令和2年度 文化財多言語解説整備事業 2次募集

No.

都道
府県

事業の名称

申請者

種別

事業の内容

主な対象文化財

(国宝) 大猷院霊廟 拝殿・相
の間・本殿
(重要文化財) 大猷院霊廟
三仏堂（本堂）・常行堂/法
華堂/渡廊・護法天堂・相輪
橖
(天然記念物）金剛桜

1

令和2年度日光山輪王寺
栃木 文化財多言語解説整備事 日光山輪王寺
業

2

QRコード付き案内看板・パンフレット (登録有形文化財) 旧埼玉
秩父地域の文化財を活用 一般社団法人埼玉
県繊維工業試験場秩父支
埼玉
社団法人 の作成、VRコンテンツ・映像コンテン 場・旧柿原商店・武甲酒造
した訪日誘客事業
県物産観光協会
ツの作成、ウェブサイトの整備
柳田総本店店舗・安田屋・

所有者

QRコード付き案内解説板、パンフ
レットの作成

小池煙草店

3

4

5

神奈川 運慶meets鎌倉BUSHIDO

京都

兵庫

鎌倉武士文化財活
協議会
用協議会

(重要文化財） 木造阿弥陀如
来及両脇侍像〈運慶作〉・木造
QRコード付き看板、パンフレット作 〈不動明王／毘沙門天〉立像
〈運慶作〉・木造地蔵菩薩立
成、ウェブサイト（AR機能搭載）作成 像・木造菩薩立像・木造三浦
義明坐像（御霊明神社安置）・
木造観音菩薩坐像
(国宝) 光明寺 二王門
(重要文化財) 光明寺 木造金
剛力士立像・安国寺 木造釈
迦如来及両脇侍坐像・安国寺
木造地蔵菩薩半跏像・正暦寺
絹本著色仏涅槃図

「綾部 森の寺」海外発信プ 「綾部 森の寺」海外 実行委
ロジェクト
発信実行委員会
員会

QRコード付き案内看板・ガイドブッ
ク・ポスターの作成、ウェブサイトの
整備など

芦屋市近代建築プロジェク
株式会社ハコスコ
ト

民間企
業

（重要文化財）旧山邑家
住宅
VRコンテンツの作成、QRコード付き
（登録有形文化財）旧芦
看板整備、チラシ作成など
屋市営宮塚町住宅・旧芦
屋郵便局電話事務室

西日本広域観光連
広域観光連携丹波篠山多
携文化財活用丹波 協議会
言語解説整備事業
篠山推進協議会

(重要文化財) 大国寺本堂・木
造大日如来坐像・木造阿弥陀
QRコード付き案内看板整備、パンフ 如来坐像・木造増長天立像・
木造持国天立像・木造薬師如
レットの作成、ウェブサイトの整備な 来坐像・木造多聞天立像・木
ど
造増長天立像・木造持国天立
像・木造多聞天立像・木造持
国天立像

6

兵庫

7

（重要文化財）堀家住宅
裏座敷
兵庫五国の近代化遺産VR
QRコード付き案内看板整備、パンフ
兵庫
電鉄商事株式会社 民間企業
(登録有形文化財) 旧上
化事業
レット作成、VRコンテンツの作成
久下村営上滝発電所・米
田家住宅客殿

8

9

10

鳥取

島根

西日本広域観光連
広域観光連携鳥取智頭町
携文化財活用鳥取 協議会
多言語解説整備事業
推進協議会

益田市文化財多言語解説 一般社団法人益田 社団法
整備事業
市観光協会
人

備前焼陶器窯跡及び真光
一般社団法人備前 社団法
岡山 寺多言語解説コンテンツ整
観光協会
人
備事業

(重要文化財) 石谷家住
宅
QRコード付き案内看板整備、パンフ
(登録有形文化財）智頭
レットの作成、ウェブサイトの整備な
消防団本町分団屯所
ど
(登録記念物）石谷氏庭
園

VRコンテンツの作成、ウェブサイト
の整備、QRコード付きシート・ポス
ターの作成など

(重要文化財) 萬福寺本堂 附
棟札七枚・絹本著色 二河白
道図・紙本著色 益田兼堯像
(登録有形文化財）医光寺中
門
(史跡及び名勝）萬福寺庭園・
医光寺庭園

QRコード付き案内看板整備、VRコ
ンテンツの作成

（重要文化財) 真光寺本
堂・真光寺三重塔
（史跡名勝天然記念物）
備前陶器窯跡 （伊部南
大窯跡・伊部西大窯跡・
伊部北大窯跡・医王山窯
跡）

11

岡山

吉備津神社多言語解説コ 宗教法人吉備津神
所有者
ンテンツ整備事業
社

(国宝) 吉備津神社本殿
及び拝殿
VRコンテンツの作成、デジタルサイ (重要文化財）吉備津神
ネージの整備など
社北随神門・吉備津神社
南随神門・吉備津神社御
釜殿・木造獅子狛犬

12

広島

西日本広域観光連
広域観光連携東広島多言
携文化財活用広島 協議会
語解説整備事業
推進協議会

(登録有形文化財）山陽鶴酒
造黒松1号蔵・賀茂鶴酒造本
QRコード付き案内看板整備、パンフ 社事務所・白牡丹酒造延宝蔵
南端棟・福美人酒造事務所・
レットの作成、ウェブサイトの整備な 賀茂泉酒造店舗兼主屋・旧広
ど
島県西条清酒醸造支場煙突・
亀齢酒造洋館・西條鶴醸造店
舗兼主屋

13

「明治日本の産業革命遺
産」スマートフォンアプリを 一般財団法人産業 財団法
福岡
活用した多言語案内整備 遺産国民会議
人
事業

(重要文化財）三井三池炭
鉱跡 万田坑・宮原抗跡 ・
三角旧港（三角西港）施設
埠頭
（史跡）三井三池炭鉱跡 専
用鉄道敷跡・旧長崎税関三
池税関支署

14

15

16

17

18

福岡

福岡

長崎

西日本広域観光連
広域観光連携福岡朝倉多
携文化財活用朝倉 協議会
言語解説整備事業
推進協議会

（重要文化財) 普門院本堂・木
造薬師如来坐像・円清寺 銅
QRコード付き案内看板整備、パンフ 鐘
（史跡名勝天然記念物) 史跡
レットの作成、ウェブサイトの整備な 平塚川添遺跡・史跡杷木神籠
ど
石
（重要伝統的建造物群保存地
区）城下町秋月

西日本広域観光連
広域観光連携福岡糸島多
携文化財活用糸島 協議会
言語解説整備事業
推進協議会

（重要文化財）木造千手観音
立像・木造清賀上人坐像・木
造阿弥陀如来坐像・木造仏坐
QRコード付き案内看板整備、パンフ 像
レットの作成、ウェブサイトの整備な （史跡) 釜塚古墳・一貴山銚子
塚古墳・新町史跡墓群・志登
ど
支石墓群・三雲/井原遺跡・雷
山神籠石
（天然記念物）芥屋の大門

西日本広域観光連
広域観光連携波佐見多言
携文化財活用長崎 協議会
語解説整備事業
推進協議会

（登録有形文化財） 旧波佐見
町立中央小学校講堂兼公会
QRコード付き案内看板整備、パンフ 堂・ 旧福幸製陶所絵書座・旧
レットの作成、ウェブサイトの整備な 福幸製陶所細工場・旧福幸製
陶所事務所
ど
（史跡）肥前波佐見陶磁器窯
跡 畑ノ原窯跡

「人吉・球磨 風水・祈りの
熊本 浄化町」文化財多言語解
説整備事業

大分

AR機能を搭載したガイドマップ、案
内板の作成

人吉球磨観光地域
協議会
づくり協議会

西日本広域観光連
広域観光連携大分臼杵多
携文化財活用臼杵 協議会
言語解説整備事業
推進協議会

ウェブサイトの整備、QRコード付き
案内板の作成、VRコンテンツの作
成など

（国宝） 青井阿蘇神社本殿・
青井阿蘇神社廊・青井阿蘇神
社幣殿・青井阿蘇神社拝殿・
青井阿蘇神社楼門
（重要文化財）木造阿弥陀如
来坐像・老神神社 本殿・老神
神社 拝殿及び神供所・十島
菅原神社本殿・十島菅原神社
拝殿・山田大王神社本殿・山
田大王神社拝殿及び神供所・
木造二天王立像／木造毘沙
門天立像・青蓮寺阿弥陀堂・
明導寺九重石塔（城泉寺九重
石塔）・明導寺七重石塔（城泉
寺七重石塔）・生善院観音堂
（史跡名勝天然記念物）人吉
城址

（登録有形文化財）小手
川家住宅・山海荘主屋・
QRコード付き案内看板整備、パンフ 野上弥生子成城の家・可
レットの作成、ウェブサイトの整備な 兒醤油店舗兼主屋・旧稲
ど
葉家別邸御居間
(史跡）下藤キリシタン墓
地

