資料３－３

都道府県・指定都市における「明治150年」関連施策（案）
【都道府県】
団体名

※平成29年8月31日現在
施策名

北海道みらい事業への支援

施策の概要
市町村、企業・団体、個人などの様々な主体が企画・実施する、縄文文化やアイヌ
文化の発信、"HOKKAIDO"の魅力発信など多様な内容の事業を支援する。

1
北海道150年記念切手の発行

総務省の協力を得て、北海道１５０年の記念切手を発行すべく日本郵便（株）に申
請している。

2

道立博物館における「松浦武四郎」の 北海道博物館において、特別展「松浦武四郎」展等を開催する。
3
北海道

特別展及びシンポジウム

道立文書館における企画特別展

道立文書館のある北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）において、歴史資料の保存活
用についての理解を推進するため、幕末～明治前期の北海道と外国との関わりを紹

4

介する企画展「世界の中の北海道」（仮称）を開催する。
北海道野幌森林公園記念施設地区の再 百年記念施設の継承と活用に関し、野幌森林公園の周辺地域を含め、歴史文化体感

5

整備

交流空間整備に向けた検討を実施する。

北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）の 北海道を代表する歴史的建造物である重要文化財「北海道旧本庁舎（赤れんが庁
6

保存・活用

舎）」の保存・活用に向けた大規模改修等を実施する。

県史編さん資料保存活用事業

明治期をはじめとする青森県の貴重な歴史資料を県民共有の財産として、適切に整
理・保存し、県民が手軽に調べられるようなシステムとして青森県史デジタルアー

1

カイブスを構築する。
青い森鉄道の歴史パネルの作成

青森県

明治期に青森まで開通した東北本線は、現在、青い森鉄道線へと引き継がれてい
る。同鉄道の歴史パネルを作成し、様々な機会を捉えてＰＲすることで、同鉄道の

2

これまでの歩みをふり返るとともに、将来に向けて青い森鉄道線のマイレール意識
醸成を図る。
「太宰治生誕１１０年」に向けた支援 平成３１年に生誕１１０年を迎える太宰治（明治42年生まれ）。これに向けて、太

3

事業

宰コンテンツの魅力を高めるとともに、太宰ゆかりの施設（斜陽館（明治40年築）
等）のネットワークを構築し、気運醸成と各施設が行う生誕記念展示等の準備を支

援する。
明治日本の産業革命遺産の構成資産の 「橋野鉄鉱山」（釜石市）の概要・価値等について、学校教育の場を活用して周知
1

一つである橋野鉄鉱山の普及啓発

することにより、郷土の歴史・文化等への理解を深め「いわて」を愛し誇りをもっ
た児童・生徒を育成する。

世界遺産ワンストップ講演会

2つの世界遺産（「平泉の文化遺産」、「明治日本の産業革命遺産（橋野鉄鉱
山）」）及び世界遺産登録を目指している「北海道・北東北の縄文遺跡群（御所野

2

遺跡）」の概要、ポイントを押さえることが出来る講演会を開催し、３遺産の理
念・価値の普及・啓発を行った。

岩手県

世界遺産パネル巡回展

２つの世界遺産（「平泉の文化遺産」、「明治日本の産業革命遺産（橋野鉄鉱
山）」）の価値を県民に広く周知するとともに、拡張を目指している「平泉の文化

3

遺産」、世界遺産登録を目指している「北海道・北東北の縄文遺跡群（御所野遺
跡）」のパネル巡回展を開催し、資産価値の紹介、普及啓発及び機運醸成を図る。
明治関連資源の情報発信

明治期に活躍した本県出身者や建築物等をHPに掲載し、県民に周知を図る。

4

1

団体名

施策名

施策の概要

明治150年記念式典（全国運河サミッ 明治期に築造された運河について、東日本大震災からの復旧状況や沿川市町の運河
1

トin貞山運河）

を活かした復興まちづくりなどの情報発信を目的とした運河サミットを開催する。

宮城県公文書館における企画展

詳細について検討中。

幕末・明治期の資料の企画展示(仮)

県立図書館において、当時の資料を展示し、当時の偉人などの功績などを伝える。

明治潜穴公園リニューアル工事

明治期に建設され、土木遺産となっている高城川の明治潜穴について、遺構をPRす

2
宮城県
3

るために設置された公園施設の改修工事を行う。

4

また、明治150年を記念し、「桜守」の佐野藤右衛門氏による桜の記念植樹を平成
29年度に行う。
県立公文書館における企画展

をたどる企画展「明治１５０年～秋田県の誕生～」を開催することで、先人の業績

1

秋田県

2

県立公文書館において、明治１５０年を記念して秋田の明治維新と文明開化の足跡
に思いをはせるとともに、後世に記録を残す。

明治150年 夏目漱石と秋田

今年生誕150年を迎える夏目漱石と正岡子規は、本県ゆかりの人物たちともかかわ

明治150年 正岡子規と秋田

りが深い文学者であることから、県立あきた文学資料館において、県内に存在する
直筆、作品や事跡から、本県ゆかりの人物との関係を掘り起し紹介する。

県庁舎における企画展

明治４年の廃藩置県によって、初めて「秋田県」の名称が使用された日である８月
２９日にあわせて、県の歴史を振り返り、さらに豊かで住みよい郷土秋田をつくる

3

ため互いに力を合わせようという自治意識と、郷土愛の精神を育むため、県庁舎に
パネルを展示して「秋田県」の歴史を紹介する。
県郷土館における常設展

県郷土館において、明治時代を含む山形県の各時代の歴史的な歩みや暮らしを理解
してもらうため、民俗資料等を展示する。

1
県立博物館における企画展

県立博物館において、女子教育の意義を歴史的視座から考える手がかりとするた
め、近代教育がはじまった明治期、女子の就学率が急速に向上した明治後期を含む

2

本県の女子教育のあゆみを紹介する企画展「女子教育のあゆみー寺子屋の時代から
戦後までー」を開催した。
県立博物館における特別展

山形県

紹介する特別展「転換点―幕末の動乱と統一山形（仮称）」を開催する。

3
教育資料館（分館）における特別展

明治後期を代表する洋風建築のひとつで国指定重要文化財である教育資料館（旧山
形師範学校本館）において、「山形縣」誕生から明治草創期の本県の教育のあゆみ

4

を紹介する特別展「明治の山形師範学校（仮称）」を開催する。
県立図書館における特別展示

5

県立博物館において、幕末期の県内各旧藩の混乱・混迷から「山形縣」誕生までを

県立図書館において、近代日本の礎を築いた山形縣人の輝かしい事績を辿る収蔵品
を展示するとともに、明治期の近代的な西洋建築や土木工事などを今に伝える往時
の写真・石版画・錦絵を特別展示する。

2

団体名

施策名

施策の概要

県立博物館における企画展「戊辰戦争 県立博物館において、我が国の政治体制の転換点となった戊辰戦争をテーマに地域
1
福島県

150年展（仮称）」

に与えた影響と戦後の復興過程を学ぶため、企画展「戊辰戦争150年展（仮称）」
を開催する。

八十里越交流事業

新潟県三条市と南会津地方の「戊辰戦争」関連情報を掲載したチラシの作成をする
とともに、三条マルシェ（新潟県三条市で開催）での「戊辰戦争」関連の情報発信

2

を行う。
特別展「志士のかたち－桜田門、天狗 県立歴史館において、時代の大きな原動力となった水戸藩を中心に、茨城ゆかりの

茨城県

1

党、そして新選組－」の開催

志士の人物像や動乱期の様相を紹介する。

皇后御学問所特別公開

日光田母沢御用邸記念公園において、邸内見学順路内で通常非公開となっている
「皇后御学問所（二階部分）」を、平成30年4月15日から5月14日までの期間限定
で特別公開する。部屋からは樹齢400年と云われているシダレザクラや庭園のツツ

1

ジ類、屋根の連なりを見ることができ、室内ではこの部屋でしか見られない釘隠し
や襖の引手金具を見ることができる。
御用邸「中坪（中庭）めぐり」ガイド 日光田母沢御用邸記念公園において、当時、庭師等が使用した半地下通路の「下行

2

サービス

道（げこうどう）」を通りながら、専属ガイドが御用邸の中坪（中庭）から解説を
行い案内するサービスを平成30年5月と6月の土日に一日2回（10：30～、14：30
～）実施する。※天候により邸内からの案内に変更する場合あり。

3

企画展「国吉康雄と清水登之（仮

県立美術館において、明治の精神に学ぶため、明治関連の偉人を顕彰するととも

称）」の開催

に、若くしてアメリカに渡り、苦学しつつ大成した画家たちの人生と画業を紹介す
る。

テーマ展「ジョージ・ルイスと武田久 県立博物館において、日光地域が明治期の西洋流動植物研究の一大拠点となったこ
4
栃木県

吉－明治日光の昆虫・植物研究の先人 とを広く知ってもらうため、明治期に活躍した昆虫学者ジョージ・ルイスと植物学
－（仮称）」

者武田久吉をテーマにしたテーマ展「ジョージ・ルイスと武田久吉－明治日光の昆
虫・植物研究の先人－（仮称）」を開催する。

テーマ展「下野から栃木へー栃木県を 県立博物館において、明治初期における栃木県の成立史をたどり、鍋島幹など栃木
5

形作った人々ー（仮称）」

県の成立に携わった人々に焦点をあて、現在に至る礎を築いた功績を顕彰するとと
もに、明治150年の遺産を県民に広く普及啓発するテーマ展「下野から栃木へ－栃
木県を形作った人々－（仮称）」を開催する。

日光自然博物館における企画展

日光自然博物館において、国際避暑地記念施設に関する企画展を計画している。詳
細について検討中。

6

未公開部屋の公開等

旧青木家那須別邸において、明治期に整備されたドイツの建築に多様される工法が
用いられている未公開部屋の公開等を検討する。

7

県立文書館における特別企画展「明治 栃木県庁昭和館３階展示室において、明治期本県の先人達の偉業を県民に伝達する
8

とちぎを築く－近代化への取組と先人 ため、本県において、国の政策や全県規模の事業を通じて近代化に携わった先人達
達の尽力－（仮称）」

を取り上げ、その事績や取組の労苦等がわかる史料を展示する。

3

団体名

施策名

施策の概要

萩原文庫で伝える明治以降の県の歩み 萩原文庫の保存、整理、研究及びシンポジウム等の情報発信を行う。
1
県立文書館における「明治150年」記 県立文書館において、明治の精神に学ぶため、明治期の産業振興等をテーマにした
2

群馬県

念事業

「明治150年」テーマ展示及び講演会を開催する。

県立近代美術館における特別展

県立近代美術館において、日本における洋画黎明期に白馬会、二科会の設立に深く
関わり美術界を牽引した湯浅一郎（群馬県安中市出身）の画業を紹介する企画展

3

「生誕150年記念・湯浅一郎展」を開催し、もって明治、大正、昭和初期の日本の
洋画壇を振り返る。
「富岡製糸場と絹産業遺産群」と明治 群馬県内の絹遺産等のガイド・解説員に対する研修会で、受講生に明治１５０年に

4

150年をテーマにしたイベント実施

関する情報を提供するとともに、世界遺産等の普及啓発イベントを実施し、来場者
に明治１５０年に関する情報を提供する。

「頑張るぐんまの中小私鉄フェア」に 群馬県中小私鉄等連携会議が主催する「頑張るぐんまの中小私鉄フェア」におい
5

おける明治150年記念の展示

て、明治期に開業した県内私鉄の関連資料を展示する。

県立博物館における特別展

県立歴史と民俗の博物館において、明治天皇東幸・氷川神社行幸150年を記念し、
氷川神社と行幸の歴史、そして幕末の動乱から明治に至る維新期の様相を紹介した

1

展示を開催する。
県立文書館における明治期の人物に関 県立文書館において、同館収蔵の資料により埼玉県の第３代県令・初代知事である

埼玉県

2

するコーナー展示の開催

吉田清英の事績を紹介するコーナー展示「埼玉の県令Ⅱ

第三代県令

吉田清英

展」を開催した。
県立歴史と民俗の博物館における明治 県立歴史と民俗の博物館において、県立文書館収蔵の資料により明治期の人物を紹

3

期の人物に関するコーナー展示の開催 介するコーナー展示として、平成２９年４月２５日から７月２３日に「埼玉の人物
第三代県令

吉田清英」を開催し、また、「埼玉の人物

埼玉初の民権結社

七名

社の人々」を平成３０年１月２３日から４月２２日に開催する。
地域における明治期の歴史文化資産の 明治期の女流イコン画家である山下りんが描き、ニコライ大司教から寄贈された聖
1

保存整備事業

画（絵画）を修復する事業に助成を行う。

県立博物館、美術館における展示及び 県立博物館等が主催する明治期の産業技術や文明開化をテーマにした展示会や歴史
2

教育普及事業

的な役割を果たした地域産業を学ぶための教育的な基礎資料の選定事業、千葉県に
ゆかりのある作家作品による近代洋画の流れの展覧会等を実施する。

「近代農林水産業のあけぼの」をテー 日本の農林水産業発展の礎となった、明治期に栽培が始まった品目・品種や明治期
千葉県

3

マにした企画展や講義

における技術の進展の歴史に関する展示会、講義等を行う。詳細について検討中。

県立文書館における明治期の歴史資料 県立文書館が保存する千葉県に関する明治期の古文書等や千葉県内の歴史資料を活
4

に基づく企画展や講演

用し、テーマに沿った企画展の実施や関連した県史講座(講演会)を実施する。テー
マについては検討中。

【仮】明治期からの社会資本整備事例 明治期からの千葉県の社会資本整備の歩みを事例集にまとめ、県内各地でパネル展
5

東京都

集作成・県庁パネル展示

を実施する。

「東京150年（仮称）」関連事業

詳細について検討中。

1

4

団体名

施策名

施策の概要

明治維新150周年記念イベント（仮

前年度に開催するプレイベントの反応等を踏まえ、平成30年に明治維新150周年を

称）

迎えることを記念して、生麦事件の舞台となった横浜市鶴見区やペリーの来航した
横須賀市など、歴史の転換点である明治維新の舞台神奈川を盛り上げるための機運

1

醸成を主な目的として、記念イベント（講演会等）を開催するとともに、県内各地
で明治維新を感じられるモデルツアーの実施や、イベントスペースを利用したキャ
県立図書館におけるデジタル化事業

ンペーン、物販等のイベントを開催する。
横浜開港以降、明治維新を経て急速に発展する街の様子や、外国人の風俗などを描
いた浮世絵が多く作られた。これらは「横浜絵」「開化絵」などと呼ばれ文明開化
の日本を色鮮やかに今に伝えている。明治150年を機に、「横浜絵」や、国際裁判

2

として日本が初めて経験した「マリア・ルス号事件」関連資料など、当館所蔵の貴
重な歴史的資料のデジタル・アーカイブ化を推進するため、歴史・文化資料のデジ

3

県立川崎図書館における企画展示

タル化事業を実施する。
詳細について検討中。

県立金沢文庫における特別公開

明治憲法ゆかりの地である明治時代の金沢について、金沢文庫所蔵の近代資料を一
堂に集めて公開する。公開内容は以下のとおり。
・金沢文庫所蔵の明治憲法関係資料の公開
・金沢文庫において整理が完了した東屋（伊藤博文が最初に憲法構想を練った金沢
の老舗旅館）関係資料をまとまった形で初公開

4

・元勲たちを受け入れた金沢の大地主・永島家関係資料の中から、明治の元勲との
関係を示す資料を展示
・地元金沢町長をつとめ、伊藤の金沢別邸の建築・管理に深く関わった松本家資料
をまとめて展示
県立歴史博物館における特別展

・明治外交の立役者であった陸奥宗光資料（金沢文庫寄託）の公開
近年の展覧会でも大きく注目された、五姓田義松、宮川香山（真葛焼）など、西洋
の技術に学びつつ、西洋と対峙しようとした明治を代表する美術作品を中心とした
作品（写真、印刷物（木版画、銅版画、石版画）、地図や教科書、彫刻や人形など

神奈川県

5

を交えながら、200点ほどで構成予定）を一堂に会した展覧会を実施する。また、
展覧会の内容をまとめた展覧会図録を刊行する予定であり、加えて、関連イベント
として、展覧会の内容をさらに専門家が発信する講演会や、当時の技術や考え方を
湘南邸園文化祭における特別企画

実際に体験するワークショップなどの開催を予定している。
明治以降の歩みを次世代に遺すため、湘南邸園文化祭において「明治ゆかりの邸
園」をテーマとした企画を実施する。

6

邸園文化圏再生構想のホームページの 明治150年に向けた機運を高めていくため、既存ホームページを活用し「明治ゆか
7 充実

りの邸園」の情報発信を行う。

明治期にゆかりのある県立都市公園に 観音崎公園、大磯城山公園、恩賜箱根公園において、明治150年に関連したガイド
8 おける記念イベントの実施
明治維新150周年プレイベント

ツアーや展示会等の記念イベントを実施する。
平成30年に明治維新から150周年の節目を迎えるに当たり、平成25年から交流があ
る鹿児島県と連携し、明治期の神奈川を盛り上げるための機運醸成を主な目的とし
てシンポジウム等を実施する。

9

併せて、幕末から明治維新に着目した「明治維新150周年啓発イベント（仮称）」
として、広く県民に「明治維新150周年」についての周知や観光誘客を目的とする
県立図書館における企画展示等

イベントを行う。
「横浜浮世絵」をテーマにした以下のような公開講座等を行う。
・公開講座として、「浮世絵にみるヨコハマ」及び「浮世絵にみる文明開化」を実
施する。

10

・企画展示として、「ヨコハマ浮世絵散歩」及び「浮世絵にみる文明開化」を展示
する。
・また、他に明治以降約150年間のベストセラー･コレクションの企画展示、及びマ
リア・ルス号事件に関する記念講演会の実施を検討している。
県立近代美術館における展示等

11

図書室での版画作品や文献資料を中心とした明治150年関連の企画展示及び明治
150年関連の連続講演会を行うとともに、過去に実施した明治150年関連の展覧会
カタログなどの販売を行う。
5

団体名

施策名

1

施策の概要

県立歴史博物館における夏季企画展

県立歴史博物館において、日本の近代化における戊辰戦争の位置とその後を学ぶた

「戊辰戦争150年展」（仮称）

め、会津藩や奥羽越列藩同盟を中心に新潟・東北の視点から紹介する企画展を開催
する。

県立生涯学習推進センターにおける映 県立生涯学習推進センターにおいて、明治に活躍した偉人の業績などを紹介する内
2

新潟県

3

4

写会

容の映写会を開催する。

｢明治150年 明治以降の歩みを次世代
に残す｣（仮称）
県立図書館におけるふるさと講座

県立図書館において、戊辰戦争時の新潟の様々な動きについて学ぶ講座を開催す

｢戊辰戦争の局面推移と新潟開港｣

る。

県立文書館における特別企画展

県立文書館において、江戸・明治期等につくられた当館所蔵の新潟県の様々な地図

「地図にみるふるさとのすがたー描か を通して、新潟県の歴史や魅力を見つめ直すことをテーマにした企画展を開催す
れた越後・佐渡ー」

る。

新潟開港150周年記念事業

新潟開港150周年を記念するため、明治期（1869年１月１日）に開港された新潟港
において、記念式典等を開催する。

5

※新潟市申請と重複（実行委員会事務局は新潟市）
富山県公文書館における企画展・講演 富山県公文書館において、「激動の時代を生き抜いた富山」を中心に「近代富山の

1

会の開催

知事たち」、「明治の富山県」を組み合わせた企画展の開催を検討する。開催期間
に合わせた関連テーマでの講演会を検討する。

富山県立山カルデラ砂防博物館におけ 富山県立山カルデラ砂防博物館において、立山および立山カルデラの自然と歴史、
2

3

る企画展の開催

砂防事業についての企画展示を実施する。

富山県民共生センター「サンフォル

富山県民共生センター「サンフォルテ」において、馬場はる氏を中心に明治期以降

テ」における企画展「明治を駆けた煌 に活躍した富山県の女性を取り上げる企画展を実施する。パネル展示、カフェトー
めく富山の女性たち」の開催
富山県民生涯学習カレッジ

4

ク（トークイベント、大学生による研究発表会 等）、富岩水上ラインツアー（富岩
水上ラインに乗船して馬場家を巡る）を行う。
映像講座 富山県民生涯学習カレッジのプログラムの中で、近代とやまの先人の業績を取り上

「映像と講演で綴る、明治の心～富山 げ、明治に生きた人々の偉業を学ぶ。明治を偲ぶデジタル映像の紹介や、富山ゆか
の先人に学ぶ～」の開催

りの明治人の思いを伝える講演を行う。

県立図書館における明治期に関する企 県立図書館において、明治期に関する企画展を実施する。
5

画展の開催

富山県
立山博物館における企画展示等

新の影響と立山信仰の変遷を紹介する企画展を実施する。

6
水墨美術館における企画展示等

水墨美術館において、明治の工芸（七宝、金工、木彫、漆工など）とこれらを受け
継いだ現代作家の作品を紹介する。

7
内山邸における企画展示等

明治時代に最大の繁栄を迎えた内山邸に建設された柳原文庫、その収蔵品である著
名人の書、書籍、写真等を紹介する企画展を実施する。

8
金岡邸における公演の開催

明治初期の薬種商の様子を忠実に復元した金岡邸において、明治天皇がご休憩され
た名園を愛でながら優れた公演を鑑賞する催しを実施する。

9
高志の国文学館における展示等
10

立山博物館において、明治元年の神仏分離令による廃仏毀釈、立山における明治維

高志の国文学館において、明治期に文壇で活躍した富山県ゆかりの作家を紹介する
展示等を実施する。

6

団体名

施策名

施策の概要

県立美術館におけるコレクション展
石川県

県立美術館において、江戸時代の優れた技術を継承し、明治期に石川県で活躍して
いた作家や職人たちの作品を知ってもらうため、美術館が所蔵する明治時代の工芸

1

作品を中心に展観する。
幕末明治福井１５０年博（仮称）の開 ○１５０年記念展事業
催

福井県立歴史博物館および福井市立郷土歴史博物館を中核に、県内の博物館や美術
館等、計３０施設で幕末明治の福井に関する特別展・企画展を切れ目なく開催す
る。
○機運醸成イベント事業
ふるさとの歴史と魅力を学ぶ事業や、幕末ゆかりの県との交流促進を通じて、幕末

1

明治への関心を高め、１５０年博を県全体で盛り上げるとともに、県内各地の記念
展への誘客を促進する。

福井県

○広報ＰＲ・誘客事業
１５０年博を冠した地域の魅力発信イベントや、企業等との共同ＰＲにより情報発
信を行う。また、特別展と観光資源を組み合わせた旅行商品の造成を通じて、誘客
につなげる。
幕末明治福井１５０年博に関した市町 歴史スポットの整備や歴史資源の魅力を発信するための事業について市町に対する
2

に対する支援

支援を行うことで、歴史資源を”魅せる化”し、誘客拡大や歴史資源の次世代への継
承を図る。

山梨近代人物館における企画展示

展の礎を築いた先人の功績を紹介するための展示等を実施する。

1
山梨県

明治の殖産興業等に関する資料調査

県立歴史館において、大政奉還150年を記念し、明治維新の中で長野県がどのよう

県立歴史館における企画展

に成立し、人びとはそれをどのように受けとめたかを知るため、企画展「長野県誕

1

2

1

明治期の殖産興業等について調査するとともに、その貴重な資料等を可能な限り県
の財産として収集・保存する。

2

長野県

山梨近代人物館（県庁別館内）において、主に明治時代から戦前までの間、本県発

生！－公文書・古文書から読みとく」を開催する。
歴史的砂防施設「牛伏川階段工」

明治期から大正期にかけて建設された、重要文化財である歴史的砂防施設「牛伏川

100周年記念行事

階段工」の完成100周年を記念し、式典、現場見学会等を実施する。

県美術館における展示「明治150年

県美術館における所蔵品展示の特別企画として、明治の美術における変貌を、洋

近代美術の黎明」

画・日本画・工芸など代表作で振り返るとともに、その後の大正期における新展開
を紹介する「明治150年

近代美術の黎明」展を開催する。

県博物館における明治150年関連企画 近代日本の生活技術・文化の伝承を担い、新旧の女子教育をつなぐ役割を果たした
2
岐阜県

展示①「近代女性として生きよ

名和 県内の裁縫女学校に焦点を当て、名和裁縫女学校の資料を中心に紹介する。

裁縫女学校資料より」
県博物館における明治150年関連企画 明治期に天然記念物の概念を日本に広めた氏の功績を顕彰するとともに、岐阜県の

3

展示②「明治に発想！天然記念物の祖 天然記念物を紹介する。
三好学」
県博物館における明治150年関連企画 明治維新を経て大きく姿を変えた岐阜県の歴史を、県内各地に伝わる貴重な資料を

4

展示③「岐阜県誕生－清流の国ぎふの 使って紐解く。
源流を訪ねてー」

7

団体名

施策名

施策の概要

県図書館における郷土作家展示「飛山 坪内逍遥や島崎藤村をはじめとする明治、大正、昭和の郷土作家11人とそれぞれが
5

濃水の文学」

残した「言葉」を紹介するパネルのほか、原稿や本、作家の愛用品などを展示す
る。

県図書館における「ロダンと花子」関 日本と欧州の文化の懸け橋となった本県ゆかりの女性「花子」の功績を紹介する展
6

連の展示・セミナーの実施及び図書特 示やワークショップなどを開催する。
設コーナーの設置
県図書館における図録「岐阜県の中山 県図書館所蔵の古地図を中心に中山道及び美濃十六宿の古地図を掲載し、明治期の

7

道（仮称）」の製作

等）を紹介する。
国史跡

8

交通を紹介するとともに、関連ある郷土の偉人（下田歌子、島崎藤村、坪内逍遥

高山陣屋における展示「飛騨 飛騨地方では古くから養蚕が行われ、主要な産業の一つであった。今回の企画展で

の近代化を支えた産業

～蚕と糸～」 は江戸時代を含め、明治から大正、昭和にかけて飛騨の蚕糸業に関する資料を展示
して、飛騨の近代化の変遷を振り返る。

国交樹立150年を迎えるスペインのサ 同大学の創立800周年を記念したコンサートが、同大学の所在地にちなんで命名さ
9

岐阜県

10

ラマンカ大学創立800周年記念事業へ れた岐阜市のサラマンカホールにて開催されるため、これを支援する。
の支援
岐阜県さぼう遊学館におけるヨハネ

岐阜県さぼう遊学館において、明治政府に招へいされ、砂防工事などを指揮したオ

ス・デ・レーケのパネル展

ランダ人土木技術者ヨハネス・デ・レーケを紹介するパネル展を開催する。

県現代陶芸美術館における展示「美濃 西洋の陶芸・美術の潮流や技術を取り入れながら、近代的な美濃陶芸の基礎を築
11

陶芸

復興と革新」

き、革新していった作家たちの足跡を紹介する。

県図書館における郷土作家トークイベ 明治150周年にちなみ、中山道をテーマに郷土作家とゲストスピーカーを招いた
12

ント

トークイベントを開催する。

県図書館における「おとなのための岐 明治150周年にちなみ、「ロダンと花子」に関するリレートーク及び岐阜市柳津町
13

阜学講座」

出身の実業家・文化人の「原富太郎(三渓)」をとりあげる講演会・資料展示などを
開催する。

県図書館における「なつかシネマ」の 「ロダンと花子」の他、中山道を舞台とした映画作品や明治時代を舞台とした映画
14

上映

作品をはじめ、当館が所蔵する貴重なＶＨＳ、無声映画などを上映する。

ぎふ清流文化プラザにおける明治に関 明治150年にちなみ、明治から始まった舞踊（日舞・洋舞）や、明治時代に生誕し
15

静岡県

する芸術文化行事

た県の偉人（熊谷守一、原三渓等）をテーマとする芸術文化行事を開催する。

明治維新150周年記念講演

県も参加する「徳川みらい学会」において、同団体が毎年実施している、徳川宗家
当主と全国の徳川家臣の末裔の臨席を仰ぎ開催する「徳川家臣団大会」にあわせ

1

て、維新期に因んだ記念講演を開催する。
あいち航空ミュージアムにおける歴史 あいち航空ミュージアムにおいて、1/25超精密模型名機百選、年表パネル、シア

愛知県

1

展示

ターを整備し、航空機産業の歴史を紹介する。

8

団体名

施策名

施策の概要

県総合博物館における「松浦武四郎」 県総合博物館において、平成30年度に三重県出身の偉人、松浦武四郎の生誕200年
1

の企画展示の開催

称）」の中で、明治時代に関連する展示を行う。
県立図書館における企画展示の開催

三重県

を記念し、北海道及び地元松阪市と連携し開催する企画展「松浦武四郎展（仮

県立図書館において、元号特集や松浦武四郎生誕200年といった企画展示を開催す
る。

2

県立美術館における常設展での明治期 県立美術館の常設展において、明治期に縁のある作家や作品を取り上げる。
3

の作品の展示

企画展「湖国から見た明治維新」

県庁県政史料室において、明治期の県政の歩みを公文書を通じて紹介する。

1
企画展「幕末を駆け抜けた彦根藩士― 県庁県政史料室において、大老・井伊直弼が暗殺された「桜田門外の変」以後、彦
2

官軍となった井伊の「赤備え」―」

紹介する。
講演会「彦根藩の明治維新」

県庁大会議室において、彦根市歴史民俗資料室長の井伊岳夫氏による最後の藩主・
井伊直憲や彦根藩士たちが激動の幕末・明治維新期をどのように駆け抜けたのかに

3

ついての講演会を開催する。
明治150年記念講演会

滋賀県

根藩士たちはどのように激動の幕末期を駆け抜けたのか、藩士1人1人に焦点をあて

県庁大会議室において、明治期の滋賀県に関わる講演会（詳細については検討中）
を開催する。

4

明治期の県管理公共土木施設のホーム 明治期の県管理公共土木施設※をホームページで紹介する。
5 ページでの紹介

※

鎧堰堤、下山川１号堰堤、オランダ堰堤

明治期の県管理公共土木施設を活用し 明治期の県管理公共土木施設※を活用したインフラツーリズムを検討する。
6 たインフラツーリズム
明治期指定文化財の広報事業

※

鎧堰堤、下山川１号堰堤、オランダ堰堤

明治期に建設された滋賀県内における指定文化財について、県庁内展示スペースや
ホームページで紹介する。

7
明治期の所蔵図書等の企画展示

県立図書館において、明治期の所蔵図書などを企画展示する。

8
明治150年～京都府の文化・産業再興 明治期以降の文化の再興及び産業の発展に向けた京都府の挑戦の軌跡を振り返るリ

1

2
京都府

リレー講座～

レー講座（琵琶湖疏水、京都博覧会等）を開催する。

明治150年・西陣呼称550年記念京の

明治初期のジャカード織機導入により、日本の絹織物業の最高峰に至った西陣織に

織物近代化展（府市協調）

ついて、ジャカード織機や道具の展示など、織物の近代化を紹介する。

明治150年記念老舗企業経営の知恵発 明治における西陣の構造改革や近代化への挑戦及び老舗企業による経営の知恵を発

3

信講座

信する。

「歴史的建造物等保存伝承事業」とし 文化財を後世に継承するため、明治期の京都衰退の危機にも大切に保存されてきた

4

ての文化財の保護修理

重要文化財建造物の保護修理を実施する。

9

団体名

施策名

施策の概要

明治の森箕面国定公園指定50周年記念 箕面ビジターセンターにおいて、50周年記念キックオフイベントを行い、50周年
1

事業

記念事業の普及を行う。
(自然工作教室、自然観察ツアー、森の謎解き探検)

明治の森箕面国定公園指定50周年記念 箕面文化・交流センターにおける記念フォーラムなどの自然保護の機運を高める事
2

事業

業を行う。

府立中之島図書館における「明治・大 明治37年に開館した中之島図書館で、「明治・大正時代の大阪の姿（仮称）」の特
大阪府

3

正時代の大阪の姿（仮称）」特別展示 別展示を行う。

府立狭山池博物館における明治期の土 府立狭山池博物館において、明治期の土木遺産展を行う。
4

木遺産展

府政情報センター等における明治時代 府政情報センター等において、明治時代の公文書等の特別展示を行う（府公文書館
5

の公文書等の特別展示

主催）。

県政150周年１年前記念シンポジウム 平成30年7月12日に兵庫県が成立して150周年の節目を迎える。これに先立ち、１
年前の平成29年7月12日に県公館において記念シンポジウムを開催した。

1
県政150周年記念式典

開催する。

2
兵庫県

兵庫県が成立して150周年を迎える平成30年7月12日に県公館において記念式典を

県政150周年記念事業

兵庫県の歴史を振り返るとともに課題を共有し、未来を考える機会として記念事業
を実施する。事業例としては、県の歩みを記念誌として編纂したり、県の歴史資料

3

等を展示する企画展を開催（場所は県立美術館・歴史博物館・図書館など）する。
県民連携事業

地域団体やＮＰＯ法人等が主体的に取り組む、兵庫県の歴史を振り返る事業等を支
援する。

4
歴史文化資源データベースの構築

幕末・明治維新期に関連する歴史文化資源をデータベースに登載する。

1
歴史文化資源ホームページ「いかす・ ホームページ「いかす・なら」に奈良県の幕末・明治維新期についてのコンテンツ
2

なら」による情報発信

（コラム等）を掲載する。

幕末・明治をテーマとしたパネル展の 奈良県庁、万葉文化館、図書情報館、県立美術館、文化会館、県内５～１０箇所に
3

開催

おいて、幕末・明治維新期の県内各市町村の偉人とそのゆかり地等を紹介するパネ
ル展を開催する。

幕末・明治をテーマとしたシンポジウ 県立図書情報館、万葉文化館において、幕末・明治をテーマとしたシンポジウムを
4

ムの開催

開催する（コーディネーターは図書情報館長等、パネラーは偉人ゆかりの地の首長
や学識経験者等。回数は３回程度）。

幕末～明治期の県内の偉人を紹介し顕 県立図書情報館において、幕末～明治期の県内の偉人を紹介し顕彰する講演会を開
奈良県

5

彰する講演会の開催

催する（テーマとする人物（例示）は、谷三山（「興譲館」を開設）、中村直三
（明治の三老農）、今村勤三（奈良県再設置の功労者）、吉村寅太郎（天誅組）。
回数は５回程度）。

10

団体名

施策名

6

施策の概要

幕末・明治期と、その後の近代化を

民俗博物館において、幕末・明治期と、その後の近代化をテーマにした生活用具な

テーマにした民俗資料企画展の開催

どの民俗資料企画展を開催する。

明治に関連した収蔵美術品の展示

県立美術館において、明治に関連した収蔵美術品を展示する。

幕末・明治をテーマとした図書コー

県立図書情報館において、幕末・明治をテーマとした図書コーナーを開設する。

7

8

ナーの開設

市町村及び県民が実施する幕末・明治 明治150年に向けた機運を高めていくため、市町村及び県民が実施する幕末・明治
をテーマとした取組への活動支援
9

期をテーマにした取組への支援を行う（対象は市町村、県民団体等。29年度活用事
例は、「明治維新150年前祭（さきまつり）」（天誅組をはじめとする志士を顕彰
するため、地元学生による音楽演奏、鉄砲隊演武等の地域振興イベントを実

施））。
幕末・明治をテーマとしたシンポジウ 東京都内において、天誅組をテーマにしたシンポジウムを開催する（監修は奈良県
10

ムの開催

立大学客員教授の岡本彰夫氏。出演者は天誅組に関する学識経験者等）。

没後１２０年陸奥宗光シンポジウム

本県出身の偉大な先人「陸奥宗光」の没後１２０年を記念し、その功績をあらため
て顕彰するため、旧和歌山県議会議事堂において、シンポジウムを開催する。

1
和歌山県
2

特別展「明治150年記念

明治期に活躍し、日本全国に一大水彩画ブームを巻き起こした水彩画家・大下藤次

『水彩画家・大下藤次郎展』」

郎(1870-1911)が、各地を旅しながら残した美しい明治の風景を紹介する。

県立博物館・市町村教育委員会による 明治100年にあたる昭和43年度以降、県立博物館と市町村教育委員会が連携して、
1

第11次郷土視覚定点資料収集事業

集している。明治150年にあたる平成30年には、第11次目を迎え、平成31年度に
成果写真の企画展を実施する。
県立公文書館における特別企画展「明 明治時代の鳥取県のあゆみについて、主に県立公文書館が所蔵する資料をもとに展

鳥取県
2

治時代の鳥取（仮称）」

示する。

県立図書館における特別展示

県立図書館において、明治時代から始まった郵便制度により誕生した「彩色絵葉
書」を集めた展示を開催する。

1
県立図書館における展示
島根県

5年ごとに航空定点・地上定点写真によって県全域の景観の移り変わりを記録・収

する。

2
県立図書館における記念行事展示
3

県立図書館において、森鴎外など島根県に関連のある明治時代の文学作品等を紹介

県立図書館において、「図書館建築50周年記念事業」の一環として、明治6年から
の県立図書館の歴史を紹介する。

11

団体名

施策名

施策の概要

県立図書館における「明治１５０年」 県立図書館において、明治期に関連する歴史・教育・文化・産業遺産などの書籍を
1

展示（仮題）

紹介する企画展示を開催する。詳細について検討中。

県立図書館における「岡山の近代化遺 県立図書館において、岡山の近代化遺産をテーマに専門家による講演会を開催す
2
岡山県

産」講演会（仮題）

る。詳細について検討中。

県立記録資料館における「明治１５０ 県立記録資料館において、明治期に関連する歴史・教育・文化・産業遺産などの書
3

年」展示（仮題）

籍を紹介する企画展示を開催する。詳細について検討中。

県立記録資料館における「明治１５０ 県立記録資料館において、岡山の明治期をテーマにしたゼミナールを開催する。詳
4

年」ゼミナール（仮題）

細について検討中。

県立文書館における収蔵文書展

県立文書館において、明治期の貴重な資料を整理し、未来に伝えるため収蔵文書を
展示する。

1
広島県

県立図書館における収蔵図書展

県立図書館において、明治期の貴重な資料を整理し、未来に伝えるため収蔵図書を
展示する。

2

明治維新150年記念「山口ゆめ花博」 山口きらら博記念公園において、明治150年プロジェクト「やまぐち未来維新」の
中核イベント 「山口ゆめ花博」（第35回全国都市緑化やまぐちフェア ）を開催す

1

る。
明治150年記念式典

「山口ゆめ花博」会場にて記念式典を開催する。

2
観光キャンペーン「やまぐち幕末ＩＳ 平成30年の明治維新150年に向けて、幕末維新をテーマとした観光キャンペーン
ＨＩＮ祭」

「やまぐち幕末ISHIN祭」を全県で展開する。

3 （幕末維新やまぐちアフターデスティ
ネーションキャンペーン（仮称））
広域観光ＰＲプロジェクト「平成の薩 鹿児島県、山口県、高知県、佐賀県の４県が連携して、「平成の薩長土肥連合」と
4

長土肥連合」

して広域観光PRを展開する。

明治150年記念薩長土肥フォーラム

明治150年に向けた普及啓発活動を加速化させるため、明治維新にゆかりの深い、
鹿児島県・山口県・高知県・佐賀県の知事が東京で一堂に会し、フォーラムを開催

5
山口県

する。
明治１５０年記念

6

山口

明治１５０年記念
7

大学生国際会議in 国内外の学生が山口県を訪れ、幕末・明治期における先人たちの「志」や「行動

ティング

力」に思いを馳せながら、グローバルな視点から活発な討論を行った。

若者「志」ミー

県内若者を対象に、将来に向けた「志」を育み、高めるために、郷土の先人たちの
思いや偉業等を振り返りながら、現代の先駆者から学ぶミーティングを開催する。

明治１５０年記念パネル県内巡回展示 明治期の偉人を紹介するパネルを県内市町やイベント等で展示する。
8

12

団体名

施策名

施策の概要

関係資産・資料等の総合案内ポータル 県内博物館の紹介や、明治期に活躍した山口県ゆかりの人物を紹介するポータルサ
9 サイトの開設

イトを構築する。

明治150年記念後世に伝えたい山口県 山口県に関係する幕末・明治期の若者や女性等の活躍の掘り起しなどについて、若
10

11

ゆかりの人物等研究支援事業

手研究者への支援という手法で調査研究を実施する。

県立文化施設連携企画展

明治150年を記念した県立博物館・美術館等の連携企画展を開催する。

施設見学会・展示会の開催

明治期に塩業から発展し、鳴門地域の主要産業となった製薬業の歴史を学ぶため、
明治時代の製薬業を体験できる施設の見学会や、製塩業から製薬業への発展の過程

1

についてパネルで説明する展示会を開催する。

徳島県
「徳島藩の明治維新」展（仮称）

徳島県立博物館において、明治維新に関連する所蔵品及び所蔵資料の展示を行う。

2
「再発見！明治を生きた香川県の人物 県立ミュージアム等において、歴史資料等の展示や展示に関連した講演会等を開催
1 （仮称）」
する。
香川県
2

1
愛媛県
2

「香川県の誕生（仮称）」

県立文書館において、明治２１年の香川県誕生に関する資料の展示等を行う。

「いやしの南予」観光ＰＲ事業

大政奉還１５０年に合わせて、南予地域（内子、西予、八幡浜、宇和島、大洲等）

（パンフレット制作・テレビ番組制作 に点在する幕末・明治・大正の素材等を巡る街歩きパンフレットマップを制作する
放送）

とともに、テレビ番組を制作・放送し、誘客を図る。

県生涯学習センターにおける企画展

柳原極堂の生誕150周年を記念して、愛媛県生涯学習センターで所属する極堂に関

「生誕150周年記念～柳原極堂 所蔵品 する資料を公開し、俳人として、また、正岡子規顕彰者としての極堂の業績を紹介
展」

する企画展「生誕150周年記念～柳原極堂 所蔵品展」を開催する。

「志国高知 幕末維新博」の開催

大政奉還150年にあたる平成29年と明治維新150年にあたる平成30年の2か年にわ
たり、歴史を中心とした博覧会である「志国高知 幕末維新博」を開催する。県立高
知城歴史博物館と県立坂本龍馬記念館（H30.4.21リニューアルオープン）をメイ

1

ン会場とし、加えて、各地域における幕末維新の志士ゆかりの歴史文化施設など、
21の地域会場で、時代を代表する貴重な歴史史料の展示や企画展などを開催する。
歴史資源等強化事業費補助金

高知県

「志国高知 幕末維新博」の地域会場等の歴史資源の磨き上げを支援するとともに、
磨き上げた歴史資源と、その周辺の食・自然体験などと一体的な周遊コースを整備

2

することで、博覧会終了後も持続的な観光振興を目指す。
広域観光ＰＲプロジェクト「平成の薩 鹿児島県、山口県、高知県、佐賀県の４県が連携して、「平成の薩長土肥連合」と

3 長土肥連合」
明治150年記念薩長土肥フォーラム
4

して広域観光PRを展開する。
明治150年に向けた普及啓発活動を加速化させるため、明治維新にゆかりの深い、
鹿児島県・山口県・高知県・佐賀県の知事が東京で一堂に会し、フォーラムを開催
する。

13

団体名

施策名

施策の概要

明治日本の産業革命遺産のＰＲ

パンフレット作成、パネル展示等により明治日本の産業革命遺産のＰＲを行う。

近代化産業遺産をテーマとした

「明治日本の産業革命遺産 製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業」をはじめとする福岡県の

観光プロモーション

近代化産業遺産の歴史、文化、食をつなぐキャンペーン「近代化特急、福岡県。

1

2

3

BLACK EXPRESS」を実施する。
郷土資料ミニ展示

県立図書館において、「福岡と明治維新」をテーマとして、所蔵図書資料を紹介す

「福岡と明治維新」

るミニ展示を開催する。

福岡共同公文書館における企画展

福岡共同公文書館において、保存している明治期の文書を活用した企画展・講演会
を開催する。

4
福岡県

史料調査・活用事業

九州大学工学部などで活躍した建築史学の研究者 太田静六氏（1911～2009）の寄
贈史料を調査、デジタル化、公開することを通して、明治期以降の近代建築物の歩

5

みを後世に伝える。
近代建造物魅力発信事業

県内の炭坑主の住居や文明開化の象徴である鉄道関連の近代化建造物等を整備し、
その魅力をリーフレットやモデル見学コースの作成により広く発信する。

6
糸田線開業120周年記念式典

筑豊炭田の石炭輸送のため、明治期に建設された糸田線の120周年を記念する式典
を開催する。

7

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
8

の関連イベント又は展示の実施

「伝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。

肥前さが幕末維新博覧会の開催

佐賀の偉人や偉業を顕彰し、偉業を成し遂げた先人の志を未来につなぐため、肥前
さが幕末維新博覧会を開催する。

1

肥前さが幕末維新博覧会テーマ館の設 市村記念体育館を「肥前さが幕末維新博覧会」の中核施設となる展示館「幕末維新
2

置・運営

記念館」として整備し、幕末・維新期に日本初となった反射炉や鉄製大砲等の佐賀
の偉業や、日本をデザインした佐賀の偉人など、佐賀の魅力を最新の映像技術等に

よりダイナミックに紹介する。
肥前さが幕末維新博覧会テーマ館の設 旧三省銀行を仮設の展示館「葉隠みらい館」として整備し、江戸時代中期に佐賀藩
3

置・運営

士により口述・筆録された書物“葉隠”を「素晴らしく生きる」「より素晴らしい心
を育む」ための理念と捉え、その理念を紹介する。

肥前さが幕末維新博覧会テーマ館の設 旧古賀家を仮設の展示館「リアル弘道館」として整備し、佐賀藩の藩政改革の担い
4

置・運営

手となる人材を養成した藩校「弘道館」 が果たした役割を紹介する。

肥前さが幕末維新博覧会テーマ館の設 「肥前さが幕末維新博覧会」のサテライト館として、唐津市（旧唐津銀行）に唐津
5

置・運営

藩の歴史や偉人を紹介する仮設展示場を整備する。

肥前さが幕末維新博覧会テーマ館の設 「肥前さが幕末維新博覧会」のサテライト館として、鳥栖市（中冨記念くすり博物
6

置・運営

館）に対馬藩の歴史や偉人を紹介する仮設展示場を整備する。

14

団体名

施策名

施策の概要

プレイベント、オープニングイベント 肥前さが幕末維新博覧会のプレイベントとして、県全体での気運醸成のため、唐津
7

等の開催

市で教育をテーマにシンポジウムを開催する。

プレイベント、オープニングイベント 肥前さが幕末維新博覧会のプレイベントとして、県全体での気運醸成のため、鳥栖
8

等の開催

市で物流・交通をテーマにシンポジウムを開催する。

プレイベント、オープニングイベント 肥前さが幕末維新博覧会のプレイベントとして、県全体での気運醸成のため、小城
9

等の開催

市で食文化をテーマにシンポジウムを開催する。

プレイベント、オープニングイベント 肥前さが幕末維新博覧会のプレイベントとして、県全体での気運醸成のため、嬉野
佐賀県

10

等の開催

市で産業をテーマにシンポジウムを開催する。

プレイベント、オープニングイベント メイン会場となる幕末維新記念館において、博覧会開幕日にオープニングイベント
11

等の開催

を開催する。

県立美術館・博物館、佐賀城本丸歴史 県立博物館・美術館において、～佐賀が育んだ技術と歴史（仮）～をテーマとした
12

館等での特別企画展

特別企画展を開催する。

県立美術館・博物館、佐賀城本丸歴史 佐賀城本丸歴史館において、～幕末維新の佐賀（仮）～をテーマとした特別企画展
13

館等での特別企画展

を開催する。

広報・プロモーション

県内の気運醸成や県内外からの集客促進のため、他県主催のイベントや県内既存イ
ベントの機会を活用し、催事等情報や誘客促進広報等について、県内外への情報発

14

信を行う。
先覚者顕彰像の設置

北海道開拓に貢献した島義勇の開拓者精神「志」を今に活かし後世に継承するため
島義勇像を制作、設置する。

15

広域観光ＰＲプロジェクト「平成の薩 鹿児島県、山口県、高知県、佐賀県の４県が連携して、「平成の薩長土肥連合」と
16

長土肥連合」

して広域観光PRを展開する。

明治150年記念薩長土肥フォーラム

明治150年に向けた普及啓発活動を加速化させるため、明治維新にゆかりの深い、
鹿児島県・山口県・高知県・佐賀県の知事が東京で一堂に会し、フォーラムを開催

17

する。
「ユージアム・サガ」の開催

おいて、食空間を創出する「ユージアム・サガ」を開催する。

18
明治維新150年記念さが維新交付金
19

県を代表する地域資源（食・器）を活用し、明治期の建築物である佐賀レトロ館に

明治維新150年に向けた気運を醸成し、全県的な取組を促すため、市町等が実施す
る佐賀の偉業や偉人を顕彰する取組及び、その「志」を未来につなげていく取組を
支援する。

15

団体名

施策名

施策の概要

佐賀県で開催の「肥前さが幕末維新博 佐賀県で開催の「肥前さが幕末維新博覧会」において、長崎館を設置し、幕末維新
1

覧会」に長崎館の設置

期の古写真の展示等を実施し、佐賀藩と長崎の関係や長崎の魅力を広く発信し、両
県への誘客を図る。

長崎歴史文化博物館における幕末・明 長崎歴史文化博物館において、長崎を中心とした幕末・明治期の資料の特集展示を
長崎県

2

治期の資料展示

行い、観覧及び学習の機会を提供する。

既存イベントでの「明治日本の産業革 イベントにおいて、「明治日本の産業革命遺産」のパンフレットやガイドマップ等
3

命遺産」のＰＲ

の配布等を行うことにより、「明治日本の産業革命遺産」の周知・広報を行う。

熊本県博物館ネットワークセンターに 熊本県博物館ネットワークセンターにおいて、明治以降の歩みを後世に伝えるた
1

熊本県

2

おける企画展

め、明治期に熊本で活躍した人々をテーマにした企画展「知られざる明治の熊本人
（仮称）」を開催する。

くまもと文学・歴史館(熊本県立図書

くまもと文学・歴史館(熊本県立図書館)において、明治の進取敢為の歴史に学ぶた

館) 収蔵品展

め、実学党政権の樹立、廃藩置県、神風連・西南戦争の事象や、徳富蘆花など郷土
の偉人をテーマにした収蔵品展「アーカイブズに見るくまもと」、企画展「生誕１

「明治日本の産業革命遺産」のＰＲ

５０年記念徳富蘆花」を開催する。
本県資産を含む「明治日本の産業革命遺産」について、構成する８県１１市と連携
し、各種イベント等において資産のPRを行う。

3

平成３０年度特別展「福澤諭吉の文明 歴史博物館において、明治の精神に学ぶため、福澤諭吉が目指した社会について関
1

開化」（仮称）

係資料によって紹介する企画展を開催する。

企画展「日本の近代と大分の先哲」

先哲史料館において、明治の精神に学ぶため、福澤諭吉と門下生や咸宜園出身者の
活動などを紹介する。

大分県

・市町村との連携展示、先哲および時代に関わる資料収集・レプリカ作成

2

・教育普及冊子「日本の近代と大分の先哲」（仮称）の作成
・講演会「ふるさと大分の明治150年」（仮称）の開催
県立図書館における福沢諭吉関連資料 県立図書館において、明治の精神に学ぶため、大分県出身の福沢諭吉に関する企画

3

の展示

展示などを開催する。

郷土先覚者顕彰事業

郷土先覚者の偉業について啓発・教育普及を行うため、
①郷土先覚者銅像について解説するガイドの養成や銅像探訪を実施する小学校に対

宮崎県

するバス代の補助を行う。

1

②複数の郷土先覚者について学ぶ講演会を実施する。
（どの偉人について講演会を実施するかは検討中。）
・明治維新体感フェス！2017

鹿児島にしかない魅力を広く県内外に発信する各種プロモーションやイベント等の

・明治維新150周年カウントダウンイ 様々な取組を「かごしま明治維新博」と銘打って展開し、その取組の一例として明
1 ベント

治維新に関連する歴史や文化等を気軽に、そして身近に感じてもらうとともに、機
運の醸成を図るため、「明治維新体感フェス！2017」及び「カウントダウンイベ
ント」を開催する。

広域観光ＰＲプロジェクト「平成の薩 鹿児島県、山口県、高知県、佐賀県の４県が連携して、「平成の薩長土肥連合」と
2

3

長土肥連合」

して広域観光PRを展開する。

明治150年記念薩長土肥フォーラム

明治150年に向けた普及啓発活動を加速化させるため、明治維新にゆかりの深い、
鹿児島県・山口県・高知県・佐賀県の知事が東京で一堂に会し、フォーラムを開催
する。

16

団体名

施策名
薩長土肥ウォークinTOKYO

施策の概要
東京都内にある薩長土肥ゆかりの地16ヶ所の中から8ヶ所を選んでウォーキングす
るスタンプラリー形式のイベントを開催する。

4

大河ドラマ「西郷どん」キャンペーン 関係市と一体となって明治維新150周年にあたる平成30年放送の大河ドラマ「西郷
5

事業

どん」の放送効果を最大限に生かしたプロモーションの実施や大河ドラマ館の整備
支援を行い誘客を図る。

鶴丸城御楼門（ごろうもん）の建設

県指定史跡の鹿児島（鶴丸）城跡において、本丸の大手門であり、明治６年に焼失
した御楼門について、平成32年３月の完成を目標に、鹿児島の新しいシンボルとし

6

て建設に向けた取組を官民一体となって進めるとともに、鹿児島の歴史・文化・建

鹿児島県

築技術の継承を図る。
魅力ある観光地づくり事業

西郷隆盛ゆかりの地等において、観光案内板や標識、駐車場等の整備を行い、観光
客の利便性向上を図る。

7
明治維新150周年記念シンポジウム

明治維新という時代の大きな変革期における郷土の先人たちの志や偉業を見直し、
明治維新の意義を改めて考える契機とするためシンポジウムを開催する。

8

「明治日本の産業革命遺産」シンポジ 「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産としての価値について一般県民等の理
9

ウム（仮称）

解を増進し、次世代へ継承していくことを目的に、世界文化遺産の保全・活用に関
する専門家等を招聘し、シンポジウムを開催する。

明治維新150周年記念「明治日本の産 「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産としての価値について一般県民等の理
10

業革命遺産」トークショー（仮称）

解を増進し、次世代へ継承していくことを目的に、価値等についての理解増進を促
すトークショーを開催する。

明治維新150周年若手研究者育成事業 明治維新期の薩摩藩（鹿児島）に関する研究の深化を図るとともに、論文・研究成
果発表等を通じ、県内の研究者等にも還元することで、明治維新研究の更なる活性

11

化を図るため、県内外の若手研究者に対し研究経費の助成を行う。
かごしま青年塾運営事業

明治維新150周年を契機に、本県の教育的風土や伝統を生かして将来の鹿児島を担
う青年層を対象にした「かごしま青年塾」を設置し、今後、様々な分野において地

12

域社会をリードする人材を育成する。
ジョン万次郎上陸之碑建立事業への支 糸満市が実施する明治150年関連事業を支援する。

沖縄県

1

援

※予定・検討中の施策を含む。
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【指定都市】
団体名

施策名

施策の概要

重要文化財旧札幌農学校演武場（時計 重要文化財旧札幌農学校演武場（時計台）の劣化が著しい屋根や外壁の塗装等を実
1
札幌市
2

台）外部改修工事

施する。

「札幌テレビ塔」の記念ライトアッ

札幌テレビ塔の塔体にある照明を現行LEDから色彩が強いLEDとシステムを構築

プ・特別公開に向けた施設改修事業

し、札幌市の記念撮影スポットの背景として、画像や文字を表示し、北海道・札幌
の認知度の向上、明治150周年の気運を高める。また、特別表示に併せて、インバ
ウンドや障がい者などの入場を促進する多言語表示や段差の解消などを行う。

戊辰戦争150年（仮称）
仙台市

れの地域に所在する戊辰関係資料が一堂に会する巡回展示会を開催する。

1
さいたま市立漫画会館収蔵品展

さいたま市立漫画会館常設展示室改修 明治～昭和期に活躍した近代漫画の先駆者・北沢楽天の作品をデジタルアーカイブ
2

事業

没後70年
千葉市

漫画会館が所蔵する明治～昭和期に活躍した近代漫画の先駆者・北沢楽天の作品等
を展示する。

1
さいたま市

新潟県立歴史博物館、福島県立博物館及び仙台市立博物館の３館が主催し、それぞ

化し、常設展示室の改修を行う。

北野恒富展

市立美術館において、企画展「没後70年

北野恒富展」を実施する。

1
岩倉使節団記念説明板の設置

岩倉使節団の出発を記念する説明板を象の鼻パークに設置する。

横浜市歴史博物館での関連企画展

第一会場である横浜市歴史博物館において、「戊辰期の横浜の村・地域」（仮）を

1

明治維新150周年記念連携企画展「戊辰期の横浜」（仮）として開催する。

2

横浜開港資料館での関連企画展

新150周年記念連携企画展「戊辰期の横浜」（仮）として開催する。

3

横浜市

第二会場である横浜開港資料館において、「戊辰期の横浜居留地」（仮）を明治維

旧伊藤博文金沢別邸での関連歴史講座 旧伊藤博文金沢別邸において、歴史講座「『大橋新太郎と金沢』明治が生みはぐく
んだ大実業家の史跡」を開催する。

4

旧伊藤博文金沢別邸での関連歴史講座 旧伊藤博文金沢別邸において、関連歴史講座を計１～２回開催する。詳細について
検討中。

5
川崎・鶴見旧東海道ウォーク

川崎・鶴見 旧東海道ウォーキングイベントマップにおいて、明治維新関連史跡（生
麦事件碑など）を紹介する。

6

シンポジウム「日記からみる戊辰戦争 東海大学(湘南校舎）において、戊辰戦争という歴史的事件を地域の視点から捉え直
7

と地域ー明治維新150年ー」

し、あわせて現代における地域社会のありかたを展望するシンポジウムを公益財団
法人横浜市ふるさと歴史財団と共催で実施する。
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団体名

施策名

1
川崎市
2

施策の概要

大山街道ふるさと館における企画展

大山街道ふるさと館において、溝ノ口出身の蘭法医である太田東海等の医師を取り

「明治維新期における溝ノ口の生・

上げ、疫病から人々の健康を守るため、種痘の実施により天然痘撲滅に尽力したこ

老・死ー医療と衛生ー」

となどを史料をもとに解説する。

市民エンパワーメント研修

教育文化会館田島分館において、これからの川崎区の未来を考えていくため、近代

「川崎市のこれからと未来」

川崎の魁となった明治期の歴史をひもとく市民向け研修を実施する。

市立博物館及び尾崎咢堂記念館におけ 市立博物館及び尾崎咢堂記念館において、幕末～明治維新頃の資料を展示し、当該
1
相模原市

る企画展

期の相模原の歴史について理解･関心を深めてもらう。

市立図書館における展示

市立図書館において、明治期に関する図書館資料を展示し、当該期の相模原の歴史
について理解･関心を深めてもらう。

2
新潟開港150周年記念式典

明治期に開港した新潟港の開港150周年を記念して開催する。

新潟開港150周年記念シンポジウム

新潟開港150周年を記念し、新潟港の歩みや果たしてきた役割等についてのシンポ

1

ジウムを開催する。

2

「開港後の新潟港と船」展（仮）の開 新潟市歴史博物館において、明治の開港以後の新潟の街や港の移り変わりを写真や
新潟市

3

催

絵画などで紹介するとともに、新潟の港に関わった船を紹介する。

旧新潟税関庁舎等整備活用事業

明治２（1869）年に建設された重要文化財の旧新潟税関庁舎の改修を行う。

4
「旧新潟税関庁舎と史跡」展（仮）の 明治２（1869）年に建設され、重要文化財・史跡として保存されている旧新潟税
5

開催

関をはじめ、新潟の港湾施設の歴史を紹介する。

静岡市文化財協会(施設管理受託者)に 静岡市文化財協会が、静岡市立文化財資料館において、企画展「徳川慶喜と静岡
1

よる企画展

慶喜を支えた幕臣たち」を実施する。

(公財)静岡市文化振興財団(施設指定管 (公財)静岡市文化振興財団が、静岡市美術館において、講演会「日本の近代化の礎
静岡市

2

理者)による講演会

となった静岡の幕臣たち～大政奉還150周年に寄せて～」を実施する。

(公財)静岡市文化振興財団(施設指定管 (公財)静岡市文化振興財団が、静岡市美術館において、企画展「坂本龍馬没後150
3

理者)による企画展

年記念

龍馬関連資料の展示」を実施する。
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団体名

施策名

施策の概要

市立博物館における明治150年・遠州 幕末において、官軍に従軍・協力するため神職を中心に結成された有志隊「遠州報
1

報国隊結成150年特別展
「遠州報国隊

国隊」の特別展示会を開催する。

－知られざる幕末尊王

志士たち－」

浜松市

中区地域資源発掘事業～鷹野つぎと明 大正・昭和時代に活躍した浜松出身の女性作家鷹野つぎが著した2冊の明治30年代
2

治の浜松・中区～

回想記（尋常小学校時代の「四季と子供」、高等女学校時代の「娘と時代」）を復
刊出版する。20

市立博物館における普及事業

幕末に流行した「ええじゃないか」をもとに、市民参加のパフォーマンスを行う。

市立博物館における特別展

幕末から明治期に日本の文化を海外に伝えたシーボルトの活躍を紹介する。併せ

1
名古屋市

て、シーボルトと交流があった伊藤圭介も取り上げ、明治の偉人を紹介する。

2

“明治の「京都策」を体感する”琵琶湖 琵琶湖疏水通船の運行を行うとともに、琵琶湖疏水記念館で、水道水を用いた珈琲
1

疏水通船・琵琶湖疏水カフェ

等の飲み物を提供する。

町衆の情熱と浄財で創設、日本で最初 平成31年の創設150周年を控え、学校歴史博物館企画展「京都番組小学校史入門
2

の地域制小学校！番組小学校創設１５ ～創設150周年へカウントダウン～」等を通して、番組小学校の歴史や先人の志、
０周年記念プレ事業

地域の子どもは地域で育てる「竈(かまど)金(きん)の精神」を振り返る。

みんなでつくる「明治150年・京都の 市民参加型ポータルサイトを開設し、市民の方々から写真等の募集を行い、掲載す
3

キセキ」ポータルサイトの開設・運用 るなど、市民の方々と共に発信するポータルサイトを開設し運用する。

「みんなで進める明治150年プロジェ 市民グループや地域団体、企業、NPO、大学等において、今年9月～来年12月末ま
4

クト～市民、企業、大学等による関連 での間に、市内で実施される、明治150年に関連する自主事業を募集し、広報の支
事業募集～」

援を行う。

「古いアルバムに眠る、地域に残る、 明治時代頃のものと思われる写真や、大正～昭和の頃の京都の日常風景の写真、及
5

6

“明治とその後の京都”再発見！～市民 び今も京都のまちや地域に残る、明治ゆかりの場所、行事等の写真やそれぞれの写
の皆様からの写真とコメント募集～」 真投稿者のコメントを募集する。
民間企業との連携による「明治150

㈱セブン-イレブン・ジャパンをはじめとする企業や大学等と連携・協力し、それぞ

年」の周知

れの事業、商品、広報ツール等を活かした明治150年イヤーの推進を図る。

明治150年イヤー・キックオフ事業“明 明治の京都における先進的な取組や、市民生活、文化等について語るシンポジウム
7

治の京都を知る”「みんなで体感！明

治の京都～まち、ひと、くらし、文化 写した「明治の京都・写真展」及び関西電力全面協力の下、関西電力蹴上発電所特
～」
“明治の京都を旅する”明治150年記念

京都市
8

9

10

を開催するとともに、明治時代の京都のまちの景色・人の様子・くらしの情景等を

「京の冬の旅」キャンペーン

別見学会を実施する。
明治期ゆかりの寺などの非公開文化財の特別公開や、幕末・維新ゆかりの人物の足

～そし 跡をたどる定期観光特別コースなどを企画する。

て、明治維新。～
“明治を区民ぐるみで振り返る”明治

各区役所・支所が、毎月リレー形式で、区民ぐるみで明治期の足跡を振り返る講座

150年記念・各区リレー事業

等を開催する。

“明治からの京都を食で感じる”明治

レストランウインタースペシャルで、明治からの京都を食で感じる取組を実施する

150年記念「京都レストランウイン

とともに、京の食文化ミュージアム「あじわい館」で関連催しを実施する。

タースペシャル」
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団体名

施策名

施策の概要

“明治の京都を発信する”首都圏におけ 首都圏における京都ＰＲ事業である「京あるきin東京」に合わせ、明治の京都につ
11

る「明治150年記念
維新

京都講座～明治 いて語る講座を開催する。

その時、京都は～」

“明治の京都を着る”「明治のピンチを 西陣織会館でジャカード織機展示、明治のきものファッションショー等を実施する
12

チャンスに！西陣織・近代化の軌跡」 とともに、京都市考古資料館3階会議室（旧西陣織物館 貴賓室）の公開、催し等を
展

行う。

“明治からの京都の歩みをたどる”「明 四条通地下道の中央部分で、京都における明治からのまちや人々の暮らしの変遷を
13

治150年記念・みんなの写真展

～四 辿る写真展を開催する。

条地下タイムトンネル～」
近現代の大礼を記念した催しの実施

詳細について検討中。

大阪港開港150年記念式典

「大阪港開港150年」を大阪港支えてきた関係官公庁、団体、企業、市民などと共

14

に祝う式典を開催する。

1
大阪港開港150年記念シンポジウム

名人によるパネルディスカッションを開催する。

2
大阪港カッターレース

大阪湾クルーズ

大阪港開港150年を記念し、海洋思想の普及、市営港としての大阪港の役割をPR
し、広く大阪港の集客につなげるため、2隻の大型フェリー貸切による大阪湾を周

4

遊するクルーズを開催する。
大阪市長杯市民ヨットレース

大阪港開港150年を記念し、海洋思想の普及と海洋スポーツの振興を図るため、
ディンギーヨット等による市民参加型のアマチュアヨットレースを開催する。

5
ヨット体験乗艇

大阪港開港150年を記念し、アクセスディンギーヨットの体験乗艇を通して、市民
に海に対する理解と興味を深めて頂き、海洋思想の普及と海洋スポーツの振興を図

6

るために開催する。
大阪港開港150年祭 produced by

7

大阪港開港150年を記念し、市民の海や港に対する関心や理解を深めることを目的
として6人漕ぎカッターによるレースを開催する。

3

大阪市

橋爪紳也氏の基調講演のほか、「大阪港の未来戦略」をテーマに各界の有識者、著

第10回天保山まつり
未来へTASUKI ～ 往来のみなとへ ～

大阪港開港150年記念誌編纂

市民の港として発展してきた「大阪港」の開港１５０年を市民と共にお祝いし、歴
史的意義を再認識するとともに、大阪港の将来を見据え、開港150年基本コンセプ
トを踏まえた各種イベントを開催し、未来に「TASUKI」を繋ぐために開催する。
大阪港開港150年記念事業全体を総括し、また、大阪港開港からの足跡を振り返
り、これまでの歩みを未来に繋げる貴重な記録として、記念誌を編纂する。

8

さかい利晶の杜における企画展やイベ 堺市で生まれた日本近代文学を切り拓いた歌人「与謝野晶子」を顕彰する施設「さ
堺市

1

ント

かい利晶の杜(公営施設)」を中心に、晶子をテーマにした企画展や短歌関連のイベ
ントを開催する。
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団体名

施策名
神戸開港150年記念事業

神戸開港150年を記念するため、ＨＰにおいて神戸港開港後、明治期を中心に神戸
にもたらされた文化等を紹介するとともに、市内で明治時代に関連する各種イベン

1
神戸市

施策の概要

トを実施する。
明治150年を冠した神戸市文書館の企 明治時代の開かれた神戸を後世に伝えるため、また平成30年度に発刊予定である新

2

画展示

修神戸市史（生活文化編）のＰＲも兼ねて、掲載予定の内容のうち、明治期に開発
が始まった六甲山にスポットをあて、当時の様子がわかる写真や地図の展示を行

う。
岡山市が保有する明治期の記録の整理 岡山市立図書館等の岡山市の施設で保有されている岡山市にかかわる明治期の記録
1

と劣化対策及びデジタルアーカイブ化 を整理し、劣化対策を講じてデジタルアーカイブ化を進める。その成果をもとに、
あわせて明治期の地域資料の保存の意義を紹介する企画展示やセミナーを開催す
岡山市水道記念館保存事業

岡山市

る。
明治３８年に三野浄水場に整備された旧動力室・送水ポンプ室を活用した登録有形
文化財である岡山市水道記念館の耐震診断を実施し、保存に向けた改修方法を検討

2

する。
京橋水管橋保存事業

明治３８年に整備された登録有形文化財である京橋水管橋の改修方法等を検討す
る。

3

広島市郷土資料館における特別展「宇 広島市郷土資料館において、明治時代に建設された宇品港の築港から軍用港として
1

品港」

活用された時代を経て、広島港となって戦後に至るまでを概観する特別展を開催す
る。

広島市郷土資料館における特別展「明 広島市郷土資料館において、廃藩置県・市制施行・宇品築港・日清戦争など、大き
2

治時代の広島」（仮称）

な出来事が目白押しの明治時代の広島を概観する特別展を開催する。

「明治150年」を記念した植樹等の実 明治期からの歴史がある比治山公園において開催されるイベント等に合わせて、明
広島市

3

施

治150年を記念した植樹等について検討する。また、同時に明治期の写真等の資料
を市民に紹介することについて検討する。

市立中央図書館における展示

市立中央図書館において、明治期の広島に生まれた鈴木三重吉をはじめとする、広
島ゆかりの作家とその作品を紹介する展示を行う。

4

市立中央図書館におけるサテライト展 市立中央図書館において、幕末から昭和までを生きた浅野長勲について、幕末期の
5

示

動きや明治期に興した洋紙製造工場、広島藩校の再興などの功績を紹介する。併せ
て当館の前身である浅野図書館の設立についても触れる。

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」 世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」の構成資産である官営八幡製鐵
1

の構成資産である官営八幡製鐵所関連 所旧本事務所の保全計画を策定し、補修等について連携して進める。
施設の保全
「明治150年」記念を冠した世界遺産 官営八幡製鐵所旧本事務所眺望スペース、官営八幡製鐵所関連３資産等において、

2

関連イベントの開催

「明治150年」記念を冠した世界遺産関連イベントの開催を行う。

企画展「（仮）戊辰戦争と小倉藩」開 北九州市立自然史・歴史博物館において、地域の人びとにとって明治維新とは何
催事業
3

だったか、地域の人びとは明治維新にどのように関わったかという観点から、戊辰
戦争における小倉藩の動向を紹介する。
（平成28年に特別展「関門幕末維新伝」を開催したが、その内容を補完する意味を

北九州市

持つ。館蔵の小笠原家文書のほか、地元に残された歴史資料を活用する。）
日本遺産『関門”ノスタルジック”海峡 明治期の日本の発展を舞台の１つとしている日本遺産『関門”ノスタルジック”海峡
4

～時の停車場、近代化の記憶～』普及 ～時の停車場、近代化の記憶～』について、ホームページ作成、観光案内人材育
啓発等事業

成、ＰＲイベントの実施などを行う。
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団体名

施策名
「旧松本家住宅」の特別公開

森の館コンサート

国指定重要文化財で経済産業省の近代化産業遺産に認定されている「旧松本家住
宅」（明治45年完成）を身近に感じてもらうべくコンサートを実施する。

6
『新修

福岡市

日ごろ見ることのできない国指定重要文化財で経済産業省の近代化産業遺産に認定
されている「旧松本家住宅」（明治45年完成）を特別公開する。

5

1

施策の概要

福岡市史』等にみる「ふくお 『新修

福岡市史

近現代１

維新見聞記』や博物館資料等を活用し、インター

かの近代」

ネット上のコンテンツの制作等を通して、福岡の近代化を市民にひろく紹介する。

「ふくおかの近代」ワークショップ

博覧会、大学誘致、活字メディアの興隆などを担った人々の足跡をたどり、福岡の
近代化・都市化を知るワークショップを開催する。

2
熊本遺産魅力発信事業

明治期に、近代日本の構築に大きな役割を果たした「西南戦争」と「郷土の先哲」
をテーマとした熊本遺産魅力発信を行う。特に、平成29年度は西南戦争140年の節

熊本市

1

目の年にあたることから、特集ウェブサイトの開設や記念シンポジウムを開催する
ほか、市立図書館等でも関連企画展などを開催する。
※予定・検討中の施策を含む。
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