
Ｈ29年度事業実績 

平成 29 年度事業実績 

１平成29年度における指定・登録等［本庁］ 

種 別 区分 名 称  内容 日 付 

1 史跡 国指定 二俣城跡及び鳥羽山城跡 新指定 H30.2.13 

2 建造物 登録 

高林家住宅 4 棟 1 基 

主屋・隠居 

田舎家 

お蔵 

長屋門 

給水塔   

新規登録 H30.3.27 

２ 文化財調査顕彰事業［本庁］ 

（１）指定文化財等の現状調査 

    適切な保護事業の推進及び新たな文化財指定の検討材料とするため、下記の指定文化財

及び指定文化財候補について調査、情報収集を行った。 

① 有形文化財、記念物等現況調査 

1 シブカワツツジ群落地［北区渋川］ 

2 将軍スギ［天竜区横川］ 

3 山住神社のスギ［天竜区春野町］ 

4 天台烏薬群落地［北区細江町］ 

5 龍潭寺井伊家霊屋［北区引佐町］ 

6 大雄寺［中区天神町］ 

② 無形民俗文化財等調査 

1 遠州大念仏［中区鹿谷町］ 

2 水窪の念仏踊（神原の虫送り）［天竜区水窪町］ 

3 滝沢の放歌踊［北区滝沢町］ 

4 呉松の大念仏［西区庄内町］ 

5 浦川歌舞伎［天竜区佐久間町］ 

6 横尾歌舞伎［北区引佐町］ 

7 川合花の舞［天竜区佐久間町］ 

8 寺野のひよんどり［北区引佐町］ 

9 懐山のおくない［天竜区懐山］ 

10 神澤おくない［天竜区神沢］ 

11 川名のひよんどり［北区引佐町］ 

12 妙功庵観音堂の百万遍念仏と念仏講［北区細江町］ 

13 雄踏歌舞伎万人講［西区雄踏町］ 

14 西浦の田楽［天竜区水窪町］ 

（２）浜松地域遺産の認定

地域に慣れ親しまれ、継承されてきた貴重な文化資源を、浜松地域遺産として認定し、郷

土の宝として顕彰することで、後世へと末永く継承されることを期待するとともに、地域遺
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産を活用した地域活性化事業が展開されることで、個性ある地域の創造に寄与することを目

的とする。 

募集期間        平成 29 年 7 月 1 日～10月 31日 

推薦書受付件数  133 件 

認定数          101 件 

区別及び分類別認定数        

      （区別）               （分類別） 

中区 12 建造物 21

東区 28 絵画 6

西区 3 彫刻 22

南区 7 工芸品 1

北区 1 書籍・典籍 4

浜北区 18 古文書 3

天竜区 32 歴史資料 7

合 計 101 史跡 6

名勝 1

天然記念物 2

有形民俗 18

無形民俗 8

文化的景観 1

伝承地 0

伝統的建造物群 0

近代化遺産 1

合 計 101

３ 文化財保護継承事業  

（１）文化財保護審議会

文化財保護法第 190 条第 1項の規定に基づき設置する付属機関（浜松市文化財保護条例

第 43条）。教育委員会の諮問に応じて、浜松市内の文化財の保存及び活用に関する重要事

項（主に文化財の新指定、指定解除）について調査審議し、並びに、これらの事項に関し

て教育委員会に建議した。 

    ・第 1 回 開催日：平成 29 年 8 月 21 日（月）10 時 00 分～11 時 30 分 

         内 容：平成 28 年度の実績、平成 29 年度の予定ほか  

    ・第 2 回 開催日：平成 29 年 12 月 11 日（月）14時 00 分～15 時 30 分 

         内 容：浜松地域遺産（認定文化財）の申請状況、二俣城跡及び鳥羽山城跡の現

地視察 

・第 3回 開催日：平成 30 年 2月 16 日（金）13 時 30 分～14 時 15 分 

         内 容：平成 29 年度文化財保護事業について  

             浜松城発掘調査報告、日本遺産の申請、国指定による市指定史跡の解除 

             （浜松地域遺産（認定文化財）制度の意見聴取会 14：15～15：30 ） 
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（２）文化財保護事業

[本庁] 

① 文化財環境整備 

古墳や史跡等の市管理の文化財について、草刈、ゴミ拾い、植栽の剪定、案内看板の

修繕等を行い、見学の利便性、安全性の向上を図るとともに、市民が文化財を活用しや

すいように環境整備を行った。 

 [西区] 

①雄踏郷土資料保存庫 

  雄踏地域の郷土資料を保存するため、電気料を執行した。 

②中村家住宅、舞坂宿脇本陣 

  施設の照明取替工事及び非常照明バッテリー取替工事を執行した。 

③史跡東大山一里塚保存用地 

  史跡の保存を図るため、土地賃貸借料を執行した。 

④入野古墳 

  入野古墳の環境整備を図るため、古墳東側の雑木刈り取り伐採や剪定等を行った。 

[北区] 

〈細江地域〉 

滝峯才四郎谷銅鐸公園(県指定史跡)、市指定史跡伝堀川城跡、井伊直親の墓、文化財倉

庫、計 4ヶ所の除草・植栽の剪定・清掃等(年間 2～4回程度)を行った。 

〈引佐地域〉 

国指定史跡三岳城跡、県指定史跡渭伊神社境内遺跡、県指定天然記念物シブカワツツジ

群落、市指定史跡北岡大塚古墳、市指定史跡馬場平古墳、市指定史跡白山１号墳、 計 6

ヶ所の除草・植栽の剪定・清掃等(年間 2～3 回程度)を地元の自治会等へ委託し、5 月～1

月までの期間に実施した。 

〈三ヶ日地域〉 

市指定史跡凌苔庵跡、市指定史跡本坂一里塚、市指定史跡宇志北大里遺跡、姫街道、県

指定史跡千頭峯城跡、市指定史跡西山古墳、計 6ヶ所の除草・植栽の剪定・清掃等(年間 2

～3回程度)を地元の自治会等へ委託し、5月～1月までの期間に実施した。 

[浜北区] 

① 浜北区内文化財草刈・清掃業務 

文化財の環境整備を図るため、委託により北浜の大カヤノキ（国指定天然記念物）、赤

門上古墳（県指定史跡）、向野古墳（市指定史跡）等計 8箇所の、草刈りや清掃を実施し

た。 

② 二本ヶ谷積石塚群（県指定史跡）管理業務 

二本ヶ谷積石塚群の保全と来訪者が快適に見学できる環境を維持するため、芝刈り、 

清掃、施設の見回り等を行った。 

[天竜区] 

〈天竜〉 

ヒラシロ遺跡（市指定史跡）公園内の植栽の剪定、草刈の他、休憩所の鍵の開け閉め、 

清掃など見学者に対応できるよう管理を行った。 
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〈春野〉 

旧王子製紙製品倉庫（県指定有形文化財）の管理を行った。また、市指定天然記念物「高 

瀬のニッケイ」周辺部について委託により草刈りを実施した。 

〈水窪〉 

高根城跡の管理を目的に、周辺の草刈りを実施した。 

（３）文化財保存事業費補助金 

平成 29 年度新規・臨時事業実績

① 有形文化財の保存修理に対する補助金

1国指定重要文化財「寶林寺仏殿」建造物保存修理事業[本庁]（＊国県随伴） 

補助金交付先：宗教法人 寶林寺 

2 県指定有形文化財「宝林寺山門」保存修理等事業[本庁]（＊県随伴） 

補助金交付先：宗教法人 宝林寺 

3 県指定有形文化財「木造達磨大師坐像・伝武帝倚像」美術工芸品保存修理等事業 

[本庁]（＊県随伴） 補助金交付先：宗教法人 宝林寺 

4 県指定有形文化財「木造阿弥陀如来坐像美術工芸品保存修理等事業」 [本庁]（＊市単

費補助） 補助金交付先：宗教法人 摩訶耶寺 

5 市指定有形文化財「瑞雲院鐘楼」建造物保存修理事業[天竜区] 

補助金交付先：宗教法人 瑞雲院 

② 記念物の保護に対する補助金 

1 市指定天然記念物「妙相寺のイヌマキ」保護事業（西区）

補助金交付先：宗教法人 妙相寺

2県指定天然記念物「法橋のマツ」保護事業（東区）（※県随伴） 

補助金交付先：宗教法人 妙恩寺 

3 県指定天然記念物「米沢諏訪神社のイチイガシ」保護事業（天竜区）（※県随伴） 

補助金交付先：宗教法人 諏訪神社 

4 県指定名勝「長楽寺庭園」保護事業（北区）（※県随伴） 

補助金交付先：宗教法人 長楽寺 

5 県指定史跡「光明山古墳」保護事業（天竜区）（※県随伴） 

補助金交付先：宗教法人 光明寺 

③ 指定文化財の管理事業に対する補助金

1 国指定重要文化財「宝林寺仏殿・方丈」指定文化財管理事業[本庁]（※県随伴）

補助金交付先：宗教法人 宝林寺 

2 国指定重要文化財「方広寺七尊菩薩堂」指定文化財管理事業[本庁]（※県随伴）

補助金交付先：宗教法人 方広寺 

3 県指定名勝「実相寺庭園」指定文化財管理事業[本庁]（※県随伴） 

補助金交付先：宗教法人 実相寺 

4 国指定重要文化財「浜名惣社神明宮本殿」指定文化財管理事業[北区] 

       補助金交付先：宗教法人 浜名惣社神明宮 

5 県指定史跡「陣座ヶ谷古墳」指定文化財管理事業[北区] 

       補助金交付先：陣座ヶ谷古墳管理者 

6 市指定史跡「伝橘逸勢墓」指定文化財管理事業[北区]

補助金交付先：本坂自治会 
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7 市指定史跡「伝井伊共保出生井」指定文化財管理事業[北区]

補助金交付先：宗教法人 龍潭寺 

④ 民俗文化財の保存伝承・活用に対する補助金

1 国指定重要無形民俗文化財「寺野のひよんどり」保存伝承・活用等事業[北区] 

          補助金交付先：寺野伝承保存会

2 国指定重要無形民俗文化財「川名のひよんどり」保存伝承・活用等事業[北区] 

          補助金交付先：川名ひよんどり保存会 

3 県指定無形民俗文化財「滝沢の放歌踊」保存伝承・活用等事業[北区] 

          補助金交付先：滝沢放歌踊り保存会

4 県指定無形民俗文化財「横尾歌舞伎」保存伝承・活用等事業[北区] 

          補助金交付先：横尾歌舞伎保存会 

5 市指定無形民俗文化財「妙功庵観音堂の百万遍念仏と念仏講」保存伝承・活用等事業[北区] 

          補助金交付先：妙功庵観音堂の百万遍念仏と念仏講保存会 

6 天竜地域無形民俗文化財後継者養成事業［天竜区］ 

          補助金交付先：清竜中学校郷土芸能伝承活動実行委員会 

7 国指定無形民俗文化財「西浦の田楽」保存伝承・活用等事業［天竜区］ 

          補助金交付先：西浦田楽保存会 

8 国指定無形民俗文化財「懐山のおくない」保存伝承・活用等事業［天竜区］ 

          補助金交付先：懐山おくない保存会 

9 県指定無形民俗文化財「川合花の舞」保存継承・活用等事業［天竜区］ 

          補助金交付先：川合花の舞保存会 

10 市指定無形民俗文化財「勝坂神楽」保存伝承・活用等事業［天竜区］ 

          補助金交付先：勝坂神楽保存会 

11 市指定無形民俗文化財「犬居つなん曳」保存伝承・活用等事業［天竜区］ 

          補助金交付先：犬居自治会龍勢社 

12 県選択無形民俗文化財「今田花の舞」保存伝承・活用等事業［天竜区］ 

          補助金交付先：今田花の舞保存会 

13 県指定無形民俗文化財「横尾歌舞伎」保存伝承・活用等事業［本庁］（※県随伴） 

          補助金交付先：横尾歌舞伎保存会 

14 県指定無形民俗文化財「川合花の舞」保存継承・活用等事業［本庁］ 

          補助金交付先：川合花の舞保存会 

４ 文化財施設公開事業  

（１）市指定有形文化財「舞坂宿脇本陣」維持管理事業［西区］ 

「舞坂宿脇本陣」展示施設の維持管理（警備、樹木管理、消防設備保守、施設管理等）を

行った。見学者数：7,142 人。 

また、過去に舞坂宿脇本陣が蟻害に遭っているため、専門業者に委託して防蟻業務を行っ

た（5年に 1回実施）。 

（２）重要文化財「中村家住宅」維持管理事業［西区］ 

「中村家住宅」展示施設の維持管理（警備、樹木管理、施設修繕、施設管理等）を行っ

た。見学者数：一般：637 人 高校生：2 人 団体 0 人 幼児小中学生等 835 人計 1,474

人。 
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また、平成 29 年度より、茅葺屋根の防菌・抗菌効果、防虫効果を高め、長寿命化を図る

ため、年 2回の燻蒸作業を専門業者に委託して行った。 

（３）重要文化財「鈴木家住宅」維持管理事業［北区］ 

重要文化財を虫害及びカビから守る為、年 4回の燻蒸作業を専門業者に委託し行った。

また文化財を火災等から守る為に、消防用設備保守点検を年 2回実施し防火予防に努めた。 

見学者数：418 人 

（４）賀茂真淵記念館維持管理事業［本庁］ 

郷土の生んだ国学者賀茂真淵の業績及び関係資料を収集・展示するため、施設の管理運

営を行う指定管理者として、（一社）浜松史蹟調査顕彰会を指定し、指定管理料を執行した。

入館者数：7,155 人 

（５）田代家住宅維持管理事業［天竜区］ 

    登録有形文化財「田代家住宅」の維持管理を行った。また、建築物設備設計業務の委託

を実施した。見学者数：2,001 人  

（６）内山真龍資料館維持管理事業[天竜区] 

    国学者内山真龍の業績を紹介するため特別展 1回、常設展 3回を開催したほか、施設の 

   維持管理（警備、樹木管理、施設管理等）を行った。入館者数：1,793 人 

５ 大規模災害時文化財復旧対策事業  

 将来予想される災害に際して文化財の被災の可能性や減災、救済の必要性を案内する講座の開

催や、中性紙封筒など文化財救済物品の備蓄等を行った。 

① 文化財防災ボランティア養成講座 

〈ボランティア養成講座全 3回〉 

＊修了者は静岡県文化財等救済支援員に登録することができる講座 

・「県文化財等救済支援員について」/「浜松の災害古記録」/「ボランティア活動レポート」

2月 17 日（土）（18人）[3 回とも引佐協働センター］ 

・「文化財梱包実習」2月 24 日（土）（19人） 

・「紙資料修理実習」/「市内の文化財保護の課題」3月 3日（土）（17 人） 

〈フィールドワーク（フォローアップ講座）〉 

・現地見学会「金指・実相寺」5月 14 日（土）（3人） 

       （金指の町なみ、実相寺） 

・現地見学会「津波と高潮跡を探る」6月 3日（土）（6人） 

       （熊野神社、高塚池跡、麦飯長者伝説、高塚遺跡、低地（池跡）ほか） 

② 講演会 

・防災講演会「天竜川の災害に学ぶ」（18 人）3月 10日（土）[引佐協働センター] 

③ その他防災関係事業（文化財防火デー訓練） 

重要文化財中村家住宅防火訓練１月 25日（木）[西区雄踏町] 

  大福寺（指定重文工芸品・金銅装笈、重文絵画・絹本著色普賢十羅刹女像、重文書跡・紙本

墨書瑠璃山年録残篇、県指定名勝・大福寺庭園）1月 22 日（月）[北区三ヶ日町] 
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  徳泉寺（市指定有形文化財木造十王坐像・木造葬頭河婆半跏像）1月 21 日（日） 

［浜北区堀谷]     ほか 

６ 文化財活用地域連携事業  

（１）指定天然記念物「アカウミガメ」保護事業［南区］ 

① アカウミガメ及びその卵の保護監視、生態調査 

指定区域内のアカウミガメ及びその産卵地の保護監視、生態及び産卵状況の調査等を行った。

地域区分 産卵巣数(巣） 保護卵数（個） 

文化財指定区域 62 7,239 

② 親と子のウミガメ教室 

ウミガメ産卵期間中に親子で実際のウミガメ保護活動を体験し、文化財や自然保護への理解

を深める教室（全 3回）を開催した。ウミガメ講座、海岸ウォッチング、早朝の産卵調査、子

ガメの放流会等を行った。 

（２）「遠州山辺の道」整備事業［浜北区］ 

文化財等の地域資源散策コース「遠州山辺の道」について、市民団体「遠州山辺の道の

会」との相互連携や業務委託などにより案内看板の設置や道の整備、ボランティアガイド

を行った。

（３）無形民俗文化財活性化事業［本庁］ 

浜松市内に伝承されている無形民俗文化財活性化のため、各団体の自主的な取組を支援

することにより、文化財を活かしたまちづくりや民俗芸能の確実な伝承と地域の活性化を

図った。

① 浜松市無形民俗文化財保護団体連絡会の運営（連絡会構成団体は次のとおり） 

・理事会 平成 29年 5月 16 日（火）会場：北区役所 

・総会  平成 29年 8月 20 日（日）会場：勝坂神楽伝承館 

     平成 30年 3月 25 日（日）会場：熊ふれあいセンター 

② 無形民俗文化財情報の発信 

・無形民俗文化財広報誌の企画・編集・配布

発行回数：年 2回（第 9号・第 10号） 

       発行部数：各 4,000 部 

浜松市無形民俗文化財保護団体連絡会参加団体 

№ 団体名称 文化財名称 所在地 指定区分

1 寺野伝承保存会 「遠江のひよんどりとおくな

い」のうち『寺野のひよんどり』

北区引佐町 国指定

2 川名ひよんどり保存会 「遠江のひよんどりとおくな

い」のうち『川名のひよんどり』

北区引佐町 国指定

開催日 大人 こども 合計（人） 

 7/15  118  106 224 

 7/22  116  109 225 

 8/20  110  110 220 

計  344  325 669 
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3 懐山おくない保存会 「遠江のひよんどりとおくな

い」のうち『懐山のおくない』

天竜区懐山 国指定

4 西浦田楽保存会 西浦の田楽 天竜区水窪町 国指定

5 遠州大念仏呉松組 呉松の大念仏 西区呉松町 県指定

6 滝沢放歌踊り保存会 滝沢の放歌踊 北区滝沢町 県指定

7 横尾歌舞伎保存会 横尾歌舞伎 北区引佐町 県指定

8 川合花の舞保存会 川合花の舞 天竜区佐久間町 県指定

9 西浦の念仏踊保存会 西浦の念仏踊 天竜区水窪町 県指定

10 遠州大念仏保存会 遠州大念仏 中区鹿谷町 市指定

11 妙功庵観音堂の百万遍念

仏と念仏講保存会

妙功庵観音堂の百万遍念仏と念

仏講

北区細江町 市指定

12 犬居自治会 犬居つなん曳 天竜区春野町 市指定

13 勝坂神楽保存会 勝坂神楽 天竜区春野町 市指定

14 滝沢おくない保存会 滝沢のシシウチ行事 北区滝沢町 国選択

15 今田花の舞保存会 今田花の舞 天竜区佐久間町 県選択

16 神沢おくない継承同好会 神沢のおくない 天竜区神沢 未指定

17 東久留女木地区 東久留女木のおくない 北区引佐町 未指定

18 雄踏歌舞伎保存会「万人講」 雄踏歌舞伎「万人講」 西区雄踏町 未指定

19 浦川歌舞伎保存会 浦川歌舞伎 天竜区佐久間町 未指定

20 有玉神社鏑流馬神事保存会 有玉神社鏑流馬神事 東区有玉南町 未指定

21 雄踏息神社田遊祭 田遊祭 西区雄踏町 未指定

＊No.1 ～No.3 は「遠江のひよんどりとおくない」として一括指定 

＊No.14、№16 ～No.17 は遠江のひよんどりとおくない伝承団体 

＊No.18 ～No.19 は農村歌舞伎・地芝居伝承団体 

＊No.20 ～No.21 は平成 29 年度より新規加入 

③ 民俗芸能大会等参加団体に対する支援（浜松市民俗芸能大会等出場激励金）［本庁］ 

1 遠州大念仏寺島組 

大会名等：第 55 回文化財指定庭園保護協議会（ホテル クラウンパレス浜松） 

2 川名ひよんどり保存会 

大会名等：市制記念式（アクト大ホール） 

3 寺野伝承保存会 

  大会名等：東栄フェスティバル 2017（愛知県東栄町） 

4 寺野伝承保存会 

  大会名等：ザ・山フェス（ソラモ） 

5 川合花の舞保存会 

大会名等：さくま伝統芸能フェスティバル（佐久間歴史と民話の郷会館） 

6 浦川歌舞伎保存会 

      大会名等：さくま伝統芸能フェスティバル（佐久間歴史と民話の郷会館） 

7 横尾歌舞伎保存会 

      大会名等：井の国直虎まつり（引佐総合体育館アリーナ） 

8 勝坂神楽保存会」 

      大会名等：ＨＧＵ三遠南信民俗芸能フェスティバル（浜松学院大学） 

9 川合花の舞保存会 

      大会名等：三遠南信自動車道（仮称）佐久間第 2トンネル貫通式（天竜区佐久間町） 
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10 勝坂神楽保存会 

      大会名等：次世代継承伝統民俗芸能公演（クリエート浜松） 

  ④ 第 24 回三遠南信ふるさと歌舞伎交流浜松大会の開催 

・日時：平成 30 年 1 月 28 日（日）午前 10時開演 

  ・場所：浜松市雄踏文化センター大ホール 

  ・出演団体：豊橋素人歌舞伎保存会、大鹿歌舞伎保存会、下條歌舞伎保存会、 

     湖西歌舞伎保存会、浦川歌舞伎保存会、雄踏歌舞伎保存会「万人講」

  ・入場者：約 600 人

（４）城跡整備活用事業［本庁］ 

「徳川・武田争奪の城」として全国的に知られる天竜川流域の戦国時代城郭群を歴史・

文化資源、観光資源として有効に活用するため、調査研究を進めるとともに、市民向けの

城跡関連のイベントを開催した。また、二俣城跡、鳥羽山城跡の国指定史跡に関わる事務

手続きを進めるとともに、光明山古墳の発掘調査など、二俣地区の歴史情報を広く収集し、

両城の保存活用計画策定の基礎作業を行った。 

＜歴史遺産発掘調査等＞ 

1 重要遺構発掘調査 

市内最大の前方後円墳である光明山古墳の発掘調査を進め、詳細な構造の探索を行った。 

2 国指定史跡意見具申書の作成と史跡指定 

二俣城跡及び鳥羽山城跡を国指定史跡にするよう、調査報告や図面、土地所有者の一覧、

地権者の同意書等をまとめた意見具申書を文部科学大臣に提出した。その内容は、国の文

化審議会において審議がなされ文部科学大臣に国史跡にするよう答申、平成３０年２月１

３日付けの官報告示をもって、国史跡に指定された。 

3 調査検討会の開催 

二俣城跡及び鳥羽山城跡の保存活用計画策定を円滑に進めるため、２月１３日に保存活

用計画策定事前検討会を開催し、事務局と参加者による討議を行った。外部参加者：北野

博司氏、山村亜希氏、山下治子氏、坪井俊三氏、静岡県教育委員会文化財保護課職員。 

4 城跡環境整備 

二俣城跡・鳥羽山城跡にかかわる草刈を実施したほか、光明山古墳にかかわる伐採、草

刈を実施した。 

７ 埋蔵文化財調査・活用事業  

（１）埋蔵文化財発掘調査事業 

① 埋蔵文化財にかかわる調整業務 

市内遺跡所在照会：5254 件（昨年比 98％）（中区：1598 件（97％）、東区：958 件（94％）、

西区：659 件（94％）、南区：674（98％）、北区：545 件（108％）、浜北区：666 件（103％）、

天竜区：154 件（139％） 

② 遺跡内における土木工事の事前届出、通知の処理 

法 93 条（民間開発）届出：169 件（88％） 

法 94 条（公共事業）通知：34件（97％） 
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③ 開発に伴う試掘確認調査、保存目的の確認調査 49 件 主要な調査は以下のとおり 

1 恒武西宮遺跡 19次（東区恒武町） 古墳時代前期の墓域 

2 陣座ヶ谷古墳群 1次（北区細江町中川） 弥生時代終末期の墳丘墓 

3 浜松城跡 23次（中区元城町） 安土桃山時代の石塁を検出 

4 日晩遺跡 11次（南区増楽町） 奈良～鎌倉時代の集落 

5 亀塚古墳 1次（西区呉松町） 古墳時代後期の前方後円墳 

（２）埋蔵文化財本発掘調査事業 

    開発に伴う事前の発掘調査 8件  主要な調査は以下のとおり 

1 梶子遺跡 19・20 次（中区南伊場町） 工場立替 奈良・平安時代の敷智郡家 

2 恒武西宮遺跡 18次（東区貴平町） 工場建設 古墳時代前期の集落 

3 篠原町仲村遺跡 5次（西区篠原町） 個人住宅建設 古墳～鎌倉時代の集落 

4 笠井若林遺跡 14次（東区笠井町） 集合住宅建設 奈良～鎌倉時代の集落 

5 万斛西遺跡 5次（東区中郡町） 公園整備 戦国～江戸時代の庄屋屋敷 

6 恒武西宮遺跡 21次（東区貴平町） 事務所建設 古墳時代の集落 

（３）遺跡出土品等情報公開・活用事業 

 ① 未整理遺跡出土品の再整理 

郷ヶ平 6号墳（北区都田町）から出土した埴輪の接合、実測作業を進めた。 

②亀塚古墳 測量調査 

  亀塚古墳（西区呉松町）の基準点測量を業務委託で実施し、測量調査を実施した。 

③展覧会「祈り～奥浜名湖の至宝～」展の開催 

奈良国立博物館が所蔵する瓦塔、銅鐸（いずれも北区三ヶ日町出土）を国立博物館の相互

貸借事業を活用して借用、併せて、北区の信仰関係の出土品を集め、企画展を実施した。 

会場：地域遺産センター 

期間：平成３０年１月２７日～３月２５日 

 ④講演会、ワークショップ 

 企画展の開催などにあわせて、外部講師を招聘し、講演会、ワークショップなどを開催し

た招聘した外部講師と内容は以下のとおり。 

本間岳人氏 見学会「へりさんぽ⑤ 井伊谷の石塔」6月 3日（土） 

鈴木一記氏（久留女木竜宮小僧の会）見学会「へりさんぽ⑥ 久留女木の棚田」7月 9日（日） 

福田和浩氏（しおんじ山古墳学習館）体験講座「古墳キーホルダーつくり」9月 24 日（日） 

下島綾美（お菓子作り考古学者）3体験講座「土器片クッキードッキーつくり」10月 1日（日） 

伊藤八右氏（渋川の歴史と文化を守る会）見学会「へりさんぽ⑩渋川を歩く」11月 23 日（木・祝） 

藤川明宏氏（福井市教育委員会）体験講座「三角縁神獣鏡チョコをつくろう」1月 28 日（日） 

永井邦仁氏（愛知県埋文センター）講座「古代東海地域における三ヶ日町宇志出土瓦塔」2月 3日（土） 

栗原雅也氏（浜松市博物館）講座「浜松市の銅鐸出土物語」2月 17 日（土） 

伊藤暢輔氏（三ヶ日製菓）体験講座「瓦塔ショコラをつくろう」2月 24 日（土） 

⑤ 見学会、展示会、講演会等 

1 見学会「湖北高校見学会①実相寺」4月 20 日（木）6人［実相寺］ 

2 見学会「湖北高校見学会②佐久城」4月 29 日（土）5人［佐久城ほか］  
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3 講座「五島協働センター講座」5月 12 日（金）［五島協働センター］ 

4 講座「宮口の遺跡群 発掘調査報告会」5月 13 日（土）［市民ﾐｭｰｼﾞｱﾑ浜北］ 

5 企画展「宮口の遺跡群 発掘調査速報展」5月 13 日～6月 25 日［市民ﾐｭｰｼﾞｱﾑ浜北］ 

6 見学会「ふじのくに子ども観光大使認定講座 甲冑体験」5月 20 日（土）80名［井伊谷城］ 

7 講座「曳馬郷土史研究会 井伊谷の歴史」6月 10 日（土）35 名［曳馬協働センター］ 

8 見学会「鈴木家屋敷見学会」6月 20 日（火）100 名［鈴木家屋敷］ 

9 企画展「梶子遺跡発掘調査速報展」7月 13 日～7月 31 日［地域遺産センター］ 

10 見学会「ちゃりさんぽ 奥山」7月 16 日（日）8名［軽便鉄道廃線跡・奥山］ 

11 講座「戦国の井伊谷と浜松の城」7月 22 日（土）40 名［鹿児島大学総合研究博物館］ 

12 見学会「宿蘆寺大澤家墓所をめぐる」8月 5日（土）30 名［宿蘆寺］ 

13 体験講座「土器片クッキードッキーつくり」10月 1 日（日）25 名［引佐協働センター］ 

14 講座「郷土の歴史講座（引佐町井伊谷）①」10 月 7日（火）10名［引佐協働センター］ 

15 講座「都田地区の歴史」10 月 21 日（土）22名［北区まちづくり協議会、都田図書館］ 

16 講座「郷土の歴史講座②」10月 24 日（火）10 名［引佐協働センター］ 

17 講座「郷土の歴史講座③」10月 31 日（火）10 名［引佐協働センター］ 

18 講座「ふじのくにの原像をさぐる 浜松城」11 月 5日（日）110 名［静岡県立美術館］ 

19 講座「二俣城跡の調査成果」12 月 14 日（木）22名［二俣協働センター］ 

20 体験講座「湖北高校連携授業 ドッキー」1月 18日（木）42 名［浜松湖北高校］ 

21 見学会「浜松城跡公開発掘①」1月 20 日（土）220 名［浜松城跡］ 

22 講座「企画展『祈り』ギャラリートーク」1月 27日（土）48 名［地域遺産センター］ 

23 見学会「浜松城跡公開発掘②」1月 27 日（土）280 名［浜松城跡］ 

24 見学会「浜松城跡公開発掘③」2月 4日（日）420名［浜松城跡］ 

25 見学会「浜松城跡現地説明会」2月 10 日（土）870 名［浜松城跡］ 

26 見学会恒「武西宮遺現地説明会」2月 25 日（日）80 名［恒武西宮遺跡］ 

27 講座「富塚協働センター講座」3月 12 日（月）40名［富塚協働センター］ 

（４）地域遺産センター維持管理事業 

市の文化財保護の拠点として積極的な調査・保存・活用事業を実施するため、地域遺産

センター等施設の維持管理と機能の拡充を行った。また、展示公開エリアを一般開放し、

文化財や地域の歴史・文化に関する普及啓発事業を実施した。 

平成 29 年度入館者数：78,971 人 

① 管理運営 

・業務委託による施設の受付案内、設備保守点検、清掃等や不具合箇所の修繕工事 

・美術館所蔵資料の収蔵庫への搬入・保管（主管：美術館） 

② 展示 

1 特別展「戦国の井伊谷」（～1月 14 日）  

大河ドラマ放送にあわせて井伊氏や井伊谷の歴史を紹介 

2 企画展「祈り～発掘された奥浜名湖の至宝～」（1月 27 日～3月 25 日） 

奈良国立博物館所蔵の荒神山２号銅鐸、宇志瓦塔等の奥浜名湖地域の考古資料を展示 

3ミニ展示「旧西楽寺の五輪塔」（6月 3日～7月 9日） 

4ミニ展示「梶子遺跡発掘調査速報展」（7月 13 日～31 日） 

5ミニ展示「国指定記念二俣城跡・鳥羽山城跡」（11 月 18 日～1月 14 日） 
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③ 講座 

1「井伊氏ゆかりの石塔」講師：本間岳人氏（6月 3日）60 人 

2「久留女木の棚田」講師：鈴木一記氏（7月 9日）100 人 

3「古代東海地域における三ヶ日町宇志瓦塔」講師：永井邦仁氏（2月 3日）53 人 

4「浜松市の銅鐸出土物語」講師：栗原雅也氏（2月 17 日）62 人 

④ 見学会（へりさんぽ～Heritage Walk～） 

1 井伊谷城跡でお花見（第 3回： 4月 2日）30人 

2 実相寺と金指のまちなみ（第 4回： 5月 14 日）36 人 

3 井伊氏ゆかりの石塔（第 5回：6月 3日）60人 

4 久留女木の棚田（第 6回：7月 9日）100 人 

5 夜の井伊谷城跡（第 7回：8月 26 日）10 人 

6 井伊氏ゆかりの渋川（第 10 回：11月 23 日）40 人 

7 馬場平古墳と周辺の歴史遺産（第 11回：3月 24 日）70 人 ※第 8・9回は悪天候等で中止 

⑤ 体験・イベント 

1 ゴールデンウィークのキッズイベント（5月 3～7日）延べ 835 人 

2 夏休みのキッズイベント（7月 22 日～8月 27日）延べ 2,097 人 

3 館内ナイトツアー（8月 6日）18 人  バックヤードツアーなど 

4「涼み処 井伊ノ屋」（8月 12 日）773 人  地元特産の冷茶や冷菓の提供など 

5 ワークショップ「前方後円墳キーホルダーをつくろう」（9月 24 日）40 人 

6 ワークショップ「三角縁神獣鏡チョコレートをつくろう」（1月 28 日）18 人 

7「銅鐸デー」（2月 17 日）148 人  銅鐸レプリカを鳴らす体験など 

8ワークショップ「瓦塔ショコラをつくろう」（2 月 24 日）20 人

⑥ 情報発信 

 ・ＳＮＳの活用  Facebook で館内の紹介やイベント情報、周辺文化財の紹介などを実施 

 ・刊行物 井伊氏に関する歴史や文化財のパンフレットを刊行 

・その他 各種会合への出席、集客施設への訪問、マスメディアへの出演等による周知活動 

⑦ 地域との連携 

 ・湖北高校生徒による地域遺産センターFacebook 記事の投稿 

 ・学校や各種地域団体による映像、写真、作品等の展示や活動スペースの提供 

 ・おもてなしやガイドを行うボランティアの受け入れ 

８ 民間助成事業等  

（１） 平成 29 年度文化芸術振興費補助金（文化遺産を活かした地域活性化事業） 

国（文化庁）から実行委員会への補助事業 

     補助事業者：浜松市中山間地域の文化遺産活用実行委員会 

     採 択 事 業：浜松市中山間地域の文化遺産活用推進事業 

     補 助 額：6,630 千円 

（２） 財団法人伊豆屋伝八文化振興財団 文化財修理保存等助成事業 

助成対象：修理・保存事業で公的補助を受けるもの 



Ｈ29年度事業実績 

1 県指定有形文化財「宝林寺山門建造物保存修理事業」 

＊県市費補助事業  交付先：宗教法人宝林寺（150 千円） 

2 市指定有形文化財「瑞雲院鐘楼建造物保存修理事業」 

＊市費補助事業  交付先：宗教法人瑞雲院（150 千円） 

（３） 公益信託チヨタ遠越準一文化振興基金 

補助事業者：三遠南信ふるさと歌舞伎交流浜松大会実行員会 

助成対象事業：第 24 回三遠南信ふるさと歌舞伎交流浜松大会 

   助  成  額：200 千円 

（４）公益財団法人文化財保護・芸術研究助成財団助成 

県指定有形文化財「宝林寺山門建造物保存修理事業」 

＊県市費補助事業  交付先：宗教法人宝林寺（500 千円） 


