
平成 29年度 事業計画 

                      

公益財団法人滋賀県文化財保護協会 

Ⅰ 協会運営 

 平成 29年度は、平成 28年度に行った第四次中期計画の評価・点検を踏まえ、より積極的

な「社会貢献の強化」に重点を置いて協会運営に取り組むこととする。 

そのため、当協会が行う文化財の調査・研究とその発信を通して、社会の期待に応えなが

らより力強い社会貢献の実現に向けて、下記の４項目の目標を中心に取組む。 

 ①国・県事業および市町事業に関わる埋蔵文化財発掘調査の効率的な実施 

 ②文化財を通した市町等とのより積極的な協同事業と新たな連携の推進 

 ③文化財の保護と活用を図ることで、県民のニーズに答え、地域の特性を生かしたより積 

極的で効果的な情報発信と主体的事業の実施 

 ④財団運営を支える人材の育成と安定的で持続可能な財務基盤の確立に向けた財源の 

健全化 

  

１．具体的な取組みの内容 

①国・県事業および市町事業に関わる埋蔵文化財発掘調査の効率的な実施 

 ・発掘調査 10件（調査面積 34,000㎡）、整理調査 13件（報告書刊行６件）の実施（予定） 

・国交省が進める国道８号バイパス事業や県の行う道路・河川等の工事に伴う発掘調査へ 

の柔軟な対応 

    辻遺跡、三上西ノ川原遺跡、蜂屋遺跡等の大規模調査に効率的に対応しつつ、整理

調査についてもバランスよく柔軟に対応する 

 ・市町事業への積極的な対応 

    榊差遺跡（草津市：現地調査最終年度）、福満遺跡（彦根市：新規）の実施（予定） 

    当初計画にない新たな事業計画についても県教委との調整の上、柔軟に対応 

 ・１現場複数人体制を活かした、高い調査精度の維持と迅速で効率的な現場運営  

  

②文化財を通した市町等とのより積極的な協同事業と新たな連携の推進 

 ・当協会に蓄積された経験やノウハウ等を活かして「企画運営」担当部門（仮）を設定し、 

積極的なマネジメント、運営、広報を実施する 

    市町等からの新たな受託事業の取組の推進（文化財を通した「地域づくり・人づく

り」への貢献） 

    日本遺産（ツーリズム事業）や史跡・名勝等の環境整備事業についての協力 

    市町との連携を盛り込んだ連続講座「文化財もの知り学」の実施 

県シルバー人材センター連合会との連携により講座を実施 

 ・市町への協力が要請されている保存処理業務の充実  



③文化財の保護と活用を図ることで、県民のニーズに答え、地域の特性を活かしたより積 

極的で効果的な情報発信と主体的事業の実施 

 ・新たに設ける「企画」担当部門（仮）を中心に事務局、埋蔵文化財センター、安土城考

古博物館、琵琶湖文化館の連携を強め、文化財の普及・活用の実現に向けてより効果的

な情報発信を推進する。 

    現地調査の現地説明会の充実 

整理調査の報告会としての「レトロ・レトロの展覧会」「あの遺跡は今」の充実 

    印刷物（紀要・文化財通信、報告書増刷、事業紹介パンフレット、ＤＭ）の充実 

    ホームページの充実 

    親子、シニア・シルバー世代など幅広い対象の体験学習の実施 

  

④財団運営を支える人材の育成と安定的で持続可能な財務基盤の確立に向けた財源の 

健全化 

 ・調査機関としての専門性の維持 

スキルアップのための研修等への積極的な参加 

 ・外部資金の獲得と独自財源の拡大 

 ・限られた財源の効率的、効果的な執行  

 ・滋賀県立安土城考古博物館の指定管理受託に対する０ﾍﾞｰｽに立った見直し 

    受託内容や社会情勢が変化する中で知識を提供し歴史資料等を保存する博物館の 

あり方を整理し、次期指定管理（平成 32 年度）受託に対する方針の検討に向けて取

り組む。 

 

２．役員会議等 

   決算監査  １回開催予定 

   理事会   ４回開催予定 

   評議員会  １回開催予定 

 

３．職員構成 

 協会事務局および各事業所所属職員の構成              （単位：人） 

 協会事務局 埋文センター 安土城 

考古博物館 

琵琶湖文化館 計 

人員 ２５ ２ ８ ２ ３７ 

  （役員、嘱託職員、臨時職員を除く。） 

 

・新規職員２名を採用。 

     



４．管理事務 

（１）平成 24 年４月１日付で滋賀県より公益財団法人として認定され、６年目を迎える。

また、第四次中期計画の最終年度となることから、これまでの取り組みの評価、点検を

踏まえ、第五次中期計画を策定する。 

（２）滋賀県立安土城考古博物館は、県からの指定管理のもと、開館 25周年を迎えてさら 

に魅力ある博物館となるよう各種の展示やイベント、博学連携の強化に取り組む。 

（３）滋賀県立琵琶湖文化館、滋賀県埋蔵文化財センターの施設管理を行う。 

 

Ⅱ 普及啓発事業             予算額 ９，００２千円   

 

 公益財団法人である当協会が、文化財の高い公益性を社会に還元することで県民ひいては

社会全体の文化的生活の向上に寄与し、昨今求められている文化財の活用と「地域づくり・

人づくり」の役割を果たすため、「普及活動（成果還元事業・地域貢献活動）」を実施する。

その実施にあたっては、以下の３の方向性を持って取り組むものである。 

 ① 滋賀県の埋蔵文化財行政の一翼を担う調査機関として、従来から取り組んでいる普及

活動を活性化し、貢献対象を拡大する。 

 ② 市町等の文化財事業への連携を新たに強化し、積極的に取り組む。 

 ③ これらの「普及活動」に効率的に取り組むため、「企画運営」担当（仮）を設ける。 

 

１．取り組みの内容 

 ①発掘調査で得られた成果について、従来から取り組んでいる普及活動により積極的に取

り組む。 

  これまで力を入れてきた協会自主事業や講師等受託事業について文化財の保護・活用の

裾野拡大と当協会の社会的価値を向上する。 

  すでに文化財に興味を持っている方々や高齢者に加えて、今まで文化財に触れたことの

ない方々やファミリー層等の若い世代への周知に努める。また、商業施設等との協働事業

を立ち上げて社会貢献のための窓口を拡大させる。 

 ②市町等の文化財事業への連携を強化し、積極的に取り組む。 

  市町等が主催で取り組む文化財事業との連携や企画提案等を通して、市町等への地域貢

献を進め、文化財の保護・活用を通した「地域づくり、人づくり」に寄与していく。 

  具体的には文化財を社会資源化する事業への協力や社会資源としての文化財情報の発

信受託事業を行い、社会・地域への貢献に努める。 

 ③「企画」担当 (仮)を設け、「普及活動」に効率的に取り組む。 

  埋蔵文化財センター・安土城考古博物館・琵琶湖文化館と連携・調整を取り、文化財の

普及活動に取り組む。 

 



２．具体的な取り組み 

（１）調査成果に基づく普及啓発に関する取り組み 

１）展示関係 

①平成２８年度発掘調査展－レトロ・レトロの展覧会－ 

埋蔵文化財センターを会場に、平成２８年度の発掘調査成果について出土遺物や遺構の

写真パネル等を展示・公開する。また、市町の協力を得て調査成果についても展示・公開

する。 

 

２）講座事業 

①連続講座 

文化財ものしり学『新発見・発掘調査員が語る近江の遺跡と歴史２０１７』の開催。調

査担当者による発掘・整理調査成果を実物資料や現地を通して、滋賀の歴史・文化を解り

やすく一般の方々に伝える。また、市町事業の発掘調査成果も市町担当者を講師として招

いて開催する。年間９回の講座と現地探訪１回の開催とする（予定）。 

 

３）体験事業 

①体験学習 

・県教委からの委託業務として実施する体験学習 

主に小学生および親子を対象とした文化財に親しんでいただく体験学習（鍛冶体験・

勾玉作り・染物体験等）を夏休み期間中に埋蔵文化財センターを会場に開催する。 

 ・レトロ展の付帯事業としての体験学習 

   展示資料に関連した形で、クイズラリーやプラ板製作、火起こし体験などを実施する。 

・シニア向け体験学習 

  調査資料に関連した形で、シニア・シルバー世代に、勾玉作り、瓦の拓本、縄文土器

の施文などの体験・解説を実施する。 

②整理調査事業の公開企画「あの遺跡は今！」の開催 

安土城考古博物館整理調査場において、整理調査作業場の公開や作業体験を実施する。

新たに滋賀県立安土城考古博物館の展示内容とリンクさせた企画も加える（７月 22 日～

23 日予定）。 

 

（２）情報発信に関わる取り組み 

 １）研究紀要の刊行 

 職員の資質向上、文化財の価値の発信、調査事業とその成果の還元を目的として「紀要」

を刊行する。 

 

 



２）発掘調査報告書の増刷 

 文化財情報の発信、成果の還元に努めることを目的とする。 

 

３）ホームページの維持と更新 

 文化財情報の発信に努め、また、市町事業の含めた受託内容や協会ならびに職員の文化

財を通した社会貢献（講演・研究・委員委嘱等）の実績を公開し、当協会の社会的価値向

上や就職志望者（専攻学生）への情報公開を図る。 

 

４）文化財行事案内（DM）の発送 

 文化財情報の発信に努めると同時に、市町をはじめとする文化財保護機関および団体と

の連携強化、事業支援等を図る。 

 

５）広報事業 

①タウン誌への掲載 

 連続講座等の取り組みへの参加を広報する。 

②広報媒体の印刷 

 講座や体験事業への参加を広報する。 

③パンフレットの刊行と配布 

 当協会の運営事業や組織形態を記した概要を作成し、当協会のＰＲに役立てる。 

 

（３）市町事業等に関する取り組み 

１）市町等の事業との連携 

 市町等が主催で取り組む埋蔵文化財に関する講演会や説明会、体験学習、刊行物の刊行、

展示事業、大型商業施設等でのイベント、史跡整備等について、連携、協力、共催する。 

 

２）外部資金による事業への取り組み 

 日本遺産「琵琶湖とその水辺景観―祈りと暮らしの水遺産―」ツーリズム事業に協力し

（講師派遣等）、また、県シルバー人材センター連合会の研修事業等を拡大することで、

作業員の育成や地域貢献事業の充実を図る。 

 

 

Ⅲ 発掘・整理調査事業                   予算額  ４０４，６３０千円 

 

文化遺産の保存と活用を図るため、国事業および県事業である各種公共事業に伴う発掘調

査および整理調査を行う。また、市町教育委員会が行う発掘調査および史跡・名勝の保存整

備に伴う調査について協力し、埋蔵文化財や史跡・名勝の保護と活用を図る。 



  

 事 業 名 発掘調査(件) 整理調査(件) 計(件) 

1 国土交通省関係 

  発掘調査：辻遺跡、三上西ノ川原遺跡 

 整理調査：塩津港遺跡、松原内湖遺跡 

   

２ 

 

２ 

 

４ 

2 

 

ネクスコ関係 

 発掘調査：椿谷遺跡 

 整理調査：椿谷・法蔵禅寺遺跡 

 

１ 

 

１ 

 

 

２ 

3 ＮＨＫ関係 

 発掘調査：大津廃寺跡 

１ ０ １ 

4 滋賀県下水道事務所関係 

 発掘調査：辻遺跡 

１ ０ １ 

5 

 

県土木交通部(道路・河川・砂防)公共事業関係 

  発掘調査：番場遺跡、蜂屋遺跡 

  整理調査：土位遺跡、生津城遺跡、塩津港遺跡、

天神畑・上御殿遺跡、野尻遺跡、 

蜂屋遺跡 

 

 

２ 

 

 

６ 

 

 

８ 

6 県農政水産部公共事業関係 

  発掘調査：狛氏館遺跡 

整理調査：金森西遺跡、加田山遺跡 

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

7 県警本部公共事業関係 

 整理調査：八幡城下町遺跡 

０ １ １ 

 

8 市町関連事業等調査関係 

発掘調査：榊差ほか遺跡（草津市）、 

福満遺跡（彦根市） 

整理調査：ブタイ遺跡（竜王町） 

 

２ 

 

１ 

 

３ 

 

 

    

計 

 

１０  

 

 １３ 

 

２３ 

調査面積（㎡） 約34,000 －  

 

 

Ⅳ 滋賀県立施設管理運営業務 

 

県から安土城考古博物館の指定管理を受けるとともに、委託を受けて琵琶湖文化館・滋賀

県埋蔵文化財センターの管理運営事業を行う。 



 

１．安土城考古博物館          予算額 １５２，１７６千円 

指定管理者として適正に指定管理業務を行うとともに、平成４年 11 月の開館から 25 周

年を迎える年にあたり、次の３項目を目標とした取り組みを進める。 

 

① 開館 25周年を盛り上げ、リニューアルに至る道筋を拓く。 

開館 25 周年記念事業として、記念展覧会と記念シンポジウムなどを開催し、当館の実績

と魅力をアピールすることに努める。また、滋賀県から「開館 25 周年記念 安土城考古博

物館所蔵品再生展示事業」として、マザーレイク基金による所蔵品２点の修理再生作業を受

託し、その成果の公開を行う。 

将来的なリニューアルに向けて、県教育委員会と協力して県民の機運を盛り上げていくた

め、文化財保護課職員を博物館講座の講師として積極的に招聘するなど、県教育委員会との

連携を強めることに努める。また、施設の魅力向上のため県が行う施設の長寿命化の取組に

協力する。 

なお、展覧会ポスターなどに 25 周年記念ロゴを掲載して積極的にアピールする等の手法

により、幅広い階層に開館 25 周年が広く認識されることに努める。 

 

② 入館者５万人のクリア 

魅力ある展示や講座等の催し物の開催や、広報・営業努力により、管理運営目標としてい

る年間５万人以上の入館者の確保を目指す。 

展示では、当館が扱うべきテーマの中でも人気の高い信長、城郭、銅鐸についての特別展、

企画展を開催し、従来から好評を得ている城郭関連講座の一層の内容充実を図る。さらに、

タイムリーで話題性のあるミニ展示として特別陳列を年間に６回程度開催することや、新し

い形態の連続講座開催により、幅広い階層から注目を集める催し物の開催に努める。 

また、第２常設展示室分の学習シートを新たに作成する等の取り組みにより、学校現場と

の一層の連携を図り、校外学習の誘致に努める。 

入館者の増員を図るため、安土・近江八幡エリアで連携した取り組みを一層進めるほか、

平成 28 年度末に新設予定の公式フェイスブックなど、SNS をはじめとするインターネット

等を活用した広報活動を積極的に推進する。 

③ 財務体質の改善 

新電力の活用や管理委託の複数年化の拡大などの方策により、経費削減に努める。 

25 周年記念缶バッジの作成など、記念物品の工夫や、通常入館者数が少ない平日に 

博物館講座開催を増やすことによる収入増を図る。 

 

（１）展覧会事業 

① 開館２５周年記念 春季特別展「信長のプロフィール」 

展覧会期：平成２９年４月２９日（土・祝）～６月４日（日） 



趣旨：近年、織田信長の素顔や実像を見つめ直し、これまでのイメージや虚像を覆す 研

究が進められている。これらの最新研究を踏まえ、織田信長という人物とそ の周

辺、歩んできた道、その生き方などを古文書などの関連資料の展示により 紹介す

る。 

主な展示品：東寺百合文書（国宝）、安土山下町中掟書（重要文化財）、今堀日吉神 

社文書（重要文化財）、平信長銘鰐口（岐阜県指定重要文化財）ほか 

関連事業：５月１４日（日）記念講演会「信長が目指した天下静謐とは？」 

   金子 拓氏（東京大学史料編纂所教授） 

５月２１日（日）記念講演会「信長以前の織田一族」 

   高木久史氏（安田女子大学准教授） 

５月２７日（土）城郭探訪 安土城を歩く 

 

② 開館25周年記念 秋季特別展｢青銅の鐸と武器－近江の弥生時代とその周辺－｣（仮） 

  展覧会期：平成２９年１０月２１日（土）～１２月３日（日） 

   趣旨：野洲市大岩山出土の銅鐸群は、近江の弥生時代を特徴づける重要な要素のひとつ    

であり、近年では特異な銅剣の鋳型が出土した高島市上御殿遺跡や、鉄・銅製品を

製作していた彦根市稲部遺跡の発見などがあった。青銅製品やその鋳造関係遺物な

どを展示することにより、近江の弥生時代の特質を明らかにする。 

     兵庫県立考古博物館・茨木市立文化財資料館との連携企画として開催予定。 

主な展示品：東奈良遺跡鋳造関係資料（重要文化財）、朝日遺跡出土資料（重要文化 

財）、上御殿遺跡出土資料、稲部遺跡出土資料ほか 

  関連事業：日程未定  記念講演会 森岡秀人氏（古代学研究会） 

              日程未定  関連講座  清水邦彦氏（茨木市教育委員会） 

日程未定  関連講座  戸塚洋輔氏（彦根市教育委員会） 

日程未定  関連講座  大道和人（当館） 

 

③ 開館２５周年記念 第５６回企画展「近江の城を掘る」 

展覧会期：平成２９年７月１５日（土）～９月１８日（月・祝） 

   趣旨：滋賀県内には1,300箇所を超える城跡が存在するが、その内部構造や築城・廃城時

期などの実態が明らかになっている事例はあまり多くない。発掘調査が行われた県

内の城郭を網羅的に取り上げ、近江の城郭の変遷と特質について明らかにする。 

主な展示品：金剛寺城遺跡出土資料、小谷城跡出土資料、貴生川遺跡出土資料、生津城

遺跡出土資料、宇治・瀬田・湖南図巻ほか 

   関連事業：７月２６日（水） 関連講座「守護所から観音寺城へ」 

才本佳孝氏（近江八幡市） 

８月 ２日（水） 関連講座「京極氏の城 小谷城」 

  北村圭弘氏（滋賀県教育委員会） 

             ８月 ９日（水） 関連講座「甲賀の城」 



木戸雅寿氏（滋賀県教育委員会） 

             ８月２３日（水） 関連講座「六角氏家臣の城」 

 福永清治氏（野洲市教育委員会） 

             ８月３０日（水） 関連講座「坂本城から大津城へ」 

 吉水眞彦氏（大津市教育委員会） 

９月 ６日（水） 関連講座「水口岡山城から水口城へ」 

 小谷徳彦氏（甲賀市教育委員会） 

９月１３日（水） 関連講座「城郭石垣の成立と展開」 

北原治（協会） 

 

④ 開館２５周年記念 第５７回企画展「収蔵品で語る城郭と考古」（仮） 

展覧会期：平成３０年２月２４日（土）～４月８日（日） 

趣旨：２５年にわたって館のテーマに合わせた資料の収集・保管と調査研究に努めて 

きた開館以来の成果を、寄託品を含めて多数の資料を展示することにより紹介す

る。 

滋賀県の「開館２５周年記念 安土城考古博物館所蔵品再生展示事業」として、

マザーレイク基金により修理が行われる館蔵資料も、その修理過程も含めて展示

するとともに、肖像画修理再生フォーラムを開催する。 

主な展示品：新開古墳出土資料（重要文化財）、織田信忠像、徳川家康画像ほか 

関連事業：日程未定      肖像画修理再生フォーラム  

     ３月 ３日（土） 城郭探訪 観音寺城を歩く 

     ３月 ４日（日） 関連講座 田井中洋介（当館） 

３月１１日（日） 関連講座 高木叙子（当館） 

 

 ⑤特別陳列 

  ア．歴史の中の女性（考古資料編）  

    会期：平成２９年４月４日（火）～６月４日（日） 

    会場：ロビー特設ケース 

        内容：女性にスポットをあて、県内の発掘調査で出土した木偶、埴輪などの女性像、

装身具、化粧道具などを紹介する。 

関連行事：４月２２日（土） ギャラリートーク（当館学芸員） 

イ．戦国時代の花器 

        会期：平成２９年５月２０日（土）～７月２日（日） 

会場：第２常設展示室内 

内容：現代に繋がる「いけばな」が発展した戦国時代の遺跡から出土した花器を紹

介する。 

関連行事：６月１８日（日） ギャラリートーク（当館学芸員） 

   ウ．観音信仰の世界 



        会期：平成２９年７月４日（火）～９月３日（日） 

会場：第２常設展示室内 

内容：観音信仰を示す仏像などの資料を当館の寄託品を中心に紹介する。 

関連講座：９月３日（日）「西国三十三所観音巡礼の世界」  

 白木利幸氏（巡礼研究家） 

   エ．歴史の中の女性（歴史資料編）（仮）  

    会期：平成２９年１０月７日（土）～１１月５日（日） 

        会場：第２常設展示室内  

     内容：館蔵の浅井長政夫人（お市）画像をはじめ、女性に関係した古文書等の資料

を紹介する。 

関連行事：１０月１５日（日） ギャラリートーク（当館学芸員） 

  オ．古墳時代の刀剣と刀装具（仮）  

    会期：平成２９年１１月７日（火）～１２月１０日（日） 

        会場：第１常設展示室 

内容：県内の古墳から出土した銀象眼を有する刀装具などの考古資料を展示する。 

関連行事：１１月２５日（土） ギャラリートーク（当館学芸員） 

   カ．トリからイヌへ－干支の文化財－（仮） 

        会期：平成２９年１２月１２日（火）～平成３０年２月１２日（月・祝） 

        会場：ロビー特設ケース 

      内容：干支にちなみ、県内の考古資料や美術工芸品を館蔵品を中心に紹介する。 

関連行事：１２月１７日（日）「お正月飾りを作ろう」 

                  １月 ６日（土） ギャラリートーク（当館学芸員） 

 

（２）講座事業 

①入門講座「屋外展示を楽しもう」（全３回） 

普段は博物館になじみの薄い人などを主な対象し、平成27・28年に開催した入門講座

シリーズの一環として、館の屋外展示をテーマとする連続講座。 

   第１回 ６月１０日（土）「街道の石造物－道標・常夜燈・車石－」 

                       田井中洋介（当館学芸課長） 

第２回  ６月２４日（土）「重要文化財旧宮地家住宅と近江の近世民家」 

                     菅原和之氏（滋賀県教育委員会） 

   第３回 ７月 ８日（土）「県指定文化財旧柳原学校校舎と旧安土巡査駐在所」 

                     当館学芸員 

 

②連続講座シリーズⅠ「２５周年記念リレー講座」（全３回） 

開館２５周年記念事業の一環として、開館当時の館に関わる話題を取り上げ、今後の館

のあり方について考えるきっかけをつくるリレー講座を開催する。 

第１回 １０月１１日（水）「博物館開館の頃－近江風土記の丘資料館から安土城 



考古博物館へ－」     講師未定 

第２回 １０月１８日（水）「特別史跡安土城跡調査整備事業の成果と課題」 

      松下 浩氏（県教委） 

第３回 １０月２５日（水）「粟津湖底遺跡発掘・整理の頃」 

瀬口眞司（協会） 

 

③連続講座シリーズⅡ「関西の城を知ろう」（全５回） 

毎年好評を博している城郭に関する連続講座シリーズとして、今年度は近年話題になっ

た関西の城を取り上げる連続講座を開催する（１月～３月開催予定）。 

第１回 日程未定 「総論」中井 均氏（滋賀県立大学教授） 

     第２回 日程未定 「後瀬山城」講師未定（小浜市教育委員会） 

     第３回 日程未定 「兵庫城」講師未定（神戸市教育委員会） 

     第４回 日程未定 「大和郡山城」講師未定（大和郡山市教育委員会） 

     第５回 日程未定 「和歌山城」講師未定（和歌山市教育委員会） 

 

④金曜城郭最新情報（全５回）      

県教委文化財保護課城郭調査係の職員を講師として迎え、県内外の城郭最新情報を発信 

する新企画の連続講座。各回の講師・内容は城郭調査係に任せて、タイムリーな内容を柔

軟な形で発信。 

 第１回 ４月２１日（金） 

 第２回 ５月１９日（金） 

 第３回 ６月１６日（金） 

 第４回 ７月２１日（金） 

 第５回 ９月１５日（金） 

 

⑤水曜神仏語り講座（全５回） 

当館の山下学芸員が講師を努め、宗教美術ファンの獲得を目的として行う連続講座。 

 第１回 ５月１７日（水）「お薬師さん－薬師如来の信仰と美術－」 

 第２回 ６月２１日（水）「お地蔵さん－地蔵菩薩の信仰と美術－」 

 第３回 ７月１９日（水）「お不動さん－不動明王の信仰と美術－」 

 第４回 ８月１６日（水）「観音さん－観音菩薩の信仰と美術－」 

 第５回 ９月２０日（水）「毘沙門さん－毘沙門天の信仰と美術－」 

 

（３）開館２５周年記念事業 

①２５周年記念シンポジウム 

     日程未定 基調講演     藤田達生氏（三重大学教授） 

コーディネーター 中井 均氏（滋賀県立大学教授） 

パネリスト    その他に２～３名 



②２５周年記念リレー講座（全３回）【講座事業として前掲】 

第１回 １０月１１日（水）「博物館開館の頃－近江風土記の丘資料館から安土城  

考古博物館へ－」         講師未定 

第２回 １０月１８日（水）「特別史跡安土城跡調査整備事業の成果と課題」 

         松下 浩氏（県教委） 

第３回 １０月２５日（水）「粟津湖底遺跡発掘・整理の頃」 瀬口眞司（協会） 

③２５周年記念 所蔵品再生展示事業 

  滋賀県からの委託事業として、損傷が著しい画像２点（織田信忠像、徳川家康画像）

の修理再生を行い、その成果を第５７回企画展「収蔵品で語る城郭と考古」（仮）の展

示の目玉として公開する。 

また、修理再生に関わった専門家や県教委の文化財専門職員を講師として迎え、肖像

画修理再生フォーラム（日程未定）を開催する。 

 

（４）その他の催し物 

①体験博物館 

・子ども学芸員       ８月 ５日（土） 

・勾玉を作ろう       ８月２６日（土） 

・銅鐸博士になろう    １１月１１日（土） 

・銅鐸博士になろう    １２月 ２日（土） 

・忍者になってみよう    ３月１８日（日） 

・上記のほか、７月２２日（土）・２３日（日）に開催予定の「あの遺跡は今」と連携

した体験イベントを開催予定 

 

②博物館に親しむ催し物 

・親子写生大会       ５月 ３日（水・祝）～５月７日（日） 

・春のお茶会        ５月 ５日（金・祝） 

・ミュージアムコンサート    ８月２０日（日） 

・よし笛コンサート    １０月 ８日（日） 

・秋のお茶会       １１月１９日（日） 

・お正月飾りを作ろう   １２月１７日（日）【特別陳列の関連行事として実施】 

 

（５）その他の事業 

①学習シート（第２常設展示室分）の作成 

   ・平成２７年度に作成した第１常設展示室分の学習シートに引き続き、第2常設展示室

の学習シートを近隣市の教育委員会からの協力を得ながら作成。 

②刊行事業 

・学芸員の調査研究成果をまとめた「紀要」の刊行 

・「年報」の刊行 



・博物館だより「おおてみち」の刊行（年４回） 

・「催し物案内」の刊行（平成２９年度下半期分、平成３０年度上半期分） 

③インターネットを活用した情報発信 

  ・平成２８年度末に開設予定のフェイスブックを活用した館情報の発信 

④その他 

・入館者へのサービス向上のために、音声ガイドの導入を検討するほか、地域で歴史文

化資源の保存・活用を進める個人・団体との連携を進める。 

 

２．滋賀県立琵琶湖文化館管理運営事業       予算額 ３２，５１５千円 

 

平成 20 年度から休館している琵琶湖文化館について、施設の維持管理および収蔵品管理

などの業務を実施する。また、琵琶湖文化館の（仮称）新生美術館への機能移転に伴い収蔵

品の確認整理・保存状態調査を行うとともに、図書・写真等の整理を行う。 

 

（１）収蔵庫の管理 

収蔵庫内において館蔵品および寄託品を適切に保存・管理するため、防虫防黴対策とし

て害虫や空中菌の生息モニタリングおよび計画的な燻蒸をする。 

（２）収蔵品の点検 

収蔵品の点検を行う。 

（３）資料の管理 

資料の貸出や返却、特別観覧等を行う。 

（４）施設の管理 

施設の適正な維持管理を行う。火災・地震等の緊急時に即応するため緊急連絡体制を敷

くなど防火体制に万全を期す。また、文化財保護のため、夜間等職員不在時は機械警備を

実施するとともに施設の美化に努める。 

（５）展覧会への協力 

当館収蔵品を他館で展示・活用されるにあたり協力する。 

（６）講座等 

滋賀県教育委員会と協働で開催する文化財講座「打出のコヅチ」について、文化財の保

護と活用におけるさまざまな取り組みを広く県民に向けて発信するほか、市町等が行う講

座などについて支援・協力する。 

滋賀の文化財講座「打出のコヅチ」 

第１回 ５月 18 日（木）  「金剛輪寺・十二神将像の魅力に迫る」 

古川史隆氏（滋賀県教育委員会） 



第２回 ６月 15 日（木） 「究極の城 彦根城」 

松下浩氏（滋賀県教育委員会） 

第３回 ７月 20 日（木） 「日吉山王祭礼図を読み解く」 

渡邊勇祐（滋賀県立琵琶湖文化館） 

第４回 ８月 17 日（木） 「近江の曳山祭り」 

矢田直樹氏（滋賀県教育委員会） 

第５回 ９月 21 日（木） 「朝鮮通信使と近江」 

井上優氏（滋賀県教育委員会） 

（７）（仮称）新生美術館への移転準備への協力 

   （仮称）新生美術館の開館に向けて、平成２６年度から平成３０年度（予定）まで寄

託品を含む収蔵品約９，０００点の確認整理・保存状態等の調査を行い、併せて、図書

や資料・写真の整理を行う。 

（８）その他 

① 事業や文化財に関する調査・研究の成果を始めとする様々な情報を広く紹介するた

め、当館ホームページを運営し、文化財およびその関連情報を提供する。また、新聞

やテレビなどの媒体を活用した広報に努め、県内の文化財保護の基盤の充実と向上に

努める。 

② 文化財所有者への保存・修理等に関する技術指導や火災・盗難等から文化財を守る

ため文化財の受け入れを行う。 

 

３．滋賀県埋蔵文化財センター管理運営事業    予算額 ２４，１８１千円 

（１）施設の維持管理事業 

  ①庁舎の修繕や保守・点検等の維持管理を行う。 

②県内７か所に所在する収蔵庫の維持管理を行う。 

（２）出土資料の保管管理事業 

  ①収蔵資料の保管管理を行うとともに、未整理分の出土資料の点検、データ整理を行う。 

  ②出土資料等の貸出し、特別利用に関する業務を行う。 

  ③当該年度発掘調査出土品および記録類を受入、収納し、データ作成を行う。 

  ④発掘調査報告書等の書籍の受入、保管、貸出、閲覧業務を行う。 

（３）普及啓発事業 

  ①ロビー展示の開催 

玄関ロビーにおいて、県内の埋蔵文化財を紹介する展示「瓦でたどる近江の古代寺

院」や「近江の城 46選」などを行い、随時展示替えを行う。 



    ②ＪＲ湖西線大津京駅構内展示 

    大津京駅構内文化財展示場において、湖西線沿線の埋蔵文化財を中心に各駅（大津

市内から高島市、長浜市内に向かって当該市教育委員会の協力を得て年３回展示予

定。）に出土遺物や写真パネルで展示・紹介する。 

③職場体験学習等の受入 

小・中学校の体験学習や中学生の職場体験に協力し、一般団体の見学等の受入を行

う。 

    ④出前授業の実施 

小・中・高校の歴史授業について、各学校や遺跡・史跡（史跡近江国庁跡等）へ出

向いて歴史授業に協力する。また、埋文センターが保管する出土資料を活用し、「出

土品に直に触れられること」など、授業を通じて文化財に親しむ機会を提供する。 

  ⑤体験講座の実施 

夏休み期間に小学生を対象に「火起し」「勾玉作り」などの古代の体験講座を実施

し、要望に応じ社会教育の場でも実施する。 

    ⑥文化ゾーン活性化事業「文化ゾーン探検隊」の実施 

  文化ゾーン内に所在する文化施設に親しみ理解の醸成を図る目的で、県民に各施設

を特別公開する（年２～３回）。当センターでは普段は見学できない整理場の紹介や

古代の体験を実施し、文化財の理解を深めてもらう。 

  ⑦埋蔵文化財センター研究会の開催 

    当センターの活動および、県内で行われている発掘調査情報をより広く深く、周知

するための研究会を年２回開催する。 

    秋季は、ロビー展示の内容を受け、センター職員を中心とした研究報告、事例報告

または子供向けの体験等を行う。冬季は平成２８年度に実施された主な発掘調査成果

について、県および市町教育委員会が行った発掘調査の成果報告会を行う。 

  ⑧「埋もれた文化財の話」の編集 

    ロビー展示に関連したテーマや埋蔵文化財センター周辺の遺跡を取り上げた解説 

パンフレットを作成する。 

  ⑨「滋賀県埋蔵文化財調査年報」の編集 

    埋蔵文化財センターの委託事業の実施状況や成果品を作成する。 

  ⑩ホームページをとおして、講演会や埋蔵文化財等の情報を発信する。 

（４）その他 

  現在進められている「滋賀県埋蔵文化財センターの今後のあり方検討会議」に積極的に

参画していく。 

 

 

  



Ⅴ 文化財保護基金                予算額 ６０，５３６千円 

 指定文化財および登録文化財の保護・保存のため、文化財所有者が行う文化財の修理。 

防災施設および環境整備事業等に要する費用負担の軽減を図り、文化財の適正な維持管理

が行えるよう必要な資金の貸付を行う。 

 

 貸付予定額    金５０，０７０，０００円 

     貸付募集回数     年間２回 

     貸付時期         ８月、２月 

     貸付限度額        １件 １,０００万円以内 

     貸付利率          無利子 

     償還期間          ７年以内（据置期間を含む）              

 

 


