
令和元年度 多言語解説整備事業 採択一覧（１次募集第2回）

1 岩手

「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

QR看板整備，ARコンテンツの作成
など

(史跡)橋野高炉跡，(登録
有形文化財)旧釜石鉱山
事務所，(国宝・重文)中
尊寺金色堂，(史跡名勝
天然記念物) 御所野遺
跡

2 宮城
国宝大崎八幡宮多言語情
報発信整備事業

大崎八幡宮 所有者
QR看板整備，ＶＲコンテンツの作
成，ウェブサイトの多言語改修など

(国宝)大崎八幡宮

3 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)一字蓮台法華経，
(重文)法用寺本堂内厨子
及び仏壇，木造金剛力士
立像等

4 茨城
公益財団法人徳川ミュージ
アム 文化財多言語解説
整備事業

公益財団法人徳川
ミュージアム

財団法
人

QRコードを利用した音声ガイド作成
など

(史跡・名勝)西山御殿，
（史跡)水戸徳川家墓所，
(重文)日本書紀神代巻
上下，ドチリーナ・キリシ
タン（吉利支丹版 西暦
一六〇〇年）等

5 栃木
２０１９年度 日光山輪王寺
文化財多言語解説整備事
業

日光山輪王寺 所有者
QR看板整備，多言語パンフレット制
作など

(史跡)日光山内，(重文)
木造千手観音立像〈／
（立木観音堂安置）〉，(名
勝)華厳瀑および中宮祠
湖（中禅寺湖）湖畔

6 栃木
日光二荒山神社 第二期
文化財多言語化整備事業

日光二荒山神社 所有者
QR看板整備，多言語パンフレット制
作など

(重文) 別宮瀧尾神社本
殿，別宮瀧尾神社唐門
（附 石玉垣）， 別宮瀧尾
神社拝殿，別宮瀧尾神社
楼門，別宮瀧尾神社 鳥
居（石造，社殿正面）等

7 東京
東京国立博物館 多言語化
総合鑑賞ガイダンスシステ
ム構築業務

東京国立博物館 管理者 ガイドアプリの作成など

(国宝)松林図屏風，檜図
屏風，紙本金地著色洛中
洛外図（舟木本），花下遊
楽図屏風，秋冬山水図，
扇面法華経冊子，鷹見泉
石像，平治物語絵巻 六
波羅行幸巻等

8 東京
ARによる江戸城天守再現
事業

特定非営利活動法
人江戸城天守を再
建する会

特定非
営利活
動法人

ＡＲコンテンツの作成，解説アプリの
作成など

(特別史跡)江戸城跡

9 東京

「国立天文台 東京・三鷹
キャンパスの明治～昭和
初期の天文台文化財」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

QR看板整備，VRコンテンツの作成
など

(重文)レプソルド子午儀，
(登録有形文化財)国立天
文台門衛所，レプソルド
子午儀室，ゴーチェ子午
環室，第一子午線標室，
第二子午線標室，太陽分
光写真儀室等

10 石川
卯辰山麓重要伝統的建造
物群保存地区文化財等標
示板多言語化事業

金沢市 自治体
QR看板整備，多言語ホームページ
の作成など

(重要伝統的建造物群保
存地区)卯辰山麓重要伝
統的建造物群保存地区

11 岐阜 高山陣屋跡ＨＰ構築事業 岐阜県 自治体
QRコードを利用した映像紹介，ウェ
ブサイト構築など

(史跡)高山陣屋跡
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12 岐阜
東氏館跡庭園ガイド ARア
プリコンテンツ整備事業

郡上市 自治体
QR看板整備，ARコンテンツ作成な
ど

(名勝)東氏館跡庭園

13 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 タブレット端末での多言語解説など

(国宝)本能寺切，(重文)
万暦五彩龍鳳花卉文大
瓶，花園天皇宸翰御消
息，梅樹雉雀文様銅鏡

14 大阪
特別史跡大坂城跡におけ
る史跡解説板多言語整備
事業

大阪城パークマネジ
メント株式会社

民間企
業

QR看板整備など (特別史跡)大坂城跡

15 兵庫 鉱石の道VR事業 株式会社ハコスコ
民間企
業

QR看板整備，VRコンテンツの作成
など

(登録有形文化財)旧吉川
家住宅主屋，
(重要文化的景観)生野鉱
山，
(重文)神子畑鋳鉄橋

16 奈良
奈良県内文化財多言語解
説整備事業

一般財団法人奈良
県ビジターズビュー
ロー

財団法
人

QR看板整備，VRコンテンツの作成
など

(国宝)中宮寺，薬師寺東
塔，唐招提寺金堂など

17 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看板整備，コンテンツ作成など (史跡)根来寺境内

18 島根

「日本の美」国宝松江城周
辺の魅力を多言語発信！
先進技術活用アプリ開発
事業

松江市 自治体
解説アプリの作成，VR/ARコンテン
ツの作成など

(国宝)松江城天守，(史
跡)松江城，小泉八雲旧
居

19 福岡

「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

QR看板整備，ＡＲコンテンツの作成
など

(重文)南河内橋，(名勝)
旧伊藤傳右エ門氏庭園，
(史跡)筑豊炭田遺跡群
三井田川鉱業所伊田坑
跡

20 福岡

世界遺産「神宿る島」宗
像・沖ノ島と関連遺産群を
中心とした多言語解説整
備事業

「神宿る島」宗像・沖
ノ島と関連遺産群保
存活用協議会

協議会
スマートフォン用アプリ作成，デジタ
ルサイネージの設置など

(史跡)宗像神社境内，津
屋崎古墳群，(重文)宗像
神社辺津宮本殿・拝殿，
(国宝) 福岡県宗像大社
沖津宮祭祀遺跡出土品

21 長崎
佐世保市文化財アプリ
ケーション整備事業

佐世保市 自治体
オメガコードを利用したアプリ作成な
ど

(重文)旧佐世保無線電信
所（針尾送信所）施設

22 大分
国東半島文化財WEBコン
テンツ整備事業

宇佐国東半島を巡
る会

協議会
QR看板整備，ウェブページの制作
など

(国宝)宇佐神宮本殿，(重
文)岩戸寺宝塔，泉福寺
仏殿 附 棟札一枚，(史
跡)安国寺集落遺跡，(選
択無形民俗文化財) 岩倉
社ケベス祭り等


