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第１章 文化財年報 

 

１ 国・県・市指定等文化財 

（１）登録件数 

 

建

造

物 

美術工芸品 

芸

能 

工

芸 

民俗文

化財 
史

跡 

名

勝 

天然記念物 

合計 
絵

画 

彫

刻 

工

芸

品 

書

跡 

考

古 

歴

史 

有

形 

無

形 

動

物 

植

物 

地

鉱

物 

国 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 ８ 

県 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 ９ 

市 3 31 4 2 10 2 8 0 0 3 2 ８ 0 0 6 0 79 

合計 3 32 5 2 10 3 9 0 0 3 2 15 0 0 11 1 96 

                                （R3.3.31現在） 

 

（２）文化財の指定と解除 

・令和２年２月７日 市指定→県指定 

伊良湖東大寺瓦窯跡出土品 遺物 455 点、１件（考古） 

  

（３）指定文化財の現状変更等 

国 ０  県 ２  市 ０ 

種別 文化財名 内容 申請者 申請日 許可日 備考（期間） 

県 伊川津のシデコブシ 自然環境調査 水資源機構 前年度 

R2.2.17 

前年度 

R2.3.3 

継続 

県 黒河湿地植物群落 大雨による表

土流出の修繕

工事 

田原市 R3.1.6 R3.1.20  
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２ 文化財課所管施設等 

（１）展示施設    

名称 利用実績等 

吉胡貝塚史跡公園 

吉胡町矢崎 42-4 

℡22-8060 

利用者数 7,273 人（入館者 3,495 人、体験のべ参加者 3,778 人）

11/18 縄文まつり 295 人 

田原市博物館 

田原町巴江 11-1 

℡22-1720 

入館者数 6,099 人 

8/8～9/27 企画展 1,320 人 

10/3～11/29 企画展 1,632 人 

文化財収蔵庫 

（二の丸櫓・崋山文庫等） 

田原町巴江 12-4 

－ 

 

田原市民俗資料館 

田原町殿町 33 

【令和 3 年度より休館】 

入館者数   160 人 

 

田原市渥美郷土資料館 

古田町岡ノ越 6-4 

℡33-1127 

入館者数 6,427 人（入口センサーによる自動カウント数） 

2/2～3/14 企画展 1,538 人 

 

田原市皿焼古窯館 

（渥美運動公園内） 

小塩津町後山 30-9 

入館者数    62 人 

 

ふるさと教育センター  

埋蔵文化財展示室 

野田町籠田 3 

【令和 2年 7 月１日開館】 

入館者数    63 人（団体 １組） 
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（２）公有財産（土地・建物） 

（単位：㎡） 

名称 
土地 

（地籍） 

建物 

（延面

積） 

備考 

崋山会館 

田原町巴江 12-1 

3388.05 2296.86  

（仮称）セメント窯跡用地 

御殿山 150 

874.29 0.00 

 

 

惣門跡広場 

田原町殿町 50-8 

154.05 0.00 ※管理：維持管理課 

池ノ原幽居（公園）（崋山

幽居邸宅＆池ノ原公園） 

田原町中小路 20-1 

4928.91 140.62  

吉胡貝塚史跡公園 

吉胡町矢崎 42-4 

℡22-8060 

18,727.90 540.55 【平成 19 年 11 月開館】 

建築面積 453.72 ㎡、延床面積 470.05 ㎡ 

展示室 160.62 ㎡、体験学習室 67.45 ㎡ 

黒河湿地植物群落地 

（黒河湿地用地） 

大久保町黒河 49-1 ほか 

6,973.00 0.00  

杜国公園 

保美町下地 20-2 

99.00 0.00  

田原市博物館 

田原町巴江 11-1 

℡22-1720 

18,701.81 2,264.36 【平成 5年 4 月開館】 

建築面積 1,909.69 ㎡、延床面積 2,032.52 ㎡ 

展示部門 807.84 ㎡、収蔵部門 482.88 ㎡ 

文化財収蔵庫 

（二の丸櫓・崋山文庫等） 

田原町巴江 12-4 

0.00 245.13 二の丸櫓 

延床面積 135.540 ㎡、展示部門 135.540 ㎡ 

崋山文庫  

延床面積 89.100 ㎡ 

土蔵  

延床面積 20.49 ㎡ 

田原市民俗資料館 

田原町殿町 33 

1,008.00 608.58 【昭和 54 年 2 月開館、令和 3年 4 月休館】 

建築面積 302.111 ㎡、延床面積 608.577 ㎡ 

展示部門 389.207 ㎡、収蔵部門 24.843 ㎡ 

田原市池ノ原会館 

田原町中小路 17 

0.00 281.94 【平成 12 年 9 月開館】 

延床面積 273.94 ㎡ 



 

4 
 

田原市渥美郷土資料館 

古田町岡ノ越 6-4 

℡33-1127 

0.00 1891,73 【昭和 59 年 4 月開館】 

建築面積 708.10 ㎡、延床面積 1,267.44 ㎡ 

展示部門 520.39 ㎡、収蔵部門 149.38 ㎡ 

百々陶器窯跡 

六連町一本木 11-4 

1,916.00 0.00  

田原市皿焼古窯館 

（渥美運動公園内） 

小塩津町後山 30-90 

0.00 180.00 【平成 7年 4 月開館】 

建築面積 180.00 ㎡、延床面積 180.00 ㎡ 

皿焼 12 号窯(市指定史跡)復元展示 

保美貝塚 

保美町平城 24-2 ほか 

1,863.61 0.00  

伊良湖東大寺瓦窯跡   ※管理のみ 

 

江比間句碑公園   ※管理のみ 

 

新美古墳   ※管理のみ 

 

籠池古墳覆屋  木造波板

張 

※管理のみ 

 

（公有財産台帳より抜粋） 

 

 

（３）借地 

名 称 期間 

黒河湿地植物群落駐車場 

【令和 3年 3 月返却】 

年間 

藤七原湿地植物群落及び

駐車場 

年間 

崋山会館駐車場 年間 
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３ 文化財の保護 

（１） 文化財管理 

① 通年の管理 

種別 名 称 期間 

県 黒河湿地植物群落 

 

 

 

年間 

9 月、11 月、3

月 

国 百々陶器窯跡 年間 

市 藤七原湿地植物群

落 

 

 

年間 

11 月、3 月 

県 ハマボウの野生地 年間 

－ 江比間句碑公園 年間 

市 池ノ原幽居跡 年間 

市 保美貝塚 6 月、11 月 

国 椛のシデコブシ 2 月 

県 伊川津のシデコブ

シ 

2 月 

市 セメント徳利窯 年間 

国 伊良湖東大寺瓦窯

跡 

7 月、12 月 

－ 杜国公園 9 月 

 

② 随時の管理・修繕 

種別 名 称 期間 内容 

県 黒河湿地植物群落 令和 3年 2月 大雨による表土流出の修繕工事、

現状変更 

－ 田原城跡 令和 2年 6月 空堀の樹木伐採 

紫陽花植樹 

－ 杜国公園 令和 2年 9月 掲示板修繕 

市 皿焼古窯館 

（皿焼 12 号窯） 

令和 2年 10 月 

令和 3年 3月 

屋根修繕 

屋根修繕 
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③ 看板管理 

種別 名 称 区分 内容 

国 伊良湖東大寺瓦窯

跡 

修正 写真修正（県指定による） 

県 黒河湿地植物群落 修正 駐車場返却に伴う看板付

け替え及び修正 

市 籠池古墳 修理 古看板撤去、張替 

国 椛のシデコブシ自

生地 

新規 看板作成 

－ 田原城跡 修理 張替 

 

（３）文化継承の推進 

①田原市文化財保護事業費補助金 

該当事業なし 

 

②文化財防火デー 

 第 55 回文化財防火デー 1 月 26 日（火）実施 

内容 田原市博物館 消防本部立ち入り検査 

    インスタグラムでの防火デー啓発 

 

 

（４）計画策定 

 ①田原市文化財保存活用計画 

  （策  定）令和３年３月  

（計画期間）令和３～７年度 

  （内  容）田原市総合教育大綱・田原市教育振興基本計画の改定に伴い、文化財

保存活用地域計画の前段階として、文化財の保存・活用の重点目標と

取組を田原市文化財保存活用計画として策定。  

 ②史跡百々陶器窯跡、大アラコ古窯跡、伊良湖東大寺瓦窯跡保存活用計画 

（策  定）令和４年３月（予定）、令和３年３月中間報告書作成 

（計画期間）令和４～１３年度 

（内  容）文化財保存活用個別計画の策定。国指定史跡（百々陶器窯跡・大アラ   

コ古窯跡・伊良湖東大寺瓦窯跡）について保存・活用などの基本方針

を定め、保存・活用を図る。 
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４ 埋蔵文化財の調査 

（１）事務処理件数 

 92 条 

(公共以外

の調査) 

93 条 

(民間発掘

届) 

94 条 

(公共発掘

通知) 

99 条 

（調査） 

96 条 

(遺跡発見

届) 

97 条 

(遺跡発見

通知) 

新規遺跡 

Ｈ２７ ０ ２１ １４ ７ ０ ０ 11 

Ｈ２８ ０ ２６ ８ ５ ０ ０ ２ 

Ｈ２９ ０ １２ ３ ０ ０ ０ ０ 

Ｈ３０ ０ ２２ １ ３ ０ ０ ０ 

Ｒ１ ０ １８ ６ ３ ０ ０ ０ 

Ｒ２ ０ ２１ １０ １ ０ ０ ０ 

 

（２）発掘調査（確認・試掘調査）  

遺跡名 目的 開発事業 期間 面積 遺構・遺物 備考 

伊川津貝

塚 

確認調査   ― 2.17 ～

3.16 

45.5 

㎡ 

縄文土器・石器・

骨角器 

 

 

（３）国庫補助事業（国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金） 

 補助事業名 市内遺跡 

① 貝塚群（伊川津貝塚）の現場・整理       

 

（４）調査成果の概要 

①立会調査の概要  

遺 跡 名 事業内容 立会期間 結 果 

籠田遺跡 個人住宅 5.27 遺構・遺物なし 

畠貝塚 宅地造成 6.2～7.28 遺構・遺物なし 

取手遺跡 個人住宅 6.2 中世陶器 

赤西古窯群 水道 下水道 2021.1.15～ 

1.26 

遺構・遺物なし 

佐藤遺跡 農業関連 9.1～10.20 土師器・中世陶器 

折立貝塚 個人住宅 12.01 遺構・遺物なし 

 

②発掘調査 

  ア 伊川津貝塚  

保存目的として 2021 年 2 月 17 日から 3月 16 日にかけて確認調査（45.5 ㎡）を実 

施。遺構としては縄文時代の貝層を確認、遺物は縄文土器、石器、骨角器、獣骨等 
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が出土。   

 

（６）整理作業 資料の点数（コンテナ数） 

 ①再整理 

  ・大アラコ古窯跡出土遺物整理 100 箱（中世陶器実測、台帳整理） 

  ・伊川津貝塚出土遺物整理   100 箱（土器・石器・骨角貝器計測、分類、 

台帳整理） 

 ②新規（発掘出土品） 

  ・伊川津貝塚       14 箱 

 

（７）総数 

 ①ふるさと教育センター 約 4500 箱 

 ②渥美郷土資料館    約 1500 箱 

 ③田原市博物館        50 箱 

 

（８）遺跡の新規記載 

0 件 

 

 

５ 吉胡貝塚史跡公園の運営 

（１）利用実績 

 開館日数 275 日 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、国の緊急事態宣言に伴う休館（4/11～5/18） 

利用者数 7,273 人（入館者 3,495 人、体験のべ参加者 3,778 人） 

 

①入館者推移 

 R02 R01 H30 H29 H28 H27 H26 

入館者数 3,495 5,825 5,860 6,263 5,870 5,672 4,974 

体験のべ人数 3,778 5,869 7,154 7,523 7,370 7,454 6,315 

計 7,273 11,694 13,014 13,786 13,240 13,126 11,289 

 

① 無料開放 

  ・縄文まつり 11 月 8 日      295 人 

・ほの国こどもパスポート（小・中）308 人 

  ・毎週土曜日（小・中・高）        165 人 

※毎週土曜日（小・中・高）  の無料開放は令和 2年度で終了 
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② 体験学習 

新型コロナ感染症対策として、体験学習室の定員を 36 人から 18 人に制限して実施。 

・通年講座  

まが玉、貝のアクセサリー、火おこし等。草すべりを追加。 

・企画講座  

月日 講座名 人数 

4 竹のこいのぼり 中止 

7 アンギンコースター 中止 

7 まが玉づくり（色染） 中止 

8.1～8.16 夏の特別体験 

フォトフレームづくり、プラスチックアクセサリーづくり、 

弓矢づくり 

51 

8.6 （講師依頼）大塚製薬 G 

健康講座＆まが玉づくり 

19 

8.12 宇宙パラシュートチャレンジ 13 

10.4 土器づくり 13 

11.8 第６回縄文まつり 

スタンプラリー、貝層洗い（埋蔵文化財調査事業連

携）、焼き芋・ 

土器づくり・草滑り・まが玉づくり・どんぐり工作 

295 

11.22 （講師依頼）藤井 定 つるかご 19 

11.23～

12.27 

つるリース 65 

2.2～2.28 貝のおひなさま 177 
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③ 学校等団体利用実績（教育目的） 

・新型コロナ感染症のため、ほとんどがキャンセルとなる。 

   ・11 団体 392 人（事前打ち合わせ含む） 

月 学校等団体名・内容 人数 

6 六連小 6 年(ガイド・粘土) 9 

10 

童浦小 2 年 

新城西東郷小 5年（ガイド・貝ｱｸｾ・弓矢） 

童浦小 2 年 

童浦小 2 年（どんぐり拾い） 

童浦小くすのき学級 

豊川小坂井東小 5年（ガイド・火おこし） 

豊橋嵩山小 6 年（ガイド・粘土） 

12 

45 

13 

74 

17 

96 

27 

11 
衣笠児童クラブ（ガイド・弓矢・草すべり・貝ｱｸｾ） 

田原中部児童クラブ（弓矢・草すべり・貝ｱｸｾ） 

39 

34 

3 野田児童クラブ（まが玉） 12 

 

④ 普及事業 

・通年 ほの国こどもパスポート対象 （東三河広域連合） 

・4 月～吉胡貝塚資料館体験セットの臨時販売開始（道の駅田原めっくんはうす） 

・6 月 花き業者支援 花き展示（田原市農政課） 

・8 月～大塚製薬デコレーション自販機導入（災害対策用自動販売機） 

・8 月 LOVE あいちキャンペーン参加 （㈱田原観光情報サービスセンター）（9 名） 

・10 月 講師派遣（田原中学校文化祭 出張まが玉体験）（21 名） 

・11 月～ GoTo 伊良湖参加 （㈱田原観光情報サービスセンター） 

・12 月～ 観光体験博覧会 たはら巡り～な参加 （商工観光課） 

・3 月～ 自転車で GO！参加 （道の駅田原めっくんはうす） 
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第２章 博物館年報 

 

１ 開館実績・展覧会一覧表 

（１） 田原市博物館 

入館者数 6,099 人 開館日数 261 日  

     新型コロナウイルス感染症の流行により、国の緊急事態宣言に伴う休館(4.11～5.18) 

 

 ① 入館者数推移 

 R02 R01 H30 H29 H28 H27 H26 

入館者数 6,099 20,277 12,697 12,308 12,996 16,624 13,979 

 

    ② 無料開放 

    崋山祭 10 月 11 日（日）       148 人 

    毎週土曜日（小・中・高）        33 人 

    ほの国こどもパスポート（小・中）    65 人 

    ※展示替初日の無料開放は令和元年度で終了 

    ※企画展期間中の小・中・高無料は令和 2 年度で終了 

 

③ 展覧会一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 展覧会名　 会期　　　　　　　　　　入場者数(人) 観覧料

1 　平常展「田原の民俗　～田原で作られたもの、使われたもの～」 一般　３１０円

　同時開催「崋山の人物画と関東文人画の花鳥」 小・中　１５０円

2 　平常展「田原の歴史　田原城・田原城主のあゆみ」 一般　３１０円

　　 　同時開催　「崋山と弟子たち　福田半香と平井顕斎」 小・中　１５０円

3 　企画展「学芸員が選ぶ 田原市博物館の名品」 一般　４００円

　　 　同時開催「崋椿系の系譜　野口幽谷　椿二山　松林桂月」 小・中　無料

4 　企画展「ふるさとの歴史」 一般　４００円

　　 　同時開催「重要文化財　渡辺崋山関係資料」 小・中　無料

5 　平常展「渥美半島と文学　児童文学作家　山田もと」 一般　３１０円

　　 　同時開催「高林コレクションに見る文人画　関東と関西と」 小・中　１５０円

6 　平常展「ひな人形と初凧展」 一般　３１０円

　　 　同時開催「崋椿系の系譜　椿椿山　渡辺小華」 小・中　１５０円

計 4,894

※新型コロナウイルス感染症予防対策のため、4.11（土）より休館（全展示室）、5.19（火）～5.31（日）までは、
常設展示室・特別展示室のみ一部制限付きで開館

2.11～３.３１
　　　（～4.11）

1,057
（1,272）

10.3～11.29 1,632

8.8～9.27 1,320

6.2～8.2 1,041

（3.28～）
　4.1～5.31

※

（224）
148

12.5～2.7 901
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（２）田原市渥美郷土資料館 

入館者数 6,427 人（入口センサーによる自動カウント数） 開館日数 275 日  

新型コロナウイルス感染症の流行により、国の緊急事態宣言に伴う休館(4.11～5.18) 

 

①展覧会一覧表 

 

 

２ 展示の記録 

（１）田原市博物館 

◆エントランスホール 

   ・崋山立志像 昭和３年（１８２８） 高柳守次作 

   ・映像ビデオ「渡辺崋山の生涯」 

     ９０インチ大型スクリーン 放映時間１０分 

   ・渡辺崋山年表（パネル） 

・崋山没後の渡辺家（パネル） 

・田原藩御用船順応丸（１／１２模型） 畠保製作 

   ・渥美線旧神戸駅周辺ジオラマ（ ～令和２年９月２７日） 

 

◆常設展示室 

   ◎テーマ１ 崋山の生い立ち 

            崋山生誕の地（パネル） 

            崋山略系図（パネル） 

            崋山愛用の花瓶 

            尋常小学終身書 三 明治３２年（１８９９） 

            尋常小学終身書 複式編成学校第三四学年児童用  

昭和８年（１９３３） 

            エピソードパネル 立志・板橋の別れ 

  ◎テーマ２ 藩士としての崋山 

   重要文化財  渡辺崋山筆助郷書類（複製） 天保９年（１８３８） 

   重要文化財  報民倉 重要文化財  報民倉（自筆扁額）  

天保６年（１８３５） 

            報民倉の鍵 

            報民倉の棟札 天保６年（１８３５） 

            報民倉建設の褒賞賜盃 

            報民倉献米受領書 天保６年（１８３５） 

№ 展覧会名　　　　　 会期　　　　　　　　　　入場者数(人)　　　　　　観覧料

1 企画展　「第35回ひな祭り展」 2.2～3.14 1,538 無料

計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,538
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            褒状文書（複製） 天保９年（１８３８）原資料 巴江神社蔵 

   ◎テーマ３ 学者としての崋山 

            学者の師友（パネル） 

            渡辺登進書趣意書 

   市指定文化財 渡辺崋山旧蔵書籍 

文選 渡辺崋山旧蔵書籍１０９（4月1日（火）～令和2年3月31日（火）） 

佐藤一斎筆「自題小照」（4月1日（火）～令和2年3月31日（火）） 

   ◎テーマ４ 画家としての崋山 

   重要文化財  一掃百態図（複製） 

            崋山愛用の絵皿 

            画家の師友・門人（パネル） 

崋山の絵画技法（パネル） 

            渡辺崋山印譜 

   ◎テーマ５ 外国事情の研究 

            蘭学研究の友人（パネル） 

            赤羽根遠見番所の図〈参海雑志より〉（パネル） 

            三宅友信蘭書目録（複製） 原資料 巴江神社蔵 

            市指定文化財 三宅友信所蔵蘭書 

            市指定文化財 伝鈴木春山自筆蘭書（パネル） 

            江川坦庵製作の大砲模型（複製） 原資料 江川文庫蔵 

            田原藩使用の砲弾鋳型と弾丸 

            田原藩使用の測量器具 

            エピソードパネル 江戸湾測量 

   ◎テーマ６ 蛮社の獄 

            渡辺崋山著慎機論（パネル） 原資料 国立国会図書館蔵 

            高野長英著戊戌夢物語（パネル）  

原資料 国立国会図書館憲政資料室寄託 

   重要文化財  渡辺崋山筆自筆獄廷素描及び記録（複製・パネル） 

            エピソードパネル 崋山を救済した人々 

   ◎テーマ７ 崋山の最後 

            池ノ原幽居生活（パネル） 

   重要文化財  渡辺崋山筆自筆遺書（渡辺立宛）（複製） 

   重要文化財  自決脇差（東播士祐国作）（パネル） 

   重要文化財  渡辺崋山筆自筆墓表（複製） 

   重要文化財  渡辺崋山筆自筆遺書（椿椿山宛）（複製） 

 

◆研修室 

   ・渥美線三河田原駅・旧神戸駅周辺ジオラマ（令和2年12月5日～ ） 
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◆廊下 

   渡辺崋山関係図書ほか 

 

◆二ノ丸櫓 

・吉胡貝塚出土品 

・渥美古窯 記号入山茶碗 陶片 

・山崎遺跡 

・副葬された須惠器 

・田原藩士使用具足 

・空中写真 

・貝塚断面 

 

（２） 田原市渥美郷土資料館 

◆エントランスホール 

  ◎寄贈絵画展示 

    展示なし 

 

◆常設展示室 

  ◎埋蔵文化財室 

   縄文時代の保美貝塚、伊川津遺跡（貝塚）から出土した考古資料をはじめ、弥生、古墳 

時代の各種資料や奈良東大寺の鎌倉再建時の瓦などに代表される渥美古窯製品を展示 

   ・伊川津貝塚、保美貝塚出土品、伊川津貝塚貝層断面、叉状研歯のある頭骨（レプリ 

カ）、有髯土偶（レプリカ）、椛の銅鐸、藤原古墳出土品（金銅装大刀、耳環、須恵器な

ど）、製塩土器、渥美古窯製品（山茶碗、小皿、陶錘、陶製五輪塔、宝塔、東大寺瓦な

ど） 

 

  ◎郷土文化財室 

   江戸時代から明治・大正・昭和、そして現在にいたるまでのまちの歴史をテーマとして、

古文書や村絵図など、さまざまな資料を展示 

   ・大垣新田藩関係資料（裃ほか）、村絵図、糟谷磯丸関係資料、永久丸関係資料（「漂民 

聞書」写真パネルほか）、戦争関係資料（日清・日露・太平洋戦争含む）、宮川春汀関係

資料、柳田國男ハガキ、国民歌謡「椰子の実」楽譜、明治から昭和初期の教科書、鈴木翠

軒関係資料、渥美町誕生（合併申請書、町章応募ハガキほか）、戦後のまちの発展を示す

写真パネルなど 

 

  ◎民俗文化財室（令和２年度より閉室） 

   大正から昭和初期までの“くらし”に焦点をあて、農具・漁具・生活用具を展示 

   ・コメ作りの道具（牛耕用の鍬、牛の鞍、田舟、足踏水車、足踏脱穀機、唐箕ほか）、渥



 

15 
 

美地域を代表する民家の復元（台所用具、ダイガラ、箱膳、箪笥、行灯、ランプほか）、

船上道具、櫓、イカリ、魚網、魚桝、マンガ、ワカメかき、海苔生産用具など 

 

  ◎企画展示室 

   企画展開催。また、貸しギャラリーとしても利用 

 

◆貸しギャラリー 

  ・令和２年8月9日(日)～8月14日(金)（コロナウイルス感染拡大防止のためキャンセル） 

   第32回福江高校ＯＢ美術展 

  ・令和２年11月3日(火・祝)～11月8日(日) 

   第19回渥美なのはな絵画クラブ 水彩画展 

 

（３） 田原市ふるさと教育センター 

 ◆埋蔵文化財展示室 

渥美半島の旧石器時代から中世（鎌倉時代）までの遺跡から出土したもの（土器、陶器、石器、

骨角器、木製品など）を展示 

  ・長代遺跡出土品（石器）、籠田遺跡出土品（石器）、保美貝塚出土品（土器、石器、骨角器）、 

柳原遺跡出土品（弥生土器）、向山古墳群出土品（須恵器）、山崎遺跡（木製品）、一膳松遺跡 

（製塩土器）、八幡上貝塚（製塩土器）、鴫森古窯跡（中世陶器）、神ノ釜古窯跡（中世陶器） 

など 

 

３ 館外貸出 

（１）東京都江戸東京博物館・山口県立美術館・あべのハルカス美術館 

「奇才―江戸絵画の冒険者たち―」 

令和2年 4月28日（火）～ 6月21日（日）東京都江戸東京博物館 

令和2年 7月 7日（火）～ 8月30日（日）山口県立美術館 

令和2年 9月12日（土）～11月 8日（日）あべのハルカス美術館 

谷文晁筆「李白観瀑図」１幅 

 

（２）田原市立赤羽根中学校 

令和2年6月11日（木）～6月19日（金） 

木製火鉢１台 火熨斗１個 

 

（３）田原市文化会館（地域福祉課）「戦争パネル展」 

令和2年8月4日（火）～9月1日（火） 

渥美半島の戦争遺跡パネル ２５枚 

    ※戦没者追悼式は中止 
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（４）豊橋市文化財センター企画展「歴史を守れ！丸地古城の挑戦」 

令和2年8月12日（水）～11月20日（金） 

久永春男著『三河の貝塚』              １点 

瓜郷遺跡調査会著『瓜郷遺跡の話』          １点 

『安由美』第１巻第１号               １点 

『三河史談』１・２                 １点 

『三河史談』第２号                 １点 

津森堂『実測図』                  １点 

瓜郷遺跡調査会『瓜郷遺跡展覧会 遺跡・遺物の解説』 １点 

瓜郷遺跡出土骨角器（線刻画入）拓本         １点 

後藤守一著『私たちの考古学 古墳時代編』      １点 

後藤守一著『日本考古学 第二版           １点 

富岡謙蔵著『古鏡の研究』              １点 

後藤守一より小野田勝一あて手紙（大塚代筆）     １点 

丸地幸之助より小野田勝一あてハガキ         ３点 

渥美半島遺跡分布図（コピー）            一括 

郷土研究家名簿                   １点 

 

（５）あつぎ市郷土博物館 特別展「優しい旅人・渡辺崋山」展 

令和2年9月7日（月）～令和2年12月25日（金）  

渡辺崋山筆「骸骨之図」天保３（１８３２）年 １幅 

渡辺崋山筆「三亀之図」天保３（１８３２）年 １幅  計２幅 

【複製品作成】 

重要文化財 渡辺崋山筆「千山万水図」天保１２（１８４１）年 １幅 

重要文化財 椿椿山筆「渡辺崋山像」嘉永６（１８５３）年   １幅  計２幅 

 

（６）朝日町歴史博物館 企画展「近代を生きた土佐派絵師 栗田真秀」展 

令和3年1月16日（土）～2月14日（日） 

田能村竹田筆「松山瀑布図」江戸後期 １幅 

 

（７）みよし市立歴史民俗資料館 冬季企画展「第３９回ひな人形展」 

令和3年1月30日（土）～3月14日（日） 

「天神飾り」１点 

 

（８）田原まつり会館 常設展 

令和2年4月1日（水）～令和3年3月31日（水） 

「初凧（熊金）」１点 

 



 

17 
 

（９）やしの実博物館 常設展 

令和2年4月1日（水）～令和2年6月19日（金） 

伊川津８号人骨一式・縄文土器（深鉢型）１点・合口土器棺２点・弥生土器１点・敲石 

１点・凹石１点・石鏃７点・尖頭器（刺突具）３点・骨針２点・石冠１点・根ばさみ２ 

点・垂飾２点・牙錐（骨錐）２点・骨鏃２点・貝輪（イタボガキ）１点・貝輪（アカニ 

シ）１点・石錘３点・石斧２点・石棒１点・磨製石斧１点・遠賀川式土器１点・提瓶１ 

点・小壷１点・山茶碗３点・小皿５点・陶錘３点・軒丸瓦片１点（市指定文化財）・軒 

平瓦片２点（市指定文化財）・平瓦片１点（市指定文化財）・丸瓦（「東」刻印）１点 

（市指定文化財）・製塩土器（レプリカ）２点・製塩土器脚部１２点・高坏（土師器） 

１点・壷（土師器）１点・坏身（土師器）２点・鍬１点・箱板１点・下駄１点・中甕１ 

点・万字小壷１点・万字壷１点、小形片口鉢１点 

 

 

（10）国立歴史民俗博物館 常設展 

令和2年4月1日（水）～令和3年3月31日（水） 

伊川津遺跡出土品 カモ５点・シカ５点・イノシシ５点・アナグマ２点・サル３点・タ 

ヌキ２点・イルカ１点・クジラ１点・イヌ３点・ウミガメ２点・ウナギ３点・イワシ３ 

点・マダイ３点・クロダイ３点・スズキ３点・エイ３点・フグ２点・ヘダイ２点・ミル 

クイ１点・ウチムラサキガイ１点・イボニシ１点・イタボガキ１点・アサリ１点・マガ 

キ１点・スガイ１点・アカニシ１点・ダンベイキサゴ１点・ハマグリ２点 

 

４ ＰＲ展示 

（１）田原市役所庁舎展示 

        令和 2年 4月 1 日（水）～令和 3年 3 月 31 日（水） 

◆南庁舎１階：仲谷孝夫画「赤い服」・仲谷孝夫画「ひまわり」・ 

渡会伊良子画「白樺林」・大谷伸爾画「普賢菩薩」 

     ◆南庁舎 4 階：大岡澄雄画「潮騒の島遠望」 

    令和 2年 4月 1 日（水）～令和 2年 8 月 18 日（金） 

◆南庁舎 4階（副市長室）：杉浦正美画「渥美の菜畑」 

    令和 2年 8月 18 日（金）～令和 3年 3 月 31 日（水） 

◆南庁舎 4階（副市長室）：道家珍彦画「シルクロード・キャラバン」 

 

（２）サンテパルクたはら展示 

令和2年4月1日（月）～令和2年9月25日（金） 

◆サラダ館：渥美線三河田原駅ジオラマ 

 

（３）田原文化会館展示 

令和 2年 3月 26 日（木）～令和 2年 5月 24 日（日） 
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    ◆展示ケース：土人形「福禄寿」ほか４点 

    令和 2年 5月 24 日（日）～令和 2年 8 月 25 日（火） 

    ◆展示ケース：元様式の染付花瓶（写真）、廃藩前の二の丸櫓（写真複製）、田原城修理 

絵図（複製）、田原城曲輪の配置図 

令和 2年 8月 25 日（火）～令和 2年 10 月 22 日（木） 

◆展示ケース：渡辺崋山「参海雑志（パネル）」、村上範致ほか「漂民聞書（パネル）」、 

「初めて撮影されたと思われる田原のまちなか航空写真」、「ざれ歌の椀  

刻字・刻文椀（パネル）」、東洌斎写楽筆「四世岩井半四郎の乳人重の井 

（複製）」、渡辺崋山筆「一掃百態図（パネル）」、戦争関係資料 2 点 

令和 2年 10 月 22 日（木）～令和 2年 3月 8 日（金） 

◆展示ケース：シェルマよしご 11 月 8 日縄文まつり PR 展示 縄文まつり（パネル）、 

体験学習成果品等 

戦争関係資料３点、小型壺２点、洗濯だらい、洗濯板、古写真１枚 

令和 3年 1月 8日(金)～令和 3年 5 月 11 日（火） 

◆展示ケース：博物館平常展「渥美半島と文学 児童文学作家 山田もと」PR 展示 

大草小学校校歌原稿、校歌用紙、山田もと（パネル）等 

 

（４）ふるさと教育センター展示 

令和 2年 3月 26 日（木）～令和 2年 5月 20 日（水） 

◆玄関ロビー：ケース入り五月人形「初陣」 

令和 2年 5月 20 日（水）～令和 2年 10 月 22 日（木） 

    ◆玄関ロビー：大岡澄雄「池畔」 

令和 2年 10 月 22 日（木）～令和３年 2月１６日（火） 

    ◆玄関ロビー：大岡澄雄「池畔錦秋」 

令和 3年 2月 16 日（火）～令和３年４月１１日（日） 

    ◆玄関ロビー：ケース入り天神飾り、ケース入り親王飾り 

 

５ 事業実績 

（１）普及事業 

①田原市博物館 

・通年 ほの国こどもパスポート対象 （東三河広域連合） 

・通年 崋山会報編集協力（第 44 号、第 45 号） （崋山会） 

・通年 歴史ウォーキングトレイル整備協力 （街づくり推進課） 

・5 月 田原市博物館（文化財課）インスタグラム開設（3 月末現在 フォロワー530 人） 

・6 月 花き業者支援 花き展示 （農政課） 

・7 月 田原城御城印 販売開始（3 月末現在 約 1,500 枚販売） 

・8 月 デコレーション自動販売機設置（大塚製薬 災害対策用自動販売機）（防災対策課） 



 

19 
 

・10 月 サイクルラック寄贈受入 （田原ロータリークラブ） 

・11 月 7 日 JR 東海さわやかウォーキング（限定御城印販売 209 枚） （JR 東海、豊橋鉄道） 

・12 月 田原市博物館研修室開放 

・12 月 27 日 田原城跡「竹あかり」設置 （巴江町内会、田原中部景観まちづくり検討会、 

～１月 17 日                   まちなか賑わいづくり実行委員会） 

・１月 （中止）JR 東海さわやかウォーキング （JR 東海、豊橋鉄道） 

・１月 JAF 豊川・田原ドライブスタンプラリー （JAF） 

・2 月 スポッとはなまる（田原地域みっちゃく生活情報誌）関東特集掲載 

・3 月 自転車で GO！ （道の駅たはらめっくんはうす） 
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第３章 調査・研究・収集活動 

 

１ 調査 

（１） 考古（貝塚群、渥美窯等） 

（２） 歴史（田原藩日記、畠村萬附留日記等） 

（３） 民俗（地域の伝承・資料等） 

（４） 美術（崋椿系絵画、現代美術等） 

（５） 自然（植物、地質、動物等） 

 

２ 研究 

（１） 研究 

・研究紀要第 10 号の発行 

（２） 連携 

・札幌医科大学 「保美貝塚」の調査に伴い、専門である人類学・貝塚の墓制の共同研究を行う。 

・綜合研究大学院大学（国立歴史民俗博物館） 

          「保美貝塚」の調査に伴い、専門である考古学・貝塚の墓制の共同研究を行う。 

・東京大学  「保美貝塚」の調査に伴い、専門である考古学・貝塚の墓制の共同研究を行う。 

・聖マリアンナ医科大学 

          「保美貝塚」の調査に伴い、専門である考古学・貝塚の墓制の共同研究を行う。 

・名古屋大学 「保美貝塚」の調査に伴い、専門である考古学・貝塚の墓制の共同研究を行う。 

・愛媛大学  「伊川津貝塚」の調査に伴い、動物遺体の共同研究を行う。 

・愛知学院大学 各史跡の本質的価値を確認し、史跡を適正に保存・活用していくため計画書を 

策定する。 

（３） 招へい 

・本年度なし 

 

３ 収集 

 

 

 

 

 

 

№ 資料名 作・編者等 形態 数量

1 花鳥図 小田莆川 幅 1

2 七夕漢詩 伊藤鳳山 幅 2

3 御江戸図 － １枚物 1

4 寄亀祝 芝山持豊 枚 1

5 甲種尋常　　　　　　　　　第１学年～第6学年 鈴木翠軒 冊 11

(1)購入
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№ 資料名 作・編者等 形態 数量

1 原稿「ある憲兵の手記」 杉浦明平 件 1

2 軸「柳の歌　吹くままの…」 糟谷磯丸 幅 1

3 スペインミハス村〔リトグラフィ〕 森　緑翠 額 1

4 順応丸造船場内「定書高札」 － 点 1

5 山水図 山本栞谷 幅 1

6 西三河アララギ通信　134号 西三河アララギ会 部 1

7 西三河アララギ通信　136号 西三河アララギ会 部 1

8 西三河アララギ通信　155号 西三河アララギ会 部 1

9 西三河アララギ通信　161号 西三河アララギ会 部 1

10 扇面 渡辺崋山 額 1

11 扇面 立原杏所 額 1

12 扇面 永村茜山 額 1

19    戦争写真等資料 － 式 1

20 千歯こき － 点 1

21 稲刈り機 － 点 1

22 豊橋鉄道バス臨時往復切符　福江⇔おんぞ 豊橋鉄道 枚 1

23 日章旗 － 旗 1

24 戦争関係資料（軍服、鉄帽、軍隊手帳、入営命令書、従軍証明書、戦時学徒必携） － 式 1

25 段飾りひな人形他１点 式 2

26 うちわ 点 30

(2)寄贈
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第４章 普及事業 

 

１ 講座 

 

 

 

（１）埋蔵文化財調査事業

日時 タイトル 講師 人数 備考

1 2月14日（日） 「発掘調査報告　伊川津貝塚、神ノ窯古窯」 学芸員　清水　俊輝 3 （博物館講座）

（２）文化財保護事業

日時 タイトル 講師 人数 備考

1 － 令和２年度ジオツアー（仮） － 中止

（３）博物館運営事業

日時 タイトル 講師 人数 備考

1 ５月５日（祝） 田原市博物館「鎧を着てみよう」 － 中止 イベント

2 ７月21日（土） 企画展「学芸員が選ぶ　田原市博物館の名品」

学芸員　天野　敏規
　〃　　　木村　洋介
 〃　　　清水　俊輝
〃　　　鈴木まりな

3 展示解説

3 11月21日（土） 企画展「ふるさとの歴史」 学芸員　木村　洋介 5 展示解説

4 12月20日（日）
田原市図書館・田原市博物館・大草校区連携事業
山田もと生誕１００年記念事業
「もとばあちゃんが残した　田原の民話」記念行事

内浦　有美
成章高校演劇部
大草小学校　等

80 連携事業

5
２月２日（火）

～３月１４日（日）
渥美郷土資料館「第35回ひな祭り展　ワークショッ
プ」

－ 64 ワークショップ

6 中止
渥美郷土資料館「第35回ひな祭り展イベント  着物
を着ておひなさま気分になろう」

－ 中止 イベント

7 2月14日（日） 「発掘調査報告　伊川津貝塚、神ノ窯古窯」 学芸員　清水　俊輝 3 博物館講座

8 2月21日（日） 「渥美半島と船・そして鉄道」 学芸員　木村　洋介 11 博物館講座

9 2月28日（日） 「渡辺崋山が描く肖像画」 学芸員　鈴木まりな 10 博物館講座

（４）関連講座｢渡辺崋山を知るために｣　毎月１１日

日時 タイトル 講師 人数 備考

1 4月11日（土） 渡辺崋山の言葉4 鈴木　利昌 延期

2 5月11日（月） 渡辺崋山、孔子像　胎内銘を読む1 加藤　克己 延期

3 6月11日（木） 渡辺崋山、孔子像　胎内銘を読む1 加藤　克己 17

4 7月11日（土） 渡辺崋山、孔子像　胎内銘を読む2 加藤　克己 12

5 8月11日（火） 渡辺崋山の言葉4 鈴木　利昌 15

6 9月11日（金） 幸福論からみる渡辺崋山 大崎　　　洋 19

7 10月11日（火） 崋山大祭　講演会 伊藤　紫織 中止

8 11月11日（水） 崋山伝記の根底テキスト『全楽堂記伝』4 別所　興一 13

9 12月11日（金） 崋山伝記の根底テキスト『全楽堂記伝』5 別所　興一 14

10 １月11日（月・祝） 崋山伝記の根底テキスト『全楽堂記伝』6 別所　興一 12

11 2月11日（木・祝） 渡辺崋山の言葉５ 鈴木　利昌 17

12 3月11日（木） 渡辺崋山の西洋事情1 石川　洋一 13

（５）関連講座「田原藩日記を読む」毎月第一月曜

日時 タイトル 講師 人数 備考

1 ６月４日（土）

2 ７月４日（土）

3 ９月５日（土）

4 １０月３日（土）

5 １１月７日（土）

6 １２月５日（土）

安政4年御玄関置帳
各回

10～12

山田　哲夫
小林　一弘
葉山　茂生
前田　和弘
渡邊　充子
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２ 講師派遣 
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３ 受入 

（１）実習受入 

①博物館実習 於田原市博物館、吉胡貝塚資料館 

  令和２年度 愛知学院大学１名 

  期間 令和２年９月４日（金）～９月９日（水） 

 

②インターンシップ 於田原市博物館 

令和２年度 愛知学院大学１名 

期間 令和２年 11 月 6 日（金）※スポーツ課が担当 

 

③中学校職場体験 

  なし 

 

４ 刊行物 

（１）展示案内カレンダー 

①令和 2 年度後期（6～3 月）  20,000 枚  

②令和 3 年度                 20,000 枚  

（２）田原市博物館企画展「ふるさとの歴史展」 

パンフレット 3,000部  

（３）「田原市博物館研究紀要第10号・たはらの文化第44号」 

A4版 600冊（販売物）   

（４）「田原藩日記第１３巻」  

A4版 印刷用データ作成  

（５）「田原の文化財ガイドⅥ 渡辺崋山」 

A4版 3,000冊（販売物） 

（６）「渥美半島の戦争遺跡リーフレット」 

    Y100×T210mm 10,000部 

（７）「田原城跡リーフレット」 

    Y100×T210mm 10,000部 

（８） 田原城御城印 

                       5,000部  

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

５ 広報たはら連載「歴史探訪」 

vol タイトル 執筆担当 

207 「明かりの歴史」 学芸員 天野 敏規 

208 「田原城築城と戦国戸田氏」 学芸員 清水 俊輝 

209 「渥美半島でもサトウキビを栽培してたのを

ご存じですか？」 

学芸員 木村 洋介 

210 「ぽっくり地蔵」 学芸員 鈴木まりな 

211 「疫病退散 糟谷磯丸のまじない歌」 学芸員 天野 敏規 

212 「児童文学作家 山田もと」 学芸員 天野 敏規 

213 「渥美半島と銅鐸」 学芸員 清水 俊輝 

214 「お札が空から降りてきた」 学芸員 鈴木まりな 

215 「豊橋と田原を結ぶ天津縄手 冬の寒さと闇

のこわさと」 

学芸員 木村 洋介 

 

６ インターネット 

（１） 田原市博物館ホームページ 

・展示会案内 ・博物館案内 ・収蔵品紹介 ・ミュージアムショップ 等 

（２） シェルマよしごホームページ 

・施設案内  ・お知らせ 等 

【令和３年度より（３）田原市ホームページに統合】 

（３） 田原市ホームページ 

・施設案内 ・発刊物紹介 ・シデコブシ開花状況 等 

（４） 田原市博物館（文化財課）インスタグラム 

・田原市博物館情報（企画展・収蔵品・御城印、城跡の自然 等） 

・シェルマよしご情報（イベント 等） 

・文化財情報（シデコブシ、埋蔵文化財発掘調査 等） 

【令和２年５月開設】 

 

７ 取材対応 
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新聞・雑誌
日時 タイトル 掲載先

1 7月8日
田原城と城主の歩みを紹介
市博物館で展覧会　リーフレットも配布

東愛知新聞

2 7月8日 田原城の御城印販売　市博物館 中日新聞

3 7月17日
時代ごとに歴史を知る　渥美半島の出土品など展示
ふるさと教育センターに文化財展示室開設

東日新聞

4 7月29日 登城記念証に 東日新聞
5 8月7日 田原に災害時対応型自販機　吉胡貝塚資料館と市博物館 中日新聞

6 8月8日
大塚製薬との協定で初の連携事業　災害時対応の自動販売機設置
「シェルマよしご」などへ田原市

東愛知新聞

7 8月8日
災害時無料自動販売機を設置
シェルマよしごなどに田原市　親子連れら取り出し手順など見学

東日新聞

8 8月11日 学芸員おすすめ宝物を見よう　田原市博物館の収蔵品約１００件を展示 東日新聞
9 8月12日 学芸員こだわりの品ずらり 中日新聞

10 8月23日
学芸員が選ぶ名品展
旧石器時代から現代まで　田原市博物館

東愛知新聞

11 8月26日 田原城跡の石垣除草　水堀に舟浮かべ　薬使わず手作業で 東愛知新聞
12 9月1日 謎の金属塊 中日新聞

13 9月15日
「黒河湿地」で保全作業　秋の行楽前に田原市民ら
貴重な植物群を守る

東愛知新聞

14 9月17日 シラタマホシクサの花見ごろ　田原・黒河湿地 中日新聞

15 9月10日
崋山の作品貸し出し　神奈川あつぎ郷土博物館の特別展へ
縁ある収蔵品２点　田原市博物館

東愛知新聞

16 10月1日 縄文から現代ふるさと歴史展　３日から田原市博物館 東愛知新聞
17 10月8日 渥美半島の２万年　田原市博物館　ふるさとの歴史　生活や文化資料 東愛知新聞
18 10月14日 崋山の遺品など特別展　田原市博物館　珍しい資料も多数 東愛知新聞
19 10月16日 ハマセンダン樹勢に衰え　田原の堀切小跡　市天然記念物　年老いて処置も慎重 東愛知新聞

20 10月31日
JRウォーキング大会に合わせ　田原城の御城印販売
市博物館が７日に限定５００枚

東愛知新聞

21 11月17日
民話や伝承の魅力を知って　講演会や朗読、展示など盛りだくさん
渥美半島の児童文学作家第一人者・山田もとさん　生誕１００年記念事業が来月ス
タート

東日新聞

22 11月17日
山田もと生誕記念事業多彩に　企画展を開催し魅力を紹介
田原市図書館、市博物館、大草校区と連携

東日新聞

23 12月3日
温かい心情「海辺の歌人」紹介　新城で26日まで「糟谷磯丸と鳳来寺展」
直筆の掛け軸や短冊、田原市博物館所蔵の年表など

東日新聞

24 12月6日
懐かしい「もとばあちゃん」地元出身児童文学作家
山田もと生誕100年記念展　田原市博物館

東愛知新聞

25 12月7日
貴重な自筆原稿など初公開　田原市博物館で平常展「児童文学作家　山田もと」
民話や伝記朗読録音テープも

東日新聞

26 12月10日
縄文人、東アジアの最古級人類？
愛知・伊川津人骨　南側ルート通り早々分岐し日本へ

朝日新聞

27 12月20日 みかわの名建築⑪田原市民俗資料館（田原市田原町） 中日新聞
28 12月21日 「恋路ケ浜」名前の由来は？ロマン期待するが・・・ 中日新聞
29 12月29日 参拝客を癒す竹灯篭　田原城跡・巴江神社の通路 東愛知新聞

30 12月29日
やさしい光でもてなし　来月１月３日まで　田原城に竹あかり
来訪者の足もと照らし幻想的に

東日新聞

31 12月29日 各地で迎春準備　田原城跡に竹灯篭　幻想的な景色演出 中日新聞

32 1月1日
温故知新「Withコロナ」保美貝塚に手がかり
不透明な時代にこそ古代ロマンを学ぶ　渥美半島縄文時代の様子再現

東日新聞

33 1月26日 江戸の文人画　企画展　田原市博物館　関東、関西に分け紹介 中日新聞

34 2月1日 スポッとはなまる２月号（田原地域みっちゃく生活情報誌）巻頭特集掲載 スポッとはなまる

35 2月2日
田原市博物館で山田もと生誕１００年記念事業の平常展でもとさんからのはがきを
紹介

東日新聞

36 2月5日 ひな飾り比べて楽しんで　田原　郷土資料館と博物館で展示 中日新聞
37 2月13日 願い込めたひな人形と初凧　時代で変わるはやりや姿　田原市博物館にずらり 東愛知新聞

38 2月25日
崋山が描く肖像画学ぼう　28日に田原市博物館講座
ほかの絵師との違いや手法解説

東日新聞

39 2月27日 多彩な初凧やひな人形華やぐ会場　田原市博物館４月１１日までひな人形と初凧展 東日新聞

40 2月27日
平安貴族に愛された　渥美窯　風前の窯
70年代に復活　田原の陶友窯休止へ

中日新聞（夕刊、参考）

41 3月6日
伊川津貝塚　史跡して範囲外を調査　神明社境内や私有地など
全容解明に田原市

東愛知新聞

42 3月7日 みかわの名建築㉒崋山文庫（田原市田原町） 中日新聞
43 3月13日 シデコブシ咲きはじめる　田原　田原・藤七原 中日新聞
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第５章 組織・決算 

 

○田原市教育委員会事務局組織及び職員の設置等に関する規則 

(文化財係の事務分掌) 

第10条 文化財係は、次の事務を所掌する。 

(1) 文化継承に関すること。 

(2) 文化財の調査、保護及び保存に関すること。 

(3) 文化財の活用、教育及び普及に関すること。 

(4) 博物館及び文化財施設の管理運営に関すること。 

(5) 崋山会館及び池ノ原会館の管理運営に関すること。 

 

１ 組織 

（１）組織図 

教育部長（博物館館長）─ 

文化財課長（博物館副館長）─ 

文化財係長 ― 

 -－主 任（学芸員） 

├─主 任 

├─学芸員 

   ├─学芸員 

   ├─（埋蔵文化財整理事業）   会計年度任用職員（調査員） 

   ├─（    〃    ）   会計年度任用職員（整理作業員） 

   ├─（    〃    ）   会計年度任用職員（整理作業員） 

   ├─（    〃    ）   会計年度任用職員（整理作業員） 

   ├─（博物館運営事業）     会計年度任用職員（受付・窓口） 

   ├─（   〃   ）     会計年度任用職員（受付・窓口） 

   ├─（   〃   ）     会計年度任用職員（資料整理） 

   ├─（   〃   ）     会計年度任用職員（翻刻） 

   ├─（   〃   ）     会計年度任用職員（翻刻） 

   ├─（吉胡貝塚史跡公園運営事業）会計年度任用職員（受付・体験） 

   ├─（     〃      ）会計年度任用職員（受付・体験） 

   ├─（     〃      ）会計年度任用職員（受付・体験） 

   └─（     〃      ）会計年度任用職員（受付・体験） 
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（２）職員名簿 

 

     職   名           氏  名 

 

 館長 （教育部長 ・学芸員）      増山 禎之◆ 

 

 文化財課 

 副館長（文化財課長・学芸員）      天野 敏規◆ 

 

 文化財係 

 係 長                 森下 貞延 

 主 任（学芸員）            木村 洋介◆ 

 主 任                 髙橋映美子 

 学芸員                 清水 俊輝◆ 

 学芸員                 鈴木まりな◆ 

（埋蔵文化財調査事業） 

 会計年度任用職員            山本かな子◆ 

 会計年度任用職員            安井 俊則◆ 

 会計年度任用職員            阿部 千絵◆ 

 会計年度任用職員            渡邉 瑞穂 

（博物館運営事業） 

 会計年度任用職員            金田奈津子 

 会計年度任用職員            寺田 純子◆ 

 会計年度任用職員            谷  七星◆ 

会計年度任用職員（翻刻）        前田 和宏 

 会計年度任用職員（翻刻）        渡邊 充子 

（吉胡貝塚史跡公園運営事業） 

会計年度任用職員            野村 隆男 

会計年度任用職員            鈴木  到 

会計年度任用職員            永田 雄次 

会計年度任用職員            佐藤志津子 

◆学芸員資格保有者 
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（３）関連組織 

① 文化財保護審議会 

ア 委員名簿  ９名 

氏 名 分 野 任 期 

安井 俊則 埋蔵文化財 R02.10.01～R04.09.30 

林  哲志 地理学・地図学 R02.10.01～R04.09.30 

葉山 茂生 歴史、自然 R01.10.01～R03.09.30 

伊藤 博文 地理学 R01.10.01～R03.09.30 

渡辺 幸久 自  然 R01.10.01～R03.09.30 

石井志津子 歴 史 R01.04.01～R03.03.31 

八木 将勝 自  然 R01.04.01～R03.03.31 

加藤 克己 歴 史 R01.04.01～R03.03.31 

小林 一弘 地理学・歴史 R02.04.01～R04.03.31 

 

  イ 審議会の活動 

期日 会議名等/備考 内容 

７月 10 日 

 

第 1 回会議 

（新型コロナウイル

ス感染拡大により書

面による報告） 

（１） 令和元年度文化財事業報告及び令和２年度文化財事業予定につ

いて 

（２） 「田原藩日記第 13 巻」の作成について 

（３） 研究紀要について 

（４） 文化財案内看板について 

（５） その他（畠村萬附留日記） 

11 月 24 日 第 2回会議 

（欠）林委員 

（１） 令和３年度文化財主要事業予定について 

（２） 文化財案内看板について 

（３） 研究紀要について 

（４） 社会教育施設個別施設計画について 

（５） その他（ハマセンダン、高松貝化石層、伊川津のシデコブシ、渥

美窯、角上楼、田原藩日記、斎藤公男氏資料、企画展について） 

3 月 25 日 第 3回会議 

（欠）林委員 

八木委員 

 

（１） 令和２年度文化財事業の状況について 

（２） 令和３年度文化財主要事業について 

（３） 「社会教育施設個別施設計画」について 

（４） 「文化財保存活用計画」について 

（５） その他（椛のシデコブシ、伊川津貝塚、渥美窯、角上楼、伊川津

のシデコブシ、ハマセンダン） 

※会議室内に、太田洋愛の複製画を展示 

 

② 愛知県文化財保護指導委員 

  市町村の文化財保護を支援し、文化財の保存管理状況の巡視を行い、文化財保護思想の啓発を

図るために愛知県が設置。国・県指定文化財の巡視を行う。（毎月巡視し年 4 回報告） 

氏名 任 期 

渡辺 幸久 令和３年 4月 1日～令和５年３月 31 日 

林  哲志 令和３年 4月 1日～令和５年３月 31 日 
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③ 田原市博物館協議会委員会 

 

  氏  名      選出分野   備  考 

会 長 横田 克彦   学識経験 元博物館友の会会長 

副会長 村田 眞宏   学識経験 豊田市美術館館長 

杉本 説子   学校教育 田原中部小学校校長 

立岩 憲一   学校教育 福江高等学校教諭 

山本 達夫   社会教育 市文化協会会長 

太田 文子   家庭教育 元保育士 

 

④ 関連団体への加盟状況 

名称 活動内容  

全国史跡整備市町村協議会  文

化

財

保

護 

愛知県史跡整備市町村協議

会 

・理事Ｒ３年、Ｒ４年度（実質Ｒ３年夏からＲ４夏（総会終了後） 

東大寺建立にかかわった 

市町村サミット 

・山口市での開催は新型コロナウイルス感染拡大により中止。 

・令和４年度に開催予定（隔年開催）。Ｒ２年度は未開催のため会費

なし・ 

あいち山車まつり日本一協

議会 

・理事会・総会は新型コロナウイルス感染拡大により、書面開催。 

・あいち山車図鑑（第２版）作成。 

文

化

継

承

推

進 

東三河ジオパーク ・東三河ジオパーク構想シンポジウムは新型コロナウイルス感染拡

大により中止。 

・ジオモニターツアー 

 開催日 ：令和３年３月 14 日（日） 参加者人数：20 名 

 開催場所：豊川市内の遺跡など 

日本博物館協会  博

物

館

運

営 

愛知県博物館協会 Ｒ２年度は会費なし 

日本考古学会  

東洋陶磁学会  

嚶鳴協議会 ・嚶鳴フォーラム in 多久・漢学者記念館会議（大分県日田市）は新

型コロナウイルス感染拡大により中止。 

・オンライン市町長意見交換会  

開催日：１月 27 日（金） 参加者人数：10 市町長 
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２ 決算 

(単位:千円) 

事業名  令和２年度 

埋蔵文化財調査事業  8,889 

文化財保護事業  5,919 

吉胡貝塚公園運営事業  9,957 

博物館運営事業  47,185 

池ノ原会館運営事業  8,500 

崋山会館運営事業 24,102 

文化財課 合計 104,552 
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参考資料 

田原市指定文化財目録 

【国指定文化財】 

種  別 
指定 

番号 
名       称 数  量 所       在 指定年月日 

絵画 1217 絹本著色千山万水図 １幅 田原市 1952.3.29 

(重要文化財)     田原市田原町南番場３０－１  

歴史資料  4 渡辺崋山関係資料 １件  1978.3.24 

(重要文化財）      （指定替） 

    (以下指定物件の明細)     

    紙本著色一掃百態図 １冊  1955.2.2 

  絹本墨書自筆墓表 １幅  1955.2.2 

  紙本墨画渡辺巴洲像画稿 １幅  1955.2.2 

  紙本著色及び墨画    

  渡辺巴洲像画稿（五図） １幅  1955.2.2 

  紙本淡彩日月大黒天図 １幅  1955.2.2 

  崋山先生印 印２２顆・印矩   

   ３個・印箱１合  1955.2.2 

  紙本墨書自筆画論    

  （画譚絵事御返事） ２冊  1955.2.2 

  紙本墨書自筆遊相記稿 １冊  1955.2.2 

  紙本墨書自筆狂歌草稿 １巻  1955.2.2 

  紙本墨書退役願書稿 １冊  1955.2.2 

  紙本墨書自筆渡海願書及び助

郷書類 
１巻 

 

 
1955.2.2 

  紙本墨書自筆獄中書簡 １巻  1955.2.2 

  紙本墨画自筆獄廷素描及び記録 １巻  1955.2.2 

  紙本墨書自筆遺書 

(渡辺立宛) 
１巻  1955.2.2 

  紙本墨書自筆遺書 

(椿椿山宛) 
１巻  1955.2.2 

  紙本墨書自筆手本(忠孝) １幅  1955.2.2 

  自筆扁額（報民倉） １面  1955.2.2 

  自決脇差(東播士祐国作) １口  1955.2.2 

  絹本著色渡辺崋山像 

(椿椿山筆) 
１幅  1955.2.2 

  紙本著色小集図録及び書簡 １幅  1955.2.2 

  紙本墨書麹町一件日録 １冊  1955.2.2 

  紙本墨書書簡及び書簡案 １巻  1955.2.2 

  渡辺家年譜 １冊  1957.2.19 

  崋山先生略伝補 １冊  1957.2.19 

  書簡 

(渡辺定通､渡辺崋山､妻たか) 
１巻  1957.2.19 

  書簡（椿椿山筆) １巻  1957.2.19 

  刀銘吉家 １口  1957.2.19 

  短刀銘国次 １口  1957.2.19 

  短刀無銘（菊池槍） １口  1957.2.19 

  絹本著色孔門十哲像 １０幅  1957.2.19 

  絹本著色孔子像 １幅  1955.2.2 
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  板絵墨画馬図 １面  1955.2.2 

種別 
指定 

番号 
名称 数量 所在 指定年月日 

史跡 
内務

49 
百々陶器窯跡 495 ㎡ 六連町一本木地内 1922.3.8 

 文化

37 
吉胡貝塚 11,017.24 ㎡ 吉胡町矢崎地内 1951.12.26 

 文部

3 
大アラコ古窯跡 2,923.45 ㎡ 芦村町郷津地内 1971.1.12 

 文化

70 
伊良湖東大寺瓦窯跡 421.22 ㎡ 伊良湖町瓦場 358-4 1967.12.11 

天然記念物 
文化

32 
宮山原始林 37,707 ㎡ 

伊良湖町宮下 2842 

（2842－123 外） 
1954.8.3 

 文部

235 
椛のシデコブシ自生地 399.3 ㎡ 伊川津町椛１－１ 1970.6.19 

（参考）     (認定) 

 文部

105 
紙本著色牡丹図（渡辺崋山筆) １幅 田原町南番場３０－１ 1940.9.27 

重要  崋山手録壬午畫稿 １冊 田原市 1941.4.9 

美術品  崋山手録客坐掌記天保三年ノ年紀 １冊  1941.4.9 

  崋山手録客坐掌記天保九年ノ年紀 １冊  1941.4.9 
 ‐ 紙本墨画山水図（岡田半江筆） １幅  1941.4.9 

 
【県指定文化財】 

種別 
指定 

番号 
名称 数量 所在 指定年月日 

彫刻 2 木造観世音立像 １躯 大久保町山下８ 1955.5.6 

  像高１１１ｃｍ  （長興寺）  

  裾張２９ｃｍ    

考古  伊良湖東大寺瓦窯跡出土品 455 点 
古田町岡ノ越 6－4 

渥美郷土資料展示収蔵館 
2020.2.7 

天然記念物 1 黒河湿地植物群落 5,462 ㎡ 大久保町黒河 1971.2.8 

    ４９－１、４９－７  

 19 ハマボウの野生地 297.6 ㎡ 堀切町新堀西地内 1955.7.1 

 30 伊川津のシデコブシ 100 ㎡ 伊川津町椛 2-1（宝金 15） 1967.10.30 

 

告示

第４

号 

光岩 １件 赤羽根町西山 1-5 2014.1.24 

史跡 33 城宝寺古墳 622.50 ㎡ 田原町稗田４８、４９ 1975.12.26 

  横穴式石室（片袖） １基   

  玄室６．４ｍ、巾２．４ｍ    

  羨道部２．３ｍ    

  巾１．２ｍ    

  墳丘高さ２．４ｍ    

  １２ｍ×７ｍ    

 6 皿山古窯群 1,200 ㎡ 和地町北山 18 1967.3.17 

 29 伊川津貝塚 430.9 ㎡ 伊川津町郷中 87-1.2 1974.10.9 
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【市指定文化財】 

種別 
指定

番号 
名称 数量 所在 指定年月日 

絵画 1 商山四皓（渡辺崋山筆） ２曲１双 田原市 1988.7.1 

 2 風竹之図（渡辺崋山筆） １幅 田原町南番場３０－１ 1988.7.1 

 3 糸瓜俳画（渡辺崋山筆） １幅  1988.7.1 

 4 母堂栄之像稿（渡辺崋山筆） １幅  1988.7.1 

 〃 母堂栄坐像稿（渡辺崋山筆） １幅  1988.7.1 

 〃 母堂栄像稿（渡辺崋山筆） １幅  1988.7.1 

 5 関羽帝之図（渡辺崋山筆） １幅  1988.7.1 

 6 鹿之図（渡辺崋山筆）    

  （福禄寿三幅の一） １幅  1988.7.1 

 7 両国橋納涼之図（渡辺崋山筆） １幅  1988.7.1 

 8 四季山水図画冊（渡辺崋山筆） 折本１冊  1988.7.1 

 9 春秋山水図（渡辺崋山筆） 双幅  1988.7.1 

 10 福田半香像稿（椿椿山筆） １幅  1988.7.1 

 11 渡辺たか坐像稿（椿椿山筆） １幅  1988.7.1 

 〃 渡辺たか像稿①（椿椿山筆） １幅  1988.7.1 

 〃 渡辺たか像稿②（椿椿山筆） １幅  1988.7.1 

 12 蝙蝠（渡辺小華筆）    

  （福禄寿三幅の二） １幅  1988.7.1 

 〃 霊芝（渡辺小華筆）    

  （福禄寿三幅の三） １幅  1988.7.1 

 13 
絹本着彩秋山瀑布図 

（渡辺崋山筆） 
１幅 田原市 1992.6.25 

 14 絹本設色林和靖養鶴之図  田原町南番場３０－１  

  （渡辺崋山筆） １幅  1992.6.25 

 15 山水画稿帖（渡辺崋山筆） １帖  1992.6.25 

 16 
紙本淡彩高士観瀑図 

（渡辺崋山筆） 
１幅  1992.6.25 

 17 
絹本彩色湖石白猫図 

（渡辺崋山筆） 
１幅  1992.6.25 

 18 花卉鳥虫蔬果画冊（１２図）    

  （渡辺崋山筆） １冊  1992.6.25 

 19 紙本陰文竹（渡辺崋山筆） １幅  1992.6.25 

 20 
絹本淡彩晴風萬里図 

（渡辺崋山筆） 
１幅  1992.6.25 

 21 
紙本淡彩千山萬水図 

（渡辺崋山筆） 
１幅  1992.6.25 

 22 
紙本淡彩芭蕉翁像 

（渡辺崋山筆） 
１幅  1992.6.25 

 23 絹本彩色水郷驟雨之図    

  （渡辺崋山筆） １幅  1992.6.25 

 24 紙本水墨月下芦雁之図    

  （渡辺崋山筆） １幅  1992.6.25 

 25 紙本淡彩換鵞図（渡辺崋山筆） １幅  1992.6.25 

 26 
紙本水墨花鳥帖１２図 

（渡辺崋山筆） 
１帖  1992.6.25 
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種別 
指定

番号 
名称 数量 所在 指定年月日 

 27 
絹本設色青緑山水図 

（渡辺崋山筆） 
１幅 

田原市 

田原町南番場３０－１ 
1992.6.25 

 28 絹本彩色臨模仇英洗硯之図    

  （渡辺崋山筆） １幅  1992.6.25 

 29 絹本極彩仙鶴霊亀双幅    

  （谷文晁筆） 双幅  1992.6.25 

 30 
絹本極彩蘭亭禊会図 

（谷文晁筆） 
１幅  1992.6.25 

 31 花卉屏風（椿椿山筆） ６曲１双  1992.6.25 

無形民俗 1 豊島大念仏おどり  豊島 1965.10.1 

 2 田原凧けんか凧合戦・初凧  田原凧保存会 1993.9.22 

     (追加 12 年 3 月 31 日) 

建造物 1 護摩堂 １棟 六連町居屋敷２６ 1969.8.25 

 2 山門並びに二王像 １棟、１対 (長仙寺) 1969.8.25 

 3 厳王寺山門 １棟 赤羽根町寺山１５ 1992.6.11 

    （厳王寺)  

歴史資料 1 椿椿山印顆 ６顆、７印面 田原市 1988.7.1 

 2 渡辺如山印顆 ７顆、８印面 田原町南番場３０－１ 1988.7.1 

 3 渡辺小華印顆 １１１顆   

   １２２印面  1988.7.1 

 4 崋山赦免建白書（松崎慊堂筆） １巻  1988.7.1 

 5 帰都日録（渡辺崋山筆） １巻  1992.6.25 

 6 大蔵永常書状２通合装    

  （大蔵永常筆） １巻  1992.6.25 

 7 三岳老人宛書簡（渡辺崋山筆） １幅  1992.6.25 

 8 佐藤半助宛書簡（渡辺崋山筆） １幅  1992.6.25 

古文書 1 琢華堂門籍(椿椿山筆） １冊 田原市 1988.7.1 

 2 
椿家系譜並東海林氏譜 

（椿椿山筆） 
１巻 田原町南番場３０－１ 1988.7.1 

 3 田原藩日記類 ５０６冊  1988.7.1 

 4 奏者番手留 ２,３６１冊  1988.7.1 

典籍 1 田原藩御納戸書籍 ３,０４１冊 田原市 1988.7.1 

 2 渡辺崋山旧蔵書籍  田原町南番場３０－１  

  (崋山献上御納戸本) ６７７冊  1988.7.1 

典籍 3 蘭書類 ７５冊 田原市 1988.7.1 

 4 漂民聞書 5 冊 古田町岡ノ越 6 番地 4 1997.3.12 

書跡 5 大般若経 31 巻 
古田町岡ノ越 6 番地 4 

（医福寺寄託） 
1993.3.4 

 6 常光寺古文書（柱杖并竹箆）  堀切町除地 74（常光寺）  

  常光寺古文書 

（潔堂禅師楞厳伝授状） 
4 枚  2001.3.23 

  常光寺古文書 

（法皇派広澤流伝授目録） 
   

  常光寺古文書（奥相一紙）    
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種別 
指定

番号 
名称 数量 所在 指定年月日 

工芸 10 萩薄飛禽鏡 1 面 
古田字岡ノ越６番地４ 

（豊島神社寄託） 
1993.3.4 

 11 馬伏里神楽用具 21 
古田字岡ノ越６番地４ 

(馬伏自治会寄託） 
2001.3.23 

考古資料 12 （欠番）    

 13 宝海天神社瓦経 2 片 
古田町岡ノ越 6 番地 4 

（宝海天神社寄託） 
2001.3.23 

 考古 3 刻字・刻文碗 1 個 
田原町南番場３０－１ 

田原市 
2012.9.19 

有形民俗 1 田原祭萱町  萱町町内会 1988.7.1 

文化財  山車とからくり人形    

 2 田原祭本町  本町自治会 1988.7.1 

  山車とからくり人形    

 3 田原祭新町  新町町内会 1988.7.1 

  山車とからくり人形    

史跡 1 渡辺崋山池ノ原幽居跡 １,３２７㎡ 田原町中小路 19、20－1、 1992.6.25 

    21－1   

 2 籠池古墳 416.35 ㎡ 大久保町籠池 2003.10.3 

   1 基 26－1、27  

    （個人）  

 3 皿焼１２号窯 1 基 小塩津町後山 30-90 1993.3.4 

 4 中世墳墓 224 ㎡ 山田町谷太郎 69（泉福寺） 2005.3.25 

 5 参道石段 265 段 山田町谷太郎 69（泉福寺） 2005.3.25 

 6 新美古墳 227.76 ㎡ 西神戸町山股 2008.6.30 

   1 基 14、12  

    (個人)  

 

7 保美貝塚 
2657.5 ㎡ 

田原市保美町平城 34-1 

（宝海天神社） 2015.3.31 

 

 
田原市保美町平城 115、１１６、 

２－１４（個人） 

 735 ㎡ 平城 118 番地(個人） 2018.2.1 

 8 セメント徳利窯 2 基 田原市御殿山 150 2015.3.31 

天然記念物 1 (欠番)    

 2 藤七原湿地植物群落 5417.67 ㎡ 田原町衣笠１－１ 1991.3.22 

    田原町椿沢  

    １７、１７－１、３４  

 3 大久保神社のやまももの木 １本 大久保町森下９ 1992.6.25 

    (大久保神社)  

 4 大久保神社の椎の木 １本 大久保町森下９ 1992.6.25 

    (大久保神社)  

 5 （欠番）    

 6 （欠番）    

 7 当行寺の槇の木 １本 田原町本町９ 1992.6.25 

    （当行寺）  

 8 (欠番)    
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天然記念物 9 ハマセンダン １樹 堀切町出口 1-1 1993.3.4 

 10 シイの木 １樹 山田町谷太郎 69（泉福寺） 2005.3.25 

彫刻 1 大日如来坐像 １躯 高松町岩本 22 1994.3.14 

    （大日庵）  

 2 阿弥陀如来立像 １躯 江比間町郷中 10（成道寺） 2004.3.26 

 3 十一面観世音菩薩立像 １躯 山田町谷太郎 69（泉福寺） 2005.3.25 

 4 薬師如来坐像 １躯 山田町谷太郎 69（泉福寺） 2005.3.25 
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田原市博物館入館者実績 

 

展示案内 人数 合計 入館料合計

招待 5

障害者手帳 7

学校休業日 4

ほの国 3

一般 ¥310 57 ¥17,670

小中 ¥150 4 ¥600

JAF （一般） ¥240 50 ¥12,000

JAF(小中) ¥120 1 ¥120

HP（一般） ¥240 13 ¥3,120

共通券一般 ¥400 4 ¥1,600

共通券（無料） 0 人

招待 31

障害者手帳 58

教育活動 22

学校休業日 11

ほの国 17

一般 ¥310 486 ¥150,660

小中 ¥150 12 ¥1,800

JAF （一般） ¥240 338 ¥81,120

JAF(小中) ¥120 9 ¥1,080

HP（一般） ¥240 40 ¥9,600

共通券一般 ¥400 9 ¥3,600

共通券（無料） 8 8 人

招待 204

障害者手帳 78

小中学生 94

教育活動 14

視察 1

ほの国 14

一般 ¥400 536 ¥214,400

JAF ¥320 297 ¥95,040

HP ¥320 44 ¥14,080

チラシ ¥320 31 ¥9,920

共通券一般 ¥500 6 ¥3,000

共通券（無料） 1 1 人

招待 332

障害者手帳 69

小中学生 68

教育活動 49

学校休業日 1

ほの国 13

一般 ¥400 624 ¥249,600

団体 ¥320 115 ¥36,800

JAF ¥320 232 ¥74,240

HP ¥320 40 ¥12,800

チラシ ¥320 70 ¥22,400

共通券一般 ¥500 13 ¥6,500

共通券（無料） 6 6 人

招待 55

障害者手帳 54

教育活動 24

学校休業日 7

ほの国 6

一般 ¥310 450 ¥139,500

小中 ¥150 6 ¥900

団体（一般） ¥240 48 ¥11,520

JAF （一般） ¥240 201 ¥48,240

JAF(小中) ¥120 1 ¥120

HP（一般） ¥240 25 ¥6,000

HP（小中） ¥120 2 ¥240

共通券一般 ¥400 13 ¥5,200

共通券（無料） 9 9 人

招待 135

障害者手帳 73

教育活動 20

学校休業日 10

ほの国 12

一般 ¥310 545 ¥168,950

小中 ¥150 18 ¥2,700

JAF （一般） ¥240 160 ¥38,400

JAF(小中) ¥120 6 ¥720

HP（一般） ¥240 48 ¥11,520

HP（小中） ¥120 3 ¥360

共通券(一般) ¥400 15 ¥6,000

共通券(無料) 12 12 人

¥1,462,120 6,099

1,320 人

人

人¥336,440 914

企画展
8/8～9/27

405

平常展
12/5～2/7

企画展
10/3～11/29

1,094

¥211,720 746

¥402,340

人

　 146 人

人

人

平常展
　2/11～3/31

¥228,650

250

人

人

人795

人

1,057

1,632

901

人

人

平常展
4/1～5/31

平常展
6/2～8/2

企画展中合計

129¥35,110

人148

139 人

19

1,041

¥247,860

令和２年度展示別入館料

令和3年3月31日
入館料 入館者数

人

人894

532

人
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吉胡貝塚資料館入館者実績 
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個別計画（アクションプラン）田原市文化財保存活用計画 

 〇守り伝える ふるさとの歴史 

田原市文化財保存活用計画では、田原市総合教育大綱・田原市教育振興 

基本計画が目指す「ふるさとに学び 人が輝く 田原の人づくり」を受け、 

ふるさとを学ぶ礎となる歴史・文化の継承に取り組みます。 

 

 

個別計画体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔スローガン〕 〔基本施策（◇主な取組）〕 〔重点目標〕 

１ 
ふるさとの価値や
魅力を掘り起こす
活動の充実 

施策１ 文化財の調査、収集 

◇調査、収集     

◇関連機関との連携 

◇文化財の指定    

施策３ 文化財情報の公開・発信 

 ◇展示施設の活用   

◇調査研究の成果の公開 

◇デジタル強靭化社会の実現への取組 

  

施策２ 文化財の整理・保存管理 

  ◇収集資料の整理 

  ◇適正な保存管理   

◇資料のデジタル化 

  ◇記念物の適正な保全 

施策４ 文化財に触れる機会の創出 

 ◇学校連携の推進    

◇生涯学習の充実 

 ◇体験学習・ワークショップの充実 

施策５ 文化財の担い手の育成・支援 

 ◇研究者の養成・支援 

◇文化継承者への支援  

◇市民団体との連携 

◇将来の担い手の確保 

施策７ 総合的、計画的な保存・活用 

 ◇文化財保存活用地域計画の策定推進 

 ◇文化財保存活用個別計画の策定 

施策６ さまざまな主体による活用の推進 

 ◇多様な分野・関係団体との連携 

 ◇文化財を活用した取組 

２ 
ふるさとの宝の活
用と次世代への継
承の推進 

守
り
伝
え
る 

ふ
る
さ
と
の
歴
史 
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