地区の「安楽下総介の供養碑」につ
いて、市指定文化財として指定をするため、文化財審議会を開催し、正式に次年度で市指定文化財とするため審議を行い、
決定した。

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

　令和2年度で正式に市指定文化財に指定することになり、「安楽下総介の供養碑」が郷
土に残る、未来に残すべき文化財として市民に認識されることとなる。
　今後も、市内の未指定文化財等を積極的に指定・登録していく。

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

評価軸④－１
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

文化財調査・指定

　歴史文化基本構想策定時の調査や、これからの調査を元に、市域全体の指定文化財の見直しを進め、指定し
て保護していくものについては、積極的に指定していく。

○ ほぼ球体に近い形状

○ 元禄7年8月、祖元坊（金蓮寺住職）が建立

○ 碑の銘は厳栄法印（飫肥の願成就時の元住職）

○ 地面からの高さ約663㎜、幅690㎜、奥行556㎜

○ 碑の正面側に刻字あり（別紙参照）

○ 湖雲(こうん)ヶ城(がじょう)城主薬(やく)丸湖(まるこ)雲(う

ん)  の副将であった安楽下総介の墓とされているが、実際

は墓ではなく供養碑である。

○ 地元の言い伝えによると、1576年（天正4年）に湖雲ヶ城

城主薬丸湖雲率いる軍勢は、伊東軍との事前の打ち合わ

せどおりに無鏃矢と空砲で戦に臨んだが、伊東軍は本物の

矢や銃を使用したため薬丸湖雲以下300余名が戦死し、安

楽下総介も愛馬にまたがり突っ込んでいく途中で銃弾に

よって落命したと伝えられている。地元の人々は、これを哀

れみ墓（供養碑）を建て、霊を慰めている。
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 令和元年度
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

１　地域発見講座

　　日にち ：全８回（８月２７日、９月３日、９月１７日、１０月１日、
　　　　　　　 　　　　10月１５日、１１月５日、１１月１９日、１２月１０日）
　　場　 所：市内全域
　　参加者：１９名　※定員20名
　　内　容：座学を含め、市内の文化財等の歴史に関する学習。

２　日南ふるさと学
　
　
　　日にち：全６回（１０月１０日、１１月１４日、１２月１２日、１月９日、
　　　　　　　　　　２月1３日）
　　場　所：まなびピア
　  参加者：20名　※定員20名
　　内　容：日南市の歴史や地理、植物などに関する学習。
　　　　　   本来、全6回の開催予定であったが3月分が新型コロナの関係で
               中止となった。

３　にちなんおもしろカルタ作成

　　市の歴史や自然、文化、伝統、産業、郷土の偉人など、日南市に
　関する様々な内容が46枚ずつの札に取り入れられたカルタを作成。
　　市内小中学校及び、幼・保育園、図書館等に配布を行った。
　生涯学習課で市民貸出も行っている。

　市内の文化財等をバスで回り、地域の魅力を再発見する地域発見講座を８回開催した。また、日南市の歴史や文化、自然
などについて、平成28年度に作成した「にちなんおもしろ学～入門編～」を基に学ぶ、日南おもしろ学講座を５回実施し、関
心のある市民に学んでもらうことができた。なお、令和元年度は、「にちなんおもしろカルタ」を作成し、郷土愛や、愛着を高め
るためのコンテンツがさらに充実した。

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

　講座については定員を上回る応募があったため、募集人員を増やすことも検討したい。

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④－2
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

文化財の普及・啓発　①

　文化財見学会や、ワークショップによる地域の文化財の再発見、文化財マップや文化財冊子等の配布により、
文化財の普及啓発に努める。

地域発見講座の様子

にちなんおもしろ学～入門編～

にちなんおもしろカルタ お披露目会の様子
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 令和元年度
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

１　歩き・み・ふれる歴史の道「飫肥街道ウォーキング」
　
　　日　時：令和元年11月9日（土）　8:30～12:00
　　参加者：20名　※定員30名
　　目　的 ：江戸時代、飫肥藩主が参勤交代路として使用していた
　　　　　　　飫肥街道をウォーキングをしてもらうことで、地元の歴史を
　　　　　　　知るだけでなく、山仮屋関所等を実際に見てもらい、
　　　　　　　歴史を感じてもらうことを目的とする。
　

２　文化財消火訓練
　
　　日 　時：令和２年１月24日（金）
　　場　 所：歴史資料館家（飫肥）
　　内　容：消火訓練については文化財防火デーに合わせて開催予定であったが悪天候により中止となった。
　　　　　　 消防主催による防火指導については 文化財防火デーに合わせ行われた。

文化財の普及・啓発　②
文化財の防災

　文化財見学会や、ワークショップによる地域の文化財の再発見、文化財マップや文化財冊子等の配布により、
文化財の普及啓発に努める。
　指定文化財については、市文化財保護条例で管理者を定め、日常的な管理と見守りを行うことで、防火、防
犯、防災につとめる。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　江戸時代に参勤交代路として利用された飫肥街道を散策する「飫肥街道ウォーキング」を開催し、20名が参加された。普
段はなかなか歩くことのない飫肥街道を歩くことにより、参加者が、地元の歴史を知るとともに、実際に見るという体験をして
もらうことができた。
　文化財防火デーにあわせて、消火訓練を飫肥の歴史資料館で実施予定であったが、雨天のため中止となった。

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）

状況を示す写真や資料等

評価軸④－2´
文化財の保存又は活用に関する事項

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

今後も、引き続き歴史や文化財に対する興味を深めてもらうため、引き続き事業を継続
していく。
また、もっと多くの方に参加してもらえるように、広報誌や市のHPを活用し周知していく。

「飫肥街道ウォーキング」
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（様式１-５）

評価対象年度 令和元年度

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

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

市内の文化遺産や伝統芸能等が数多く報道された。

進捗状況　※計画年次との対応

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

今後も日南の歴史的風致を幅広く発信していくため、関係課及び関係機関との連携を充
実させる必要がある。

宮崎日日新聞

県内文化財　防火策に苦慮 令和元年11月6日 宮崎日日新聞

令和元年12月25日

宮崎日日新聞

歴史的町並み活用議論　九州11市町集いサミット 令和2年1月17日

宮崎日日新聞

酒谷むらおこし推進協　農水大臣賞を受賞 令和元年12月25日

宮崎日日新聞

日南の魅力　かるたに 令和元年12月27日

宮崎日日新聞

「泰平踊り　次いで行く」　かめの子会　４児童加入

小村侯新たな資料14点　記念館で1日から顕彰展 令和1年10月29日 宮崎日日新聞

飫肥7施設　民間活用　14ヵ所管理分類案 令和1年12月17日

宮崎日日新聞飫肥の島津家解説　日南で歴史ぶ講演会 令和元年11月15日

飫肥の変遷　歩いて実感　文化財担当官が歴史解説 令和1年10月11日 宮崎日日新聞

マレーシアの大学生2人　飫肥滞在しコケ研究 令和1年9月4日 宮崎日日新聞

飫肥の武家屋敷　旅館に 令和1年9月6日 宮崎日日新聞

歴史的建造物　理解深める　　日南で講習会 令和1年9月5日 宮崎日日新聞

狐塚古墳の出土品見て　地元で発見　石器など展示 令和1年10月2日 宮崎日日新聞

小倉処平自刃前の写真　日南の民家で発見 令和1年8月31日 宮崎日日新聞

評価軸④－2´
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

剣棒踊り「エイヤサー」 令和1年6月19日 宮崎日日新聞

地域一体飫肥活性へ 令和1年5月28日 宮崎日日新聞
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令和元年度
・法定協議会等におけるコメント

法定協議会等におけるコメント　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　（様式４）

評価対象年度

コメントが出された会議等の名称：日南市歴史的風致維持向上計画推進協議会

（コメントの概要）

　<１　評価軸③－４　伝統的建造物群保存地区見直し調査事業>
　・子の代に代わり、住民が伝建地区の制度について規制を理解できていないケースが見受けら
　　れるため、説明会を数多く開催してほしい。

　

　<２　評価軸③－１　守永家（旧飯田医院）保存整備活用事業について>
　・飯田医院の民間活用がなければ、益々損傷が進む。早急な整備事業が必要であると思う。

  ・民間活用を進めるのは良いが、文化財の保存・継承にしっかりと取り組み、活用と両立できる
　　手立てを考え、管理者を選定すべきである。

　

　その他
　・風化していた案内板が整備されているところもあり、良い。
　　（過去に設置した伝建地区説明看板について経年劣化により書き換えを行ったことに対するコ
　　メント）

今年度の推進協議会については新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、文書にて
対応をした。いただいたご意見に関しては、今年度改めて伝建地区に関する説明会を開催する予
定としており、昨年度、飫肥地区自治会において、ご相談いただければ自治会単位で説明に伺う
旨、ご説明したところである。飯田医院についても公募の状況を注視しながら、今後の維持管理に
ついての方向性を検討したい。
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