
令和2年度　文化財多言語解説整備事業　1次募集

1 北海道
重要文化財旧函館区公会
堂展示整備事業

函館市 自治体
ARコンテンツの作成、ＱＲコード付
き案内板作成

(重要文化財) 旧函館区
公会堂

2 福島
かざして社寺の魅力を多
言語で解説

社寺観光地域連携
協議会

協議会
RFIDタグ，QRコードを利用した解説
情報の整備など

(国宝) 木造薬師如来及両脇
待像
(日本遺産) 会津三十三観音
（第一番～二十番・三十一番
～三十三番札所・番外札所
二・三）
 (重要文化財)椿彫木彩漆笈
ほか

3 千葉
文化財多言語解説等整備
事業

市川市 自治体
QＲコードを利用したウェブサイトの
作成、紹介映像の作成

（重要文化財）法華経寺 祖師
堂
（重要文化財）法華経寺 五重
塔
（天然記念物）葛飾八幡宮千
本公孫樹
（史跡）堀之内遺跡

4 東京
日本庭園の四季を愉しむ
アプリ：
Wonder Garden 製作事業

conSept 合同会社
民間企
業

解説アプリの作成

（特別史跡・特別名勝） 小石
川後楽園
（特別史跡・特別名勝）　浜離
宮恩賜庭園
（特別名勝）六義園
（国指定名勝）旧芝浦宮恩賜
庭園

5 神奈川
鶴岡八幡宮文化財　多言
語解説整備事業

宗教法人　鶴岡八
幡宮

所有者
ＱＲコード付き案内板作成、ＡＲアプ
リ、ウェブサイトの製作

(国宝) 鶴岡八幡宮　太
刀 銘 正恒1口　ほか
(重要文化財)鶴岡八幡
宮 菩薩面1面ほか
（国史跡）鶴岡八幡宮 段
葛

6 富山
国史跡　高岡城跡多言語
解説リーフレット整備事業

高岡市日本遺産推
進協議会

協議会 ＱRコード付きリーフレットの作成 （史跡） 高岡城跡

7 富山
重要文化財　勝興寺多言
語音声ガイド整備事業

（公財）勝興寺文化
財保存・活用事業
団

財団法人
ＱＲコードを利用した音声ガイドの
作成

（重要文化財） 勝興寺

8 石川
寺町台重要伝統的建造物
群保存地区周辺文化財等
標示板多言語化事業

金沢市 自治体 ＱＲコード付き案内板作成

(重要伝統的建造物群保
存地区) 寺町台
(天然記念物) 松月寺の
サクラ
(有形文化財) 西検番事
務所

9 福井
重要文化財旧大和田銀行
本店本館多言語解説ホー
ムページ等整備事業

敦賀市 自治体
ウェブサイト構築、ＱＲコード付き案
内板の作成など

(重要文化財)  旧大和田
銀行本店本館

10 岐阜
外国人に向けた飛騨市文
化財バーチャルガイド展開
事業

飛騨市文化財多言
語ガイド協議会

協議会 ARコンテンツの作成

（重要民俗無形文化財）
古川祭の起し太鼓・屋台
行事
（登録有形文化財）八ツ
三館本館・大広間棟・土
蔵・旧河合療院ほか

11 三重
真宗高田派本山専修寺
多言語解説整備事業

宗教法人　専修寺 所有者
ＱＲコードを利用した映像紹介、ウェ
ブサイトの整備

(国宝) 御影堂・如来堂・
西方指南抄 親鸞筆 附
直門弟書写本・三帖和讃
親鸞筆
（重要文化財) 山門・唐
門・太鼓門ほか

12 滋賀
総本山園城寺文化財多言
語解説整備事業

宗教法人　園城寺 所有者
ＶＲコンテンツの作成、ＱＲコードを
利用した案内板、パンフレットの作
成など

（国宝） 園城寺 金堂・園城寺
新羅善神堂・園城寺勧学院客
殿 ・光浄院客殿
（重要文化財）園城寺大門・食
堂ほか
（名勝史跡) 善法院庭園・光浄
院庭園

主な対象文化財No.
都道
府県

事業の名称 申請者 種別 事業の内容
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13 滋賀

伝統と先進技術の融合
竹生島宝厳寺の文化財の
宝庫と美しい環境の超高
精細記録

宗教法人　宝厳寺 所有者
VRコンテンツの作成、QRコードを用
いた３Dマップ制作など

（国宝）宝厳寺唐門
（国指定名勝）竹生島
（重要文化財）観音堂・空
海請来目録・駿河倉印

14 滋賀
国宝彦根城　動画コンテン
ツを活用したアプリ制作事
業

一般社団法人　近
江ツーリズムボード

社団法
人

解説アプリの作成

（国宝）彦根城天守附櫓
および多聞櫓
（重要文化財）彦根城太
鼓門および続櫓ほか
（特別史跡）彦根城跡
（名勝）玄宮楽々園

15 京都
京町家（伝統的生活文化）
国際文化観光事業

株式会社　冨田屋 所有者
ＶＲコンテンツの作成、パンフレット
の作成など

（登録有形文化財) 富田
家 主屋・離れ・表蔵・中
蔵・賓蔵

16 京都
最先端表示システムによ
る文化財鑑賞

宗教法人　仁和寺 所有者 ＶＲコンテンツの作成など

(国宝) 仁和寺 阿弥陀如来像
(国宝) 仁和寺勢至菩薩立像
(国宝) 仁和寺観音菩薩立像
(重要文化財) 仁和寺 増長天
立像・多聞天立像ほか

17 京都
国宝　千手観音立像等
デジタルコンテンツ整備事
業

宗教法人　妙法院 所有者 デジタルコンテンツの多言語整備

(国宝)  妙法院 木造千手観音
立像
(国宝)  妙法院 木造千手観音
座像
(国宝)  妙法院 木造二十八部
衆立像
(国宝)  妙法院 木造風神・雷
神像

18 京都
法華宗大本山　本能寺
文化財多言語解説事業

宗教法人　本能寺 所有者 多言語解説アプリ作成

（国宝) 本能寺切
（重要文化財)梅樹雉雀
文様銅鏡ほか
（登録有形文化財）本能
寺本堂ほか

19 大阪
大阪府立近つ飛鳥博物館
等における多言語解説整
備事業

大阪府 自治体
ＱＲコードを用いた解説パネル・案
内板の作成など

(史跡) 百舌鳥古墳群
(史跡) 古市古墳群
(史跡) 一須賀古墳群
(史跡) 金山古墳

20 兵庫
姫路城多言語解説強化事
業

姫路市 自治体
ＱＲコードを用いたブックレット、解
説パネルの作成

（特別史跡世界遺産) 姫
路城跡
（国宝） 姫路城 大天守
（重要文化財) 姫路城 太
鼓櫓・化粧櫓ほか

21 兵庫 鉱石の道VR事業2 株式会社ハコスコ 民間企業 ＶＲコンテンツの作成

（日本遺産）神子畑選鉱
場
（日本遺産）ムーセ邸
（重要文化的景観）生野
クラブ

22 奈良
平城宮跡資料館　特別史
跡平城宮跡に関する多言
語解説情報発信強化事業

独立行政法人 国立
文化財機構　奈良
文化財研究所

行政法
人

ＡＲアプリ・解説アプリの作成など

(国宝）平城宮跡出土木
簡
（特別史跡）平城宮跡
（特別名勝）平城宮東院
庭園

23 奈良
「旧奈良監獄」等重要文化
財　多言語VRコンテンツ
制作事業

太陽企画株式会社 民間企業 ＶＲコンテンツの作成

（重要文化財）旧奈良監
獄
（重要文化財）仏教美術
資料研究センター
（重要文化財）奈良女子
大学記念館

24 和歌山
史跡根来寺境内文化財多
言語解説整備事業

和歌山県 自治体 ＱＲコードを用いた案内板整備 (史跡) 根来寺境内

25 島根
石見銀山多言語解説整備
事業

島根県大田市 自治体
ＱＲ看板整備、ＶＲコンテンツの作
成

(史跡) 石見銀山遺跡
(伝統的建造物群保存地
区) 大田市大森銀山
(伝統的建造物群保存地
区) 大田市温泉津
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26 岡山
旧大原家住宅多言語解説
コンテンツ整備事業

公益財団法人　有
隣会　語らい座大原
本邸

財団法
人

ＶＲコンテンツの作成

（重要文化財）旧大原家
住宅
（重要文化財）紙本淡彩
山雨染衣図浦上玉堂筆
（重要文化財）紙本墨画
鷹龍図青木木米筆

27 広島
呉市文化財多言語解説整
備事業

呉市 自治体
ＮＦＣタグを利用した解説情報の整
備、ＶＲコンテンツの作成

(伝統的建造物群保存地区)
呉市豊町御手洗
（重要文化財）旧呉鎮守府司
令長官官舎・本庄水源地堰堤
水道施設・旧澤原家住宅・桂
濱神社
(登録文化財）旧東郷住宅離
れ・旧高島砲台火薬庫

28 広島
特別名勝三段峡　インター
プリテーションコンテンツ整
備事業

安芸太田町 自治体 ＶＲコンテンツの作成 (特別名勝） 三段峡

29 山口
防府市文化財　東アジア
魅力発信等事業

「千年の都市・防
府」海外発信協議
会

協議会
ＱＲ看板整備、パンフレットの作成、
ＶＲコンテンツの作成など

（国宝）東大寺別院阿弥陀（鉄
砲塔など）
（重要文化財）紙本著色松崎
天神縁起・周防国分寺・旧毛
利氏本邸
（名勝）毛利氏庭園
（有形文化財）防府天満宮本
殿・幣殿・拝殿

30 香川
香川県　文化財を活用し
たインバウンド向け周遊サ
イト構築事業

公益社団法人　香
川県観光協会

社団法
人

ウェブサイトの構築、ＡＲ・ＶＲコンテ
ンツの作成

(国宝) 神谷神社
(重要文化財）普通寺・白
峯寺・金丸座
玉藻公園・丸亀城

31 福岡

八女市岩戸山歴史文化交
流館
多言語音声ガイド整備事
業

八女市 自治体 音声ガイドコンテンツの作成
（重要文化財）武装石人
（重要文化財）石人 他４
点（靭を追う石人 他4点）

32 熊本
史跡西南戦争遺跡解説ガ
イドシステム導入事業

玉東町 自治体
ＱＲコードを利用した音声ガイド作
成

(史跡)  西南戦争遺跡

33 大分
大分県広域多言語解説整
備事業

宇佐国東半島を巡
る会

協議会 ウェブマップの作成

（重要文化財) 大野老松天満
社旧本殿・草野家住宅
（史跡）廣瀬淡窓旧宅及び墓
（重要無形民俗文化財) 日田
祇園の曳山行事
（重要文化的景観）別府の湯
けむり・温泉地景観
（名勝）別府の地獄

34 鹿児島

「明治日本の産業革命遺
産」スマートフォンアプリを
活用した多言語案内整備
事業

一般財団法人産業
遺産国民会議

財団法
人

ガイドマップの作成

（重要文化財）旧集成館
機械工場
（重要文化財）旧鹿児島
紡績所技師館（異人館）
（史跡）寺山炭窯跡
（史跡）関吉の疎水溝


