民間団体における「明治150年」関連施策（案）
【警察庁】

※平成29年8月31日現在
施策名

番号

資料３－２

施策の概要

明治期の警察制度に関する研究成果の 警察政策学会警察史研究部会において、明治期の警察制度に関する研究成果を、学
1

発信

会誌「警察学論集」等において掲載することを検討する。

【金融庁】
施策名

番号
1

施策の概要

「明治150年」記念を冠したイベント

業界団体等において、明治150年関連施策として位置付けることが可能と考えられ

等の実施

るイベント等について、明治150年記念を冠して実施することを検討する。

明治期の資料等の収集・整理、保存及 業界団体等において、明治期に創設された銀行、保険会社、証券会社・取引所につ
2

び展示及びデジタルアーカイブ化

いて、創設時の資料や社史等により、創設の経緯、主な業務の内容等を調査し、
ウェブサイトへの掲載や展示、デジタルアーカイブ化等を行うことを検討する。

明治期の若者・女性・外国人などの人 業界団体等において、金融機関や取引所の創設者や当時業界で活躍した人物等につ
3

物の掘り起こし調査・広報

いて調査し、ウェブサイトへの掲載や展示等を行うことを検討する。

各種媒体を使った広報の実施

業界団体において、当該団体が実施する明治150年関連事業をウェブサイトへの掲

4

載や展示等を行うことを検討する。

【総務省】
施策名

番号

施策の概要

明治改元150年展「幕臣たちの文明開

郵政博物館（公益財団法人通信文化協会）において、同館収蔵の明治時代に関する

化（仮称）」

資料をはじめ、前島密や渋沢栄一、榎本武揚、杉浦譲ほか民部省改正掛の人々、武
田斐三郎や竹内卯吉郎など維新の夜明けを演出した幕臣、『郵便報知新聞』の栗本

1

鋤雲など時代の変換期に活躍した人物などを紹介する企画展を、平成30年４月から
６月まで（予定）の期間に開催することを検討する。

【外務省】
番号

施策名

施策の概要

公益財団法人海外日系人協会が取り組 公益財団法人海外日系人協会において、同団体が毎年実施している対日理解の促進
1

む明治150年関連行事

を目的とした海外日系人大会において、明治150年の関連行事を検討している。

1

【文部科学省・スポーツ庁】
番号
1

2

施策名

施策の概要

明治150年を冠した「全日本少年少女

（公財）日本武道館において、青少年の健全な育成を図るため全国の小・中学生を

武道錬成大会」の開催

対象に毎年開催している「全日本少年少女武道錬成大会」を、「明治150年」を冠
し開催することを検討する。

明治150年を冠した「地方青少年武道

（公財）日本武道館において、地方における正しい武道の普及発展を図るため毎年

錬成大会」の開催

実施しているの「地方青少年武道錬成大会」を、「明治150年」を冠し開催するこ
とを検討する。

明治150年を冠した「日本古武道演武 （公財）日本武道館において、全国各地に伝わる古武道の中から厳選した流派によ
3

4

大会」の開催

り毎年開催している「日本古武道演武大会」を、「明治150年」を冠し開催するこ
とを検討する。

明治150年を冠した「国際武道文化セ

（公財）日本武道館において、武道の国際的理解や発展等を図るため、外国人留学

ミナー」の開催

生等を対象として実施している「国際武道文化セミナー」を、「明治150年」を冠
し開催することを検討する。

【厚生労働省】
施策名

番号

医薬品企業の資料館における展示等
1

施策の概要
江戸・明治期から続く医薬品企業が有する資料館等において、明治150年に関連し
た展示等を実施することを検討する。

【農林水産省】
番号

施策名

施策の概要

「明治期以降の米流通」の歴史を学ぶ （公社）米穀安定供給確保支援機構において、明治期以降の米流通の歴史等につい
1

取組

て、関連資料の収集・整理・デジタルアーカイブ化、パネル作成・展示（明治期の
米の生産や流通、消費等に関するもの）、シンポジウム開催（有識者による基調講
演及びパネルディスカッション）を検討する。

関係団体による水田開拓等の歴史を学 関係団体において、各地の農林水産業の発展に寄与した明治期の代表的な水田開拓
2

ぶ取組

等に関して、イベント等で展示や企画を実施することを検討する。

（一財）大日本蚕糸会等による世界一 （一財）大日本蚕糸会が、全国の蚕糸絹関係博物館と連携しつつ、関連資料の収
3

の生糸産業を学ぶ取組

集・整理や保管資料のデジタルアーカイブ化、養蚕振興や生糸輸出の功績者、明治
から昭和期の養蚕農家や製糸工場の様子等を紹介するパネルの作成、シルクサミッ
トや博物館における特別展示を実施する。

（一社）大日本山林会等による明治期 （一社）大日本山林会において、明治期から発行を続ける会誌「山林」等につい
4

以降の林業の発展の歴史を学ぶ取組

て、関連資料の収集・整理・デジタルアーカイブ化、パネル展示の実施を検討す
る。
また、木材産業関連の団体等において、所有する明治期の資料について、関連資料

の収集・整理・デジタルアーカイブ化、情報発信の実施を検討する。
（公社）国土緑化推進機構による明治 （公社）国土緑化推進機構が、明治期以降の国土緑化の歴史についてリーフレット
5

期以降の国土緑化の発展の歴史を学ぶ を作成し、頒布する。
取組
（一社）全国燃料協会による明治期以 （一社）全国燃料協会が木炭などの歴史について、関連資料の収集・整理・デジタ

6

降の林業の発展の歴史を学ぶ取組

ルアーカイブ化、イベントの開催を実施する。

2

（一社）日本漆工協会による明治期以 （一社）日本漆工協会が、漆など林産物の歴史について、関連資料の収集・整理・
7

降の林業の発展の歴史を学ぶ取組

デジタルアーカイブ化、イベントの開催（明治期の漆掻き道具等の展示）を実施す

る。
（一社）大日本水産会による明治期以 大日本水産会において、明治期以降の水産業に関する関連資料の収集・整理・デジ
8

降の漁業の発展の歴史を学ぶ取組

タルアーカイブ化、パネル展示を実施する。

（一社）Ｊミルクによる酪農・乳業の （一社）Ｊミルクにおいて、明治以降の酪農・乳業の発展の歴史に関する関連資料
9

歴史を学ぶ取組

の収集・整理・デジタルアーカイブ化、パネル作成・展示を実施する。

外食産業による情報発信等

外食産業の民間企業において、「明治150年」に関するポスターやチラシの掲示、

10

11

共通ステッカーの配付等を実施し、情報発信する。
「農林水産祭」における明治150年記

（公財）日本農林漁業振興会が、過去に蚕糸業で天皇杯を受賞した者を招聘し、

念記念シンポジウムの開催

「明治期にゆかりのある蚕糸業」をテーマとしたシンポジウムを、「明治150年」
を冠して開催することを検討する。

「実りのフェスティバル」における明 （公財）日本農林漁業振興会が、「実りのフェスティバル」において、明治150年
12 治150年関連ブースの開設

「育樹祭」関連行事での展示
13

を記念したブースを開設する。
林業機械化協会が、「育樹祭」の関連行事である森林・林業・環境機械展示実演会
において、明治150年に関連した展示を実施する。

「明治150年」を冠した「豊かな海づ
14 くり大会」の開催

豊かな海づくり大会推進委員会及び高知県（実行委員会など）が、第38回大会を
「明治150年記念」を冠して開催する。

【経済産業省】
施策名

番号

明治150年関連展示の実施
1

2

施策の概要
日本旅行業協会等が主体となって、Tourism Expo Japanにおいて、「明治150年」
関連展示（大政奉還と明治維新にスポットを当てた企画展示）を実施する。

経団連会報における明治150年記念の

経団連において、明治150年の意義について世論を喚起するための寄稿を会報に掲

寄稿の掲載

載することを検討する。

日本商工会議所における関連事業の検 商工会議所制度が明治期に創設されたことも踏まえ、日本商工会議所が、明治150
3

4

5

討

年を期に関連事業の実施を検討する。

戊辰戦争の大村藩士・浜田謹吾の

九州経済連合会において、秋田県の劇団（わらび座）が長崎県において公演予定

ミュージカル公演への支援

の、戊辰戦争の大村藩士・浜田謹吾を題材としたミュージカルに対してサポートす
ることを検討する。

明治150年の商社の歩みを紹介する特

日本貿易会において、同会の機関誌「日本貿易会月報」に掲載する商社の歴史に関

集記事の掲載

する記事の中で「明治150年」の商社の歩みについて言及することを検討する。

伝統的工芸品月間国民会議全国大会で （一財）伝統的工芸品産業振興協会・福岡県が、平成30年に福岡県で開催する「伝
6

の関連イベント又は展示の実施

統的工芸品月間国民会議全国大会」において、「明治150年」関連イベント又は展
示の実施を検討する。

萩陶芸家協会による関連イベントの開 萩陶芸家協会が、山口県萩市内で明治150年にあわせた萩焼の展示会を、山口県立
7

催

萩美術館・浦上記念館で開催する。開催期間は、平成29年12月2日～平成30年1月8
日の期間で開催する。

3

TOKYO PACK2018
8

9

公益社団法人日本包装技術協会が、TOKYO PACK2018において、「明治150年」
のコーナー等を設置し、関連する展示等を行うことを検討する。

セメント業界における明治150年に関

（一社）セメント協会が、週刊新潮に『明治150年とセメント～日本に近代化を支

連した取組

えたセメント産業～』（仮題）と題した「明治150年」関連広告を掲載予定。

肖像写真展「幕末明治期に活躍した人 （一財）日本カメラ財団が、併設のJCIIフォトサロンにおいて、幕末から明治期に
10 物展（仮称）」の開催

活躍した人物の肖像写真展「幕末明治期に活躍した人物展（仮称）」を「明治150
年」を冠して開催する。

デジタル・アーカイブ等の推進に関す （公社）日本文書情報マネジメント協会が、「デジタル・アーカイブ等の推進」に
11 る関連イベント

IGAS2018（国際総合印刷テクノロ

関する取組を検討する。
（一社）日本印刷産業機械工業会が、IGAS2018（国際総合印刷テクノロジー＆ソ

ジー＆ソリューション展）における明 リューション展）において、最新技術やソリューションを展示するとともに、江戸

12 治期の印刷に関する展示

時代～明治初期までの木版技術から、明治時代中盤で洋式活版技術が我が国に入っ
た以降の歴史を辿る展示等を実施する。このための具体的な展示内容の検討を出展

企業とともに行う。
トヨタ産業技術記念館における日本の トヨタ産業技術記念館が、近代日本の発展を支えた基幹産業の一つである繊維機械
13

産業技術史の展示

と、現代を開拓し続ける自動車の技術の変遷を通じた「モノづくり」の大切さに関
する展示を実施するとともに、「明治150年」のPRについて検討する。

新日鐵住金株式会社八幡製鉄所の見学 新日鐵住金株式会社が、八幡製鉄所での「まつり起業祭八幡」（毎年11月に開催）
14

会

において、八幡製鉄所構内の工場を一部開放し、見学者を受入れ、見学者に製鉄業
の歴史への理解を深めていただく。その際に「明治150年」の看板を掲げる。

電線工業の発展に係る理解促進
15

（一社）日本電線工業会が、電線工業会70周年の行事の際、「明治150年」関連イ
ベントを実施するよう検討する。

一般社団法人新日本スーパーマーケッ 新日本スーパーマーケット協会が、協会設立60周年式典・懇親会等において「明治
16 ト協会創立60周年記念式典における取 150」年のPRを図る。

組
クリーンコールデーにおける特別展示 石炭エネルギーセンター（JOCAL）が、クリーンコールデー（毎年９月５日前後）
17 等

18

での国際会議や夏休み子ども石炭実験室等において、明治期の我が国石炭産業の歴
史などについてパネル展示等を行う。

産炭地の石炭資料館における特別展示 北海道や九州等の産炭地域にある石炭資料館において特別展示等を検討する。
等
非鉄金属鉱業に係るシンポジウム「明 日本鉱業協会等が、明治以降の日本の近代化を支えた非鉄金属鉱業・製錬の歴史を

治150年記念イベント～メタルは文化
19 なり～（仮）」の開催

振り返るとともに、今後の「第４次産業革命や循環型社会」に対する非鉄企業の役
割・期待について展望する、シンポジウム「明治150年記念イベント～メタルは文
化なり～（仮）」の開催を検討する。

絹のみち広域連携プロジェクトによる 絹のみち広域連携プロジェクトにおいて、当該プロジェクトで明治関連の題材を取
20 取組
り上げることを検討する。
明治維新胎動の地、萩からニュービジ （一社）中国地域ニュービジネス協議会会員や関係企業が、明治維新のチャレンジ
21 ネスを考える（仮題）

精神に学び、創業、ニュービジネス創出や山口ブランドのあり方について考えるほ
か、交流連携によるネットワーク構築を図る。

「明治１５０年」関連施策推進ロゴ
明治150年に関わる近代化産業遺産を展示している博物館等の施設において、「明
22 マーク及び近代化産業遺産ロゴマーク 治150年」関連施策推進のロゴ及び近代化産業遺産のロゴの活用を促進する。
の活用促進
4

【国土交通省】
施策名

番号

1

2

施策の概要

土木学会と国土交通省の連携によるイ 土木学会が主催するイベントにおいて、土木学会及び国土交通省が連携して「明治
ベントの開催

150年」に関連したパネルの展示、講演等の広報展開を行う。

公共建築関係イベント等における広報 公共建築関連団体が、公共建築月間等のイベントの機会を活かして明治150年を
展開等

テーマとしたパネル展示等の広報展開を行う。

明治期の公共土木施設等に関連するイ 民間団体等が実施する観光まちづくりに係るコンテストにおいて、『インフラツー
3

ンフラツーリズムの推進

リズム』という観点でのプランを募集し、その応募要件として「明治150年」にち
なむ内容を盛り込むことを検討する。

建築関係イベント等における明治期に 民間団体等が平成30年に実施する建築関係イベントのうち、国土交通省が後援する
4

活躍した建築家等の紹介等

ものにおいて、明治期に活躍した建築家等を紹介する取組の実施を検討する。ま
た、住生活月間や住宅・建築関連団体のイベント等の機会を活かして、明治150年
関連施策についての広報展開を行う。

5

6

鉄道博物館等における特別展示等の開 鉄道博物館等が、エドモンド・モレル等の外国人の活躍に着目した特別展示や展示
催

鉄道フェスティバルにおける明治期の 鉄道事業者、協賛企業等が、毎年10月に、展示・物販ブース展開等を行う「鉄道
鉄道に関する展示等の実施

フェスティバル」において、明治期の鉄道に関するパネル展示等を実施することを

空の日関連イベント

検討する。
空の日・空の旬間実行委員会（国、空港会社等）が、羽田空港において、羽田空港
の空の日のイベントの一つとして明治から現在にいたる航空関連写真の展示を実施

7

することを検討する。
明治期の歴史を探訪する旅の開発

旅行業協会が、旅行業者に対して、平成30年に開催予定の明治150年関連行事を活
用したツアー、明治期に由来する建築物を訪ねるツアーなど、明治期の文化・歴

8

9

物の特別公開等を実施することを検討する。

史・風俗等を盛り込んだ旅行商品の開発を働きかける。
国土交通省の関連団体による「明治

国土交通省の関連団体において、パンフレット等でロゴマークの使用を推進する

150年」にかかる機運の醸成の取組

等、明治150年にかかる機運の醸成を図る。

国土交通関連企業・業界団体等が保有 国土交通関連企業・業界団体等が、保有する歴史資料等を用いた明治150年関連の
10 する歴史資料等を用いた明治150年関 取組の実施を検討する。
連の取組

5

