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４．市民協働

○地域振興

１．地域づくり活動事業

長浜市地域づくり指針に基づき、地域づくりを進めています。地域の課題について地域の

みんなで話し合い、協力しながら解決したり、地域の特性を生かした地域づくりを行ったり

するもので、現在、市内すべての地域で２４の協議会が設立され、地域づくり活動を「実践」

していただいています。

○協議会設立状況

・平成 18 年度 田根地区 
・平成 19 年度 南郷里地区、西黒田地区、びわ地区、長浜地区 
・平成 20 年度 六荘地区、七尾地区、神田地区、下草野地区、北郷里地区、湯田地区 
・平成 21 年度 上草野地区 
・平成 22 年度 神照地区、速水地区、高月地区、高時地区 
・平成 23 年度 杉野地区、朝日地区、小谷地区、余呉地区、西浅井地区 
・平成 24 年度 虎姫地区、伊香具地区、木之本地区 

２．自治会制度

戦後、町内会・隣組の廃止によって市内各町に自治会が発足しました。

自治会では、会長、その他の役員が選出され、町内の自治運営にあたっています。また、

市は自治会長を市政事務嘱託員として委嘱し、月２回の自治会発送をはじめ、市政事務運営

の一部を担っていただいています。

○自治会数 426（平成 27 年 4 月 1 日現在） 
市政事務嘱託員報酬 均等割 10,500 円 

                      世帯割   1,000 円／世帯 

３．自治会活動振興事業

各自治会活動の振興のため、次の支援を行っています。

・自治会活動振興交付金 均等割 17,000 円 
世帯割    590 円／世帯 

・自治会館建設事業費補助金 平成２６年度 １自治会

・バリアフリー化改修事業補助 平成２６年度 ２自治会

４．まちづくり支援事業

歴史などの地域資源を活かして、自主的に行うコミュニティ活動の健全な発展を図り、地

域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げるため、下記の助成を行っています。

・コミュニティ助成事業 平成２６年度 ４団体

５．市民活動推進事業

NPO 等市民活動団体が自主的・自発的に行う活動を支援し、豊かな社会の実現を図るた

め、市民活動団体支援事業を実施しています。

・市民活動団体支援事業 平成２６年度 １９団体

６．多文化共生推進事業

約２，９００人の外国人住民のうち、約７割がポルトガル語、スペイン語圏であることか

ら、在住外国人市民生活支援嘱託員として、ポルトガル語及びスペイン語の通訳を雇用し、

行政における通訳や広報等の翻訳を行っています。平成２６年より、新たに英語通訳を雇用

しました。

また、国際交流員（CIR）を１名招致し、地域の多文化共生の推進に努めています。
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○交通対策 

１．交通安全対策

・ 交通安全啓発活動 
・ 交通指導員 ２２人（平成 27 年 4 月 1 日現在） 
・ 交通安全活動対策事業補助 １８団体（平成 26 年度） 
・ ふるさと交通安全推進協議会 １１団体 １３名（平成 27 年 4 月 1 日現在） 

 

２．放置自転車対策、有効再利用

長浜市自転車等放置の防止に関する条例に基づき、長浜駅・田村駅周辺に放置されている自転

車を移動し、保管するとともに、保管期限が過ぎたら処分(公的利用)を行います。 
・ 撤去台数 ２１２台（平成 26 年度） 
・ リサイクル自転車 １２台（平成 26 年度） 

 

３．交通災害共済組合

交通災害共済は、滋賀県内の市町が会員となり、県民１人ひとりが掛金を出し合い、交通事故

にあわれた人に見舞金をおくり救済するための制度です。 
 

年度 加 入 者 数（人） 加 入 率（％） 共済掛金額（円） 

２２ ４４，０１９ ３５．８ ２２，００９，５００ 

２３ ３４，８７１ ２８．４ １７，４３５，５００ 

２４ ２３，６１３ １９．１ １１，８０６，５００ 

２５ ２０，８４４ １７．０ １０，４２２，０００ 

２６ １９，７８３ １６．３ ９，８９１，５００ 
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４．市営駐車場の設置

駐 車 場 名 称 駐 車 台 数 
長浜駅西駐車場 １２７台 中小型バス最大２台 
田村駅東駐車場 １６６台 
豊公園駐車場 １４４台 大型１１台 
虎姫駅前駐車場 ４４台 
河毛駅東駐車場 ６７台 
河毛駅西駐車場 １０８台 
高月駅東口駐車場 １７０台 
高月駅西口駐車場 ７０台 
木ノ本駅東駐車場 ３４台 
木ノ本駅西駐車場 ７７台 
余呉駅前駐車場 ４８台 
近江塩津駅前駐車場 ４１台 
永原駅前駐車場 ２７台 

 

５．バス路線の維持

・ 木之本米原線 
・ 近江長岡線 
・ 伊吹登山口線 
・ 長浜市内循環線 
・ 高山線 
・ びわ虎姫線 
・ 浅井線 
・ びわこ線 
・ 小谷山線 
・ 高月観音号線 
・ 金居原線 
・ 柳ヶ瀬線 
・ 丹生線 
・ 片岡西線 
・ 菅浦線 
・ 深坂線 
・ 西浅井交通ネットワーク線（注）  

＊注：市町村運営有償運送 
 

６．乗合タクシーの運行

・ 浅井地区 
・ びわ地区 
・ 西黒田・神田地区 
・ 木之本地区 
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○生涯学習施設

１．公民館

施設名 所在地 電話番号 摘　　　要

長浜公民館 高田町10-51 ＲＣ３Ｆ　建物延面積 1,081㎡

神照公民館 神照町308 ＲＣ２Ｆ　建築延面積   398㎡

南郷里公民館 新栄町1065-2 Ｓ１Ｆ　　建物延面積   985㎡

北郷里公民館 東上坂町976-7 ＲＣ２Ｆ　建物延面積   391㎡

西黒田公民館 常喜町500-1 Ｓ１Ｆ　　建物延面積   750㎡

神田公民館 加田町2727 Ｓ２Ｆ　　建物延面積   783㎡

六荘公民館（六角館） 勝町490 ＲＣ２Ｆ　建物延面積 1,422㎡

湯田公民館 内保町2645 ＲＣ２Ｆ　建物延面積　 798㎡

田根公民館 高畑町316-1 ＲＣ２Ｆ　建物延面積　 793㎡

下草野公民館 北ノ郷町105 ＲＣ２Ｆ　建物延面積　 532㎡

七尾公民館 佐野町181 Ｓ１Ｆ　　建物延面積　 763㎡

上草野公民館 野瀬町809 ＲＣ２Ｆ　建物延面積　 900㎡

びわ公民館 難波町448 ＲＣ２Ｆ　建物延面積 1,605㎡

虎姫公民館 田町108 ＲＣ３Ｆ　建物延面積 1,715㎡

湖北公民館(湖北文化ホール) 湖北町速水2745 ＲＣ２Ｆ　建物延面積 2,522㎡

高月公民館 高月町渡岸寺141-1 ＲＣ２Ｆ　建物延面積 1,927㎡

公立木之本公民館 木之本町木之本1757-2 ＲＣ３Ｆ　建物延面積 2,013㎡

西浅井公民館 西浅井町大浦2590 ＲＣ３Ｆ　建物延面積 3,400㎡

２．社会教育・文化施設

施設名 所在地 電話番号 摘　　　要

長浜文化芸術会館 大島町37 ホール456席・学習・集会室・練習室・和室

浅井文化ホール 内保町2500 大ホール483席（別に車椅子４席）・講師控室・楽屋

びわ文化学習センター 難波町505
ホール300席・会議室・サークル活動室・視聴覚室・リ
ハーサル室

虎姫文化ホール 宮部町3445 ホール288席

湖北文化ホール 湖北町速水2745 ホール264席

木之本スティックホール 木之本町木之本1757-6 ホール300席・多目的室

余呉文化ホール 余呉町中之郷2434 ホール231席・研修室・サークル活動室・図書室

長浜市民交流センター 地福寺町4-36
老人福祉センター･働く婦人の家
ふれあいホール・児童文化センター

国際文化交流ハウス(GEO) 神照町519 会議室・和室　宿泊定員20人

長浜城歴史博物館 公園町10-10 S58年開館　展示室・展望台

曳山博物館 元浜町14-8
H12年開館　展示室・伝承スタジオ・会議室・ワーク
ルーム

浅井歴史民俗資料館 大依町528
H7年開館　七りん館・糸姫の館・鍛冶部屋・郷土学習
館

五先賢の館 北野町1386
H8年開館　相応和尚、海北友松、片桐且元、小堀遠
州、小野湖山の関連資料展示

冨田人形会館 富田町758 H3年開館　舞台・客席・研修室・収蔵庫

長浜サンパレス 八幡中山町1316-3 勤労青少年ホーム　会議室・研修室

養蚕の館 相撲町604-7 多目的ホール・研修室・和室28帖

虎姫時遊館 三川町1635-2 和室研修室・小研修室・展示室・交流サロン

小谷城戦国歴史資料館 長浜市小谷郡上町139 S56開館　史跡小谷城跡と戦国大名浅井氏の資料を展示

東アジア交流ハウス雨森芳洲庵 長浜市高月町雨森1166
S59開館　雨森芳洲に関する資料を展示。展示室・書
院・研修室・茶室

余呉・茶わん祭の館 長浜市余呉町上丹生3224
H10開館　余呉茶わん祭に関する資料の展示。多目的
室、祭り展示室、生産生活体験展示室、曳山収蔵庫

北淡海・丸子船の館 長浜市西浅井町大浦582
H8開館　丸子船に関する資料の展示。丸子船（実物資
料）

国友鉄砲の里資料館 長浜市国友町534
S62開館　戦国時代から江戸時代に製作された火縄銃の
展示

高月観音の里歴史民俗資料館 長浜市高月町渡岸寺229
S59開館　湖北地方の仏像を中心とした文化財と民俗資
料等を展示
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○市民スポーツ施設

施設名 所在地 電話番号 摘　　　要

コート：2面　観覧席：440席

トレーニング室・卓球室・柔剣道場

長浜球場 宮司町70番地 64-5151 左右翼：91m　中堅：115m

長浜市民プール 神照町208番地1 64-0380 25m・児童・流水プール等

長浜市民庭球場 港町3番地80 64-5151 オムニコート16面（改修工事中）

市民競技場　トラック：400m×8ｺｰｽ

フィールド：全面芝張　スタンド：600人収容

ソフトボール場　両翼：68.6m

ゲートボール場：2面

武徳殿 朝日町13番地11 64-5151 柔道場：1面　剣道場：1面

長浜市民弓道場 宮前町13番地15 65-8787 的場：28㎡　射場6人立：82㎡

陸上競技場：400ｍトラック

多目的競技：サッカー等

夜間照明施設

浅井体育館 内保町2685番地 74-3355 バスケットボール：2面

左右翼：92m　中堅：120m

夜間照明施設、スコアーボード完備

オムニコート：７面

夜間照明施設完備

あじさいホール 富田町431番地 72-4300 ゲートボール：2面

びわ体育館 早崎町1479番地 72-2548 バスケットボール：1面

虎姫運動広場
「運動場」

宮部町3378番地1 73-4853

陸上競技場：200mトラック
ソフトボール:2面  ゲートボール：10面
野球：1面　グラウンドゴルフ：2面
夜間照明設備

虎姫運動広場
「テニスコート」

宮部町3378番地1 73-4853
クレーコート：3面
夜間照明設備

虎姫運動広場
「体育館」

五村360番地1 73-4853 バスケットボール：1面

南高田町3番地 64-5151 ソフトボール場：1面長浜屋外運動場照明施設(西中)

長浜市民体育館 宮司町1203番地 63-9806

長浜市多目的競技場 神照町208番地1 65-3399

浅井ふれあいグラウンド 大依町15番地 74-3355

大依町15番地 74-3355 バスケットボール：1面
長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ
「体育館」

大依町15番地 74-3355 25ｍ・幼児用

池奥町59番地1 74-3355 カヌー・ヨット・ボート貸出し

大依町15番地 74-3355

大依町2番地 74-3355

野瀬町730番地 軟式野球場：1面

川道町3456番地 軟式野球場：1面

長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ
「プール」

長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ
「艇庫」

浅井文化スポーツ公園
「テニスコート」

浅井屋外運動場照明施設
（旧上草野小）

びわ屋外運動場照明施設
（びわ南小）

浅井球場



37

○市民スポーツ施設

施設名 所在地 電話番号 摘　　　要

コート：2面　観覧席：440席

トレーニング室・卓球室・柔剣道場

長浜球場 宮司町70番地 64-5151 左右翼：91m　中堅：115m

長浜市民プール 神照町208番地1 64-0380 25m・児童・流水プール等

長浜市民庭球場 港町3番地80 64-5151 オムニコート16面（改修工事中）

市民競技場　トラック：400m×8ｺｰｽ

フィールド：全面芝張　スタンド：600人収容

ソフトボール場　両翼：68.6m

ゲートボール場：2面

武徳殿 朝日町13番地11 64-5151 柔道場：1面　剣道場：1面

長浜市民弓道場 宮前町13番地15 65-8787 的場：28㎡　射場6人立：82㎡

陸上競技場：400ｍトラック

多目的競技：サッカー等

夜間照明施設

浅井体育館 内保町2685番地 74-3355 バスケットボール：2面

左右翼：92m　中堅：120m

夜間照明施設、スコアーボード完備

オムニコート：７面

夜間照明施設完備

あじさいホール 富田町431番地 72-4300 ゲートボール：2面

びわ体育館 早崎町1479番地 72-2548 バスケットボール：1面

虎姫運動広場
「運動場」

宮部町3378番地1 73-4853

陸上競技場：200mトラック
ソフトボール:2面  ゲートボール：10面
野球：1面　グラウンドゴルフ：2面
夜間照明設備

虎姫運動広場
「テニスコート」

宮部町3378番地1 73-4853
クレーコート：3面
夜間照明設備

虎姫運動広場
「体育館」

五村360番地1 73-4853 バスケットボール：1面

南高田町3番地 64-5151 ソフトボール場：1面長浜屋外運動場照明施設(西中)

長浜市民体育館 宮司町1203番地 63-9806

長浜市多目的競技場 神照町208番地1 65-3399

浅井ふれあいグラウンド 大依町15番地 74-3355

大依町15番地 74-3355 バスケットボール：1面
長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ
「体育館」

大依町15番地 74-3355 25ｍ・幼児用

池奥町59番地1 74-3355 カヌー・ヨット・ボート貸出し

大依町15番地 74-3355

大依町2番地 74-3355

野瀬町730番地 軟式野球場：1面

川道町3456番地 軟式野球場：1面

長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ
「プール」

長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ
「艇庫」

浅井文化スポーツ公園
「テニスコート」

浅井屋外運動場照明施設
（旧上草野小）

びわ屋外運動場照明施設
（びわ南小）

浅井球場

施設名 所在地 電話番号 摘　　　要

山本山運動広場
「運動場」

湖北町山本2868番地 78-8300 多目的グラウンド　野球：1面

山本山運動広場
「体育館」

湖北町山本2868番地 78-8300
バスケットボール：1面
フィットネスルーム、和室等

高時川運動広場
「多目的広場」

湖北町速水2021番地 78-8300 多目的グラウンド

高時川運動広場
「テニスコート」

湖北町速水2021番地 78-8300 砂入り人工芝コート：3面

湖北体育館 湖北町速水1210番地 78-8300
バスケットボール：2面
卓球場、会議室

高月運動広場
「運動場」

高月町高月820番地1 85-3112
野球：1面　ソフトボール：2面
夜間照明設備

高月運動広場
「テニスコート」

高月町東柳野3番地1 85-3112
クレーコート：3面
夜間照明設備

高月運動広場
「体育館」

高月町東柳野3番地1 85-3112
バスケットボール：2面
柔道室、卓球室

木之本運動広場
「運動場」

木之本町西山350番地 82-5900
多目的グラウンド
夜間照明設備

木之本運動広場
「プール」

木之本町木之本2101番地1 82-5900 50m・25m・小プール

木之本運動広場
「体育館」

木之本町西山183番地3 82-5900 バレーボール：2面

余呉体育館 余呉町下余呉555番地1 86-3222 バレーボール：2面

余呉屋内グラウンド 余呉町中之郷788番地 86-3222
テニスコート：1面　フットサル：1面
ゲートボール：2面

余呉屋外運動場照明施設
（余呉小）

余呉町中之郷777番地 86-3222 軟式野球場：1面

西浅井運動広場
「運動場」

西浅井町大浦190番地1 89-1125
野球：1面　ソフトボール：2面
夜間照明設備

西浅井運動広場
「テニスコート」

西浅井町大浦190番地 89-1122
ハードコート：2面
夜間照明設備

西浅井運動広場
「グラウンドゴルフ場」

西浅井町大浦190番地1 89-1122 天然芝グラウンドゴルフ場

西浅井運動広場
「体育館」

西浅井町大浦190番地 89-1122
バスケットボール：2面
ビジタールーム等

西浅井いきいきホール 西浅井町塩津浜1795番地 89-1122 ゲートボール：2面



38

○生涯学習・文化スポーツ事業 

社会教育・生涯学習 

◎「生涯学習社会づくり基本方針」に基づき、市民一人ひとりが自己実現をめざして、お互いに

支えあい学びあう中で、その学びを生かして地域のふれあいや家族の絆を深めるとともに、「み

んながつながり、みんなでつくる長浜のまちづくり」の実現をめざします。 

 

１．生涯学習社会の推進 

（１）生涯学習推進体制の充実と活性化 

①生涯学習推進協議会の機能充実   会議年４回開催 研修会年１回開催 

②公民館等連絡協議会の機能充実   連絡会、研修会 年２～３回開催  

③社会教育委員会議の機能充実    会議年３回開催 研修会年１回開催 

④市民学芸員制度の機能充実と人材の活用 

⑤学校施設の開放と有効活用の推進 

⑥民間教育施設との連携・協力 

（２）学習機会の場の充実 

①生涯学習大学講座「長浜学」の開催（５回開催予定） 

②市内高等学校や長浜バイオ大学、公民館との連携による「淡海生涯カレッジ長浜校」の開講 

全１８回開講 

③住民ＩＴサポート事業  初歩的なＩＴ技術の講習 

初級、ワード、エクセル、ホームページ作成等 

④言葉を大切にするまちづくり推進事業 

読み聞かせ等のボランティア団体の研修・交流・育成の場の設定 

会議・年２回開催:長浜市役所等 

研修会の開催 

（３）学習情報の収集と発信 

①ホームページや生涯学習情報誌「おさそい」等の発信 随時更新 

 

２．成人教育の推進と家庭教育への支援 

（１）家庭の教育機能の充実 

①家庭教育支援総合推進事業 

   ア 長浜市家庭教育推進協議会の開催 会議・年３回開催 

   イ 家庭教育支援チームの活動支援 

   ウ 「子育てサポーター養成講座」の実施 

   エ 「お父さんが主役のイクメン講座」の実施  

オ 「子育て親育ち講座」の開設 

     就学前検診時等での子育て学習会 

     保幼小中主催子育て学習会支援 

（２）社会教育関係団体等の育成、支援 

ＰＴＡ  研修会の開催 

     校種別部会開催(幼・小・中各年１回開催) 

子ども会 研修会の開催 各地区子ども会事業への訪問指導「あそびの出前」 

（３）長浜ユネスコ協会活動への支援 

①日本語教室  毎週 水・土曜日 於：国際文化交流ハウス ＧＥＯ 

日本語ボランティア講師研修会  

②ユネスコ世界寺子屋運動 

・街頭募金：市内  



39

○生涯学習・文化スポーツ事業 

社会教育・生涯学習 

◎「生涯学習社会づくり基本方針」に基づき、市民一人ひとりが自己実現をめざして、お互いに

支えあい学びあう中で、その学びを生かして地域のふれあいや家族の絆を深めるとともに、「み

んながつながり、みんなでつくる長浜のまちづくり」の実現をめざします。 

 

１．生涯学習社会の推進 

（１）生涯学習推進体制の充実と活性化 

①生涯学習推進協議会の機能充実   会議年４回開催 研修会年１回開催 

②公民館等連絡協議会の機能充実   連絡会、研修会 年２～３回開催  

③社会教育委員会議の機能充実    会議年３回開催 研修会年１回開催 

④市民学芸員制度の機能充実と人材の活用 

⑤学校施設の開放と有効活用の推進 

⑥民間教育施設との連携・協力 

（２）学習機会の場の充実 

①生涯学習大学講座「長浜学」の開催（５回開催予定） 

②市内高等学校や長浜バイオ大学、公民館との連携による「淡海生涯カレッジ長浜校」の開講 

全１８回開講 

③住民ＩＴサポート事業  初歩的なＩＴ技術の講習 

初級、ワード、エクセル、ホームページ作成等 

④言葉を大切にするまちづくり推進事業 

読み聞かせ等のボランティア団体の研修・交流・育成の場の設定 

会議・年２回開催:長浜市役所等 

研修会の開催 

（３）学習情報の収集と発信 

①ホームページや生涯学習情報誌「おさそい」等の発信 随時更新 

 

２．成人教育の推進と家庭教育への支援 

（１）家庭の教育機能の充実 

①家庭教育支援総合推進事業 

   ア 長浜市家庭教育推進協議会の開催 会議・年３回開催 

   イ 家庭教育支援チームの活動支援 

   ウ 「子育てサポーター養成講座」の実施 

   エ 「お父さんが主役のイクメン講座」の実施  

オ 「子育て親育ち講座」の開設 

     就学前検診時等での子育て学習会 

     保幼小中主催子育て学習会支援 

（２）社会教育関係団体等の育成、支援 

ＰＴＡ  研修会の開催 

     校種別部会開催(幼・小・中各年１回開催) 

子ども会 研修会の開催 各地区子ども会事業への訪問指導「あそびの出前」 

（３）長浜ユネスコ協会活動への支援 

①日本語教室  毎週 水・土曜日 於：国際文化交流ハウス ＧＥＯ 

日本語ボランティア講師研修会  

②ユネスコ世界寺子屋運動 

・街頭募金：市内  

・書きそんじはがき回収キャンペーン 

③「平和の鐘を鳴らそう」事業の実施 ８月１５日（土） 於：大通寺 

④「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの絵画展」 入選作品を展示 市内３会場 

⑤ユネスコ協会研修会  

（４）新成人を祝うつどい 

   実 施 日  平成２８年１月１０日（日）予定 

   会  場  長浜ロイヤルホテル、湖北文化ホール、木之本スティックホール（予定） 

   事業内容  式典、実行委員会による事業実施 

   

３．青少年教育の推進 

（１）地域の教育機能の充実 

①土曜学び座事業 

   各公民館で、子どもたちの健全育成を目指し、様々な講座を展開する 

   ・市内全小学校児童を対象に毎週土曜日に体験活動を実施 

   ・学校と地域の連携協力 

   ・体験活動支援ボランティアセンターの運営 

   ・土曜学び座のつどいの実施 

②「子ども長浜学」 

長浜の歴史・伝統文化・職業体験・防災体験・科学実習等、体験活動を夏休み・冬休みに実施 

③通学合宿 

市内全域に通学合宿希望の団体を公募し、実施する団体を支援する 

  市内８地区実施予定 

  湯田地区・七尾地区・田根地区・びわ地区・虎姫地区・朝日地区・古橋地区・千田地区 

④「大好き長浜 再発見」 

中学生同士、異世代間の交流を通し新しい人間関係を築くとともにリーダーの育成を図る 

（２）生涯学習の成果を生かしたボランティアの育成 

①文化団体や生涯学習団体等の特色を生かした学校支援事業の推進 

②生涯学習指導者バンクの設置 

（３）地域ぐるみで取り組む青少年健全育成と非行防止活動の推進 （長浜青少年育成市民会議の活

動の推進） 

①有害図書等自動販売機の設置拒否等、環境浄化の推進 

②「愛のパトロール活動」青少年育成団体等 

③「滋賀県民総あいさつ運動」の推進 

④強調月間におけるのぼり旗の掲出、街頭啓発 

⑤「明るい家庭づくり」標語の募集と展示 

⑥「豊かな心をはぐくむ家庭づくり」ポスター・絵画・作文の募集と展示 

⑦中学生広場「私の思い２０１５」の意見文募集 

⑧「長浜市青少年育成市民のつどい」の実施 

  １１月２９日（日） 予定 

於：湖北文化ホール 標語、ポスター優秀作品表彰、意見発表、事例発表 

                                 

４．公民館の組織運営の充実強化 

（１）公民館等の運営の充実 

①地域に即した特色ある公民館運営と事業の充実・強化 

②地域住民との連携・協力によるまちづくりの推進 

③公民館および職員相互の連携強化、情報ネットワーク化の促進 

④地域各種団体・サークルの地域活動への指導助言、相談、学習情報の提供等の充実 

⑤職員の資質向上のための研修の充実 
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⑥地域活動の促進を図るため、生涯学習ボランティアの育成・支援 

⑦地域住民による公民館等の効果的な利用促進 

⑧指定管理者制度などを生かした民間活力の導入 

（２）地域の特性を生かした公民館事業の展開 

①地域文化活動（サークル活動等）の促進と学びを生かす事業への啓発 

②子どもの生きる力を育む環境づくり 

土曜学び座の推進 

③地域のコミュニティづくりのための事業の展開 

（まちづくりネットワークの広がり） 

④長浜市人権尊重都市推進会議、人権施策推進課との連携による「人権教育の推進」生き生き 

ふれあい懇談会、地区別人権研修会の充実 

各自治会および地域単位での「人権のつどい」４２５自治会 

⑤公民館活動の広報・啓発活動の充実 

公民館広報の充実と地域住民への公民館活動参画意識の醸成 

⑥地域課題解決に向けた公民館事業の充実 

 

文化・スポーツ振興 

◎ふるさとの文化を継承し、新たな文化を創造して人々が輝き誇りがもてるまちづくりをめざし

ます。 

◎より多くの市民が、気軽に、いつでも体力や志向にあった運動・スポーツができるまちづくり

をめざします。 

 

１．文化芸術の振興                      

（１）長浜市文化芸術振興にかかる基本方針に基づき、各事業の検証（モニタリング含む）を行い事業の

充実をめざします。 

（２）公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業団、株式会社ロハス余呉に事業委託を行い、施設と一体と

なった事業展開を行います。 

（３）第６７回長浜市美術展覧会の開催 

第１期：＜日本画、書、彫刻＞ ８月２２日（土）～ ８月２７日（木） 

第２期：＜洋画、写真、工芸＞ ９月５日（土）～ ９月１０日（木） 

会 場：長浜文化芸術会館  

開催時間： ９：００～１７：００（いずれも最終日は１６：００まで） 

（４）文化芸術振興事業の推進 

   【長浜文化芸術会館 開催事業】 会場：長浜文化芸術会館 

① 鑑賞型事業   

ア 関西フィルハーモニー管弦楽団リラックスコンサートＶＯＬ．１３ ｉｎ長浜 

８月２日（日）    

イ ファミリー人形劇                      １０月４日（日）        

ウ 伝統芸能事業 落語「ながはま寄席」           １０月３０日（金） 

エ 関西フィル弦楽メンバーと武田優美が贈る秋のロマンティックコンサート 

② 地元育成型 

ア 「Harmony with hearts」～美しき湖上の響き～（声楽）    ７月１９日（日）  

イ アンサンブルの愉しみ（バレエ）               ９月２７日（日）  

ウ タイニークリスマスコンサート                １２月６日（日）         

③ 市民参加型（青少年育成）事業 

ア 第２回長浜市中学校吹奏楽交流会             １０月１６日（金）  

イ 湖北児童生徒書初め展          １月２２日（金）～１月３１日（日）  
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⑥地域活動の促進を図るため、生涯学習ボランティアの育成・支援 

⑦地域住民による公民館等の効果的な利用促進 

⑧指定管理者制度などを生かした民間活力の導入 

（２）地域の特性を生かした公民館事業の展開 

①地域文化活動（サークル活動等）の促進と学びを生かす事業への啓発 

②子どもの生きる力を育む環境づくり 

土曜学び座の推進 

③地域のコミュニティづくりのための事業の展開 

（まちづくりネットワークの広がり） 

④長浜市人権尊重都市推進会議、人権施策推進課との連携による「人権教育の推進」生き生き 

ふれあい懇談会、地区別人権研修会の充実 

各自治会および地域単位での「人権のつどい」４２５自治会 

⑤公民館活動の広報・啓発活動の充実 

公民館広報の充実と地域住民への公民館活動参画意識の醸成 

⑥地域課題解決に向けた公民館事業の充実 

 

文化・スポーツ振興 

◎ふるさとの文化を継承し、新たな文化を創造して人々が輝き誇りがもてるまちづくりをめざし

ます。 

◎より多くの市民が、気軽に、いつでも体力や志向にあった運動・スポーツができるまちづくり

をめざします。 

 

１．文化芸術の振興                      

（１）長浜市文化芸術振興にかかる基本方針に基づき、各事業の検証（モニタリング含む）を行い事業の

充実をめざします。 

（２）公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業団、株式会社ロハス余呉に事業委託を行い、施設と一体と

なった事業展開を行います。 

（３）第６７回長浜市美術展覧会の開催 

第１期：＜日本画、書、彫刻＞ ８月２２日（土）～ ８月２７日（木） 

第２期：＜洋画、写真、工芸＞ ９月５日（土）～ ９月１０日（木） 

会 場：長浜文化芸術会館  

開催時間： ９：００～１７：００（いずれも最終日は１６：００まで） 

（４）文化芸術振興事業の推進 

   【長浜文化芸術会館 開催事業】 会場：長浜文化芸術会館 

① 鑑賞型事業   

ア 関西フィルハーモニー管弦楽団リラックスコンサートＶＯＬ．１３ ｉｎ長浜 

８月２日（日）    

イ ファミリー人形劇                      １０月４日（日）        

ウ 伝統芸能事業 落語「ながはま寄席」           １０月３０日（金） 

エ 関西フィル弦楽メンバーと武田優美が贈る秋のロマンティックコンサート 

② 地元育成型 

ア 「Harmony with hearts」～美しき湖上の響き～（声楽）    ７月１９日（日）  

イ アンサンブルの愉しみ（バレエ）               ９月２７日（日）  

ウ タイニークリスマスコンサート                １２月６日（日）         

③ 市民参加型（青少年育成）事業 

ア 第２回長浜市中学校吹奏楽交流会             １０月１６日（金）  

イ 湖北児童生徒書初め展          １月２２日（金）～１月３１日（日）  

【長浜文化芸術会館 開催事業】 会場：市内各会場 

① 地元育成型 

ア 人形浄瑠璃「冨田人形公演」     夏公演  ７月２６日（日） 【リュートプラザ】 

秋公演    １２月６日（日） 【リュートプラザ】 

② 市民参加型（青少年育成）事業 

ア 関フィルメンバーによる楽器演奏クリニック事業  ８月１８日（火） 【北中学校】 

【浅井文化ホール 開催事業】 会場：浅井文化ホール 

① 演劇「知覧のさくら」                ４月２９日（水・祝日） 

② 千代崎元昭 浅井オペラ公演            １０月２５日（日） 

③ 愛知室内オーケストラ コンサート         １１月２８日（日） 

④ 公共音楽ホール活性化事業             １２月～１月 

（５）第４０回長浜市芸術文化祭の開催                          ８月２２日（日）～１２月末 

（６）2015長浜音楽祭の開催                  １１月２１日（土）～２２日（日） 
（７）浅井・びわ・虎姫・湖北・高月・木之本・余呉・西浅井文化祭の開催支援 

（８）文化芸術団体・音楽協会等の団体支援と活動の促進（アウトリーチ事業の推進） 

 

２．生涯スポーツの充実 

（１）総合型地域スポーツクラブの設立・育成 

①総合型地域スポーツクラブの認知度の向上 

 ア 市民・スポーツ団体等を対象にした研修会・説明会の開催 

 イ 体育推進員（各自治会の事業推進）の委嘱および職務説明冊子の送付 

②総合型地域スポーツクラブ設立への支援 

 ア 設立手法に関する説明会の開催 

 イ 地域体育振興会から設立準備委員会および総合型地域スポーツクラブへの移行支援 

（２）健康づくりと交流の推進 

  ①公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業団による各種スポーツ教室の展開 

  ②長浜市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会による各種のスポーツ事業の展開 

    （木之本 eye’s・奥びわ湖スポーツクラブ・高月総合型地域スポーツクラブピース・ 

     余呉はごろもクラブ・長浜スポーツコミュニティクラブ・湖北Ｅクラブ・びわ総合型地域

スポーツクラブ設立準備委員会・虎姫総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会） 

（３）スポーツイベント 

① 第 23回 びわこ長浜ツーデーマーチ   ５月９日(土)・１０日(日)     【豊公園他】 

② 奥びわ湖健康マラソン         ５月１７日（日）     【西浅井支所周辺】 

③ 長浜市陸上競技大会          ６月７日(日)   【浅井ふれあいグラウンド】 

④ びわ湖ジョギングコンサート      ８月３０日(日)    【奥びわスポーツの森】 

⑤ 余呉湖健康マラソン         １０月４日（日）        【余呉湖周辺】 

⑥ あざいお市マラソン         １０月１１日（日） 【浅井ふれあいグラウンド】 

⑦ 長浜市駅伝競走大会          １１月３日（火）  【浅井ふれあいグラウンド】 

  

３．スポーツを支援する環境の整備・充実方策 

（１）学校体育施設の開放 

  ①開放事業にかかる情報交換会の開催 

  ②利用団体登録説明会の開催 

（２）指導者の確保と活用推進 

  ①スポーツ推進委員と体育推進員の連携による事業展開 

  ②スポーツ推進委員の資質の向上と活動の活性化  

（３）スポーツ団体の育成と各種大会への参加奨励 
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① 体育協会・スポーツ少年団の事務局支援 

② 県体・国体等出場選手の強化 

③ 全国規模大会等への出場支援  

  

施 設 活 用 

◎市民をはじめとする施設利用者が、生涯学習やスポーツを楽しんでいただけるための「安全」「安

心」な施設整備の充実を図るとともに、「気軽」に「気持ちよく」利用いただける施設の適正管

理に努めます。 

 

１．生涯学習施設の整備と充実 

市民の施設利用満足度の高い施設管理の推進 

（１）生涯学習施設の整備と充実 

  ①公民館改築計画の推進 

   ア 神照公民館の移転・新築工事 

（２）生涯学習施設改修の実施 

  ①市内公民館の改修 

   ア 市民交流センター非常照明設備修繕 

   イ 上草野公民館建具各所修繕 

②市内文化ホールの改修 

   ア びわ文化学習センター屋上及び外壁改修工事 

   イ 長浜文化芸術会館舞台照明及び舞台機構修繕 

   ウ 浅井文化ホール電話設備改修 

   エ 虎姫文化ホール舞台照明及び吊り物機構修繕 

   オ 木之本スティックホール舞台照明及び吊り物機構修繕 

③長浜市勤労青少年センター屋上防水改修工事 

（３）生涯学習施設耐震整備の推進 

① 虎姫公民館耐震診断 

② 高月公民館耐震診断 

 

２．スポーツ施設の整備と充実 

市民が利用しやすい施設管理の推進 

（１）スポーツ施設改修の実施 

① 長浜市民体育館受変電設備修繕 

② 浅井文化スポーツ公園遊具修繕 

③ 虎姫運動広場テニスコート照明設備修繕 

④ 西浅井運動広場体育館エレベーター修繕 

⑤ 山本山運動広場体育館改修工事実施設計委託 

（２）スポーツ施設耐震整備の推進 

  ① 湖北体育館大規模改修工事、同監理業務委託 

  

３．市民の施設利用満足度の高い施設管理の推進 

（１）指定管理者による施設の管理運営 

① 長浜文化芸術会館（Ｈ２６～Ｈ３０年度）→公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業団 

② 浅井文化ホール（Ｈ２６～Ｈ３０年度）→㈱ロハス余呉 

③ 長浜市民体育館等（Ｈ２６～Ｈ３０年度）→公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業団 



43

① 体育協会・スポーツ少年団の事務局支援 

② 県体・国体等出場選手の強化 

③ 全国規模大会等への出場支援  

  

施 設 活 用 

◎市民をはじめとする施設利用者が、生涯学習やスポーツを楽しんでいただけるための「安全」「安

心」な施設整備の充実を図るとともに、「気軽」に「気持ちよく」利用いただける施設の適正管

理に努めます。 

 

１．生涯学習施設の整備と充実 

市民の施設利用満足度の高い施設管理の推進 

（１）生涯学習施設の整備と充実 

  ①公民館改築計画の推進 

   ア 神照公民館の移転・新築工事 

（２）生涯学習施設改修の実施 

  ①市内公民館の改修 

   ア 市民交流センター非常照明設備修繕 

   イ 上草野公民館建具各所修繕 

②市内文化ホールの改修 

   ア びわ文化学習センター屋上及び外壁改修工事 

   イ 長浜文化芸術会館舞台照明及び舞台機構修繕 

   ウ 浅井文化ホール電話設備改修 

   エ 虎姫文化ホール舞台照明及び吊り物機構修繕 

   オ 木之本スティックホール舞台照明及び吊り物機構修繕 

③長浜市勤労青少年センター屋上防水改修工事 

（３）生涯学習施設耐震整備の推進 

① 虎姫公民館耐震診断 

② 高月公民館耐震診断 

 

２．スポーツ施設の整備と充実 

市民が利用しやすい施設管理の推進 

（１）スポーツ施設改修の実施 

① 長浜市民体育館受変電設備修繕 

② 浅井文化スポーツ公園遊具修繕 

③ 虎姫運動広場テニスコート照明設備修繕 

④ 西浅井運動広場体育館エレベーター修繕 

⑤ 山本山運動広場体育館改修工事実施設計委託 

（２）スポーツ施設耐震整備の推進 

  ① 湖北体育館大規模改修工事、同監理業務委託 

  

３．市民の施設利用満足度の高い施設管理の推進 

（１）指定管理者による施設の管理運営 

① 長浜文化芸術会館（Ｈ２６～Ｈ３０年度）→公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業団 

② 浅井文化ホール（Ｈ２６～Ｈ３０年度）→㈱ロハス余呉 

③ 長浜市民体育館等（Ｈ２６～Ｈ３０年度）→公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業団 

④ 長浜市民プール等（Ｈ２６～Ｈ３０年度）→公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業団 

⑤ 浅井文化スポーツ公園等（Ｈ２６～Ｈ３０年度）→公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業
団 

⑥ 木之本運動広場運動場・体育館（Ｈ２６～Ｈ３０）→総合型クラブ きのもと eye’s 

⑦ 長浜市勤労青少年ホーム（Ｈ２６～Ｈ３０年度）→公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業
団 

⑧ びわ体育館（Ｈ２６～Ｈ２８年度）→特定非営利活動法人Ｐ.Ｐ.Ｐ.滋賀 

⑨ 六荘公民館（Ｈ２４～Ｈ２８年度）→六荘地区地域づくり協議会 

⑩ 神田公民館（Ｈ２３～Ｈ２７年度）→神田地区まちづくり協議会 

⑪ 西黒田公民館等（Ｈ２７～Ｈ３１年度）→西黒田ふるさと振興会議 

⑫ 南郷里公民館（Ｈ２７～Ｈ２９年度）→南郷里地域づくり協議会 

⑬ 湖北公民館・湖北文化ホール（Ｈ２５年～Ｈ２９年度）→湖北まちづくり協議会（特定非営
利活動法人学びの里湖北・速水学区地域づくり協議会共同事業体） 

⑭ 高月公民館（Ｈ２７～Ｈ３１年度）→高月地域づくり協議会 

⑮ 西浅井公民館等（Ｈ２５年度～Ｈ２７年度）→西浅井地区地域づくり協議会 

（２）生涯学習、スポーツ施設の指定管理者に対するモニタリングシステムを確立・実施し、管理運

営に対する利用者の意向等を反映させます。 

（定期的にモニタリングを実施） 
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○長浜城歴史博物館 

１．施設の概要 

立 地 条 件 都市計画公園「豊公園（１６ヘクタール）」内 長浜城跡（市指定史跡） 

設 置 場 所        滋賀県長浜市公園町１０番１０号 

竣 工        昭和５７年９月１日 

開     館 昭和５８年４月５日 

敷 地 面 積        １７，０００ｍ２ 

延 床 面 積         １，８３６ｍ２ 

建 築 面 積  ６６２．１ｍ２ 

建 物 構 造        天守閣  鉄筋コンクリート造漆喰壁、３層５階建地下１階、粘土和瓦葺 

走り櫓  鉄筋コンクリート造漆喰壁、平屋建地下１階、粘土和瓦葺 

付玄関  鉄筋コンクリート造漆喰壁、平屋建、粘土和瓦葺 

各階別床面積 地階 ４８０．４ｍ２ 研修室、収蔵庫、荷解室、休憩室、資料搬入口

機械室、電気室、ＥＶ 

１階 ４９１．９ｍ２ 玄関、受付、エントランスホール、事務室、 

学芸室、収蔵庫、燻蒸室、便所、倉庫、ＥＶ 

２階 ４３２．３ｍ２ 展示室、ＥＶ 

３階 ２８３．８ｍ２ 展示室、収蔵庫、ビデオコーナー、ＥＶ 

４階 １１３．６ｍ２ 呈茶席（畳敷き）、機械室、倉庫 

５階 ３４．６ｍ２   パノラマ展望台（回廊） 

計   １，８３６．６ｍ２ 
機能別空間面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視聴覚機器           ２階  長浜城築城ジオラマ、秀吉・おね・長政モンタージュボイス、 

秀吉の足跡を訪ねて 

    ３階  ビデオ（羽柴秀吉と北近江）、湖北をたどる（ジオラマ） 

バリアフリー設備 屋外スロープ、車椅子専用リフト、車椅子（６台）、ベビーカー１台、 

多目的トイレ、エレベーター（地階～３階）、階段手摺（両側）、 

外部インターホン 

 

 

 

 
全  体 学芸空間 管理空間 利用者空間 共有空間 

延床面積 床面積 床面積 床面積 床面積 

地 階 480.4 186.1 123.9 84.8 85.6 

１ 階 491.9 158.6 120.7 121.7 90.9 

２ 階 432.3 0.0 11.0 380.8 40.5 

３ 階 283.8 16.6 10.6 231.3 25.3 

４ 階 113.6 0.0 69.7 24.9 19.0 

５ 階 34.6 0.0 0.0 34.6 0.0 

合 計 1,836.6 361.3 335.9 878.1 261.3 
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○長浜城歴史博物館 

１．施設の概要 

立 地 条 件 都市計画公園「豊公園（１６ヘクタール）」内 長浜城跡（市指定史跡） 

設 置 場 所        滋賀県長浜市公園町１０番１０号 

竣 工        昭和５７年９月１日 

開     館 昭和５８年４月５日 

敷 地 面 積        １７，０００ｍ２ 

延 床 面 積         １，８３６ｍ２ 

建 築 面 積  ６６２．１ｍ２ 

建 物 構 造        天守閣  鉄筋コンクリート造漆喰壁、３層５階建地下１階、粘土和瓦葺 

走り櫓  鉄筋コンクリート造漆喰壁、平屋建地下１階、粘土和瓦葺 

付玄関  鉄筋コンクリート造漆喰壁、平屋建、粘土和瓦葺 

各階別床面積 地階 ４８０．４ｍ２ 研修室、収蔵庫、荷解室、休憩室、資料搬入口

機械室、電気室、ＥＶ 

１階 ４９１．９ｍ２ 玄関、受付、エントランスホール、事務室、 

学芸室、収蔵庫、燻蒸室、便所、倉庫、ＥＶ 

２階 ４３２．３ｍ２ 展示室、ＥＶ 

３階 ２８３．８ｍ２ 展示室、収蔵庫、ビデオコーナー、ＥＶ 

４階 １１３．６ｍ２ 呈茶席（畳敷き）、機械室、倉庫 

５階 ３４．６ｍ２   パノラマ展望台（回廊） 

計   １，８３６．６ｍ２ 
機能別空間面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視聴覚機器           ２階  長浜城築城ジオラマ、秀吉・おね・長政モンタージュボイス、 

秀吉の足跡を訪ねて 

    ３階  ビデオ（羽柴秀吉と北近江）、湖北をたどる（ジオラマ） 

バリアフリー設備 屋外スロープ、車椅子専用リフト、車椅子（６台）、ベビーカー１台、 

多目的トイレ、エレベーター（地階～３階）、階段手摺（両側）、 

外部インターホン 

 

 

 

 
全  体 学芸空間 管理空間 利用者空間 共有空間 

延床面積 床面積 床面積 床面積 床面積 

地 階 480.4 186.1 123.9 84.8 85.6 

１ 階 491.9 158.6 120.7 121.7 90.9 

２ 階 432.3 0.0 11.0 380.8 40.5 

３ 階 283.8 16.6 10.6 231.3 25.3 

４ 階 113.6 0.0 69.7 24.9 19.0 

５ 階 34.6 0.0 0.0 34.6 0.0 

合 計 1,836.6 361.3 335.9 878.1 261.3 

２．展示事業 

①特別企画 

「秀吉の戦い・豊臣の合戦～半兵衛と官兵衛が支えました天下統一への軌跡～」 

 長浜市では「黒田官兵衛博覧会」が開催され、長浜城歴史博物館もその会場の一つとして、博覧会会期

の 12月 28日まで、秀吉を支えました官兵衛の戦いに焦点をあて、テーマにあわせた展示を行いました。 

第１回 

テーマ展 

『本能寺から賤ヶ岳合戦』 

会期：平成26年4月7日（月）～5月20日（火） 
主旨：秀吉が天下人への階梯を登る契機となった本能寺の変から賤ヶ岳合戦までのゆかり

の資料を紹介。黒田官兵衛の参陣を示す「羽柴秀吉書置」や「賤ヶ岳合戦図屏風」などを

展示しました。 

第２回 

テーマ展 

『姉川合戦と浅井氏攻め』 

会期：平成26年5月21日（水）～7月18日（金） 
主旨：秀吉が一国一城の大名となる契機となった、姉川合戦と浅井氏攻めを取り上げ、浅

井長政が記した姉川合戦唯一の「感状」や、「姉川合戦図屏風」などを展示しました。 

第３回 

テーマ展 

『浅井氏攻めと城郭』 

会期：平成26年9月9日（火）～10月21日（火） 
主旨：秀吉が一国一城の大名となる契機となった、浅井氏攻めを取り上げ、関係する小谷

城や虎御前山砦などの資料を展示しました。 

第４回 

テーマ展 

『秀吉 天下統一への戦い-長篠合戦から朝鮮出兵』 

会期：平成26年10月22日（水）～11月24日（月） 
主旨：長篠合戦図は火縄銃の存在価値を高め、国友鍛冶が注目されることとなります。小

牧長久手合戦には長浜城在番の「長浜衆」が従軍しました。また、朝鮮出兵には長浜の船

持ちが徴発され、軍勢・兵糧運搬に従事しており、この時代の湖北・長浜は天下統一の胎

動の中にあったことに注目し、関係する資料を展示しました。 

第５回 

テーマ展 

『関ヶ原合戦から大坂の陣』 

会期：平成26年11月25日（火）～12月28日（日） 
主旨：最終テーマ展は、黒田官兵衛が九州・豊後国（大分県）を平定した関ヶ原合戦と、

息子の黒田長政が従軍した大阪の陣を取り上げ、「石田三成書状」・「大坂夏の陣図」など

を展示しました。 

②特別展 

「秀吉に備えよ!!～続・羽柴秀吉の中国攻め～」 

会期：平成 26年 7月 19日（土）～9月 8日（月） 

主旨：本館では、昨年、秀吉飛躍の契機となった「中国攻め」を取り上げ、侵攻した秀吉の目線ではな

く、攻め込まれて迎え撃った播磨・備前・備中などの武将たちの立場から、侵略者としての「秀吉」を

活写しました。本年は再び「秀吉の中国攻め」を主題に据え、中国攻めを体系的に取り上げ、侵略者と

しての「秀吉」を続編として描き出しました。 

③企画展 

ユネスコ無形文化遺産に向けて「長浜曳山祭の歴史～その運営と山の姿～」 

会期：平成26年3月20日（木）～4月24日（木） 
主旨：都市の祭礼の起源である祇園祭を描いた「洛中洛外図屏風」をはじめ、江戸時代の太刀渡の様子

を描いた「紙本版画 近江長浜御祭礼長刀行列之次第」や、渡辺公観の「御幣持図」と「長浜祭曳山版

画」などを展示し、町衆によって支えられた無形文化遺産としての曳山祭の姿を紹介しました。 
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「日本中世の村落社会」～菅浦文書が語る民衆の歴史～ 

会期：平成26年11月1日（土）～11月30日（日） 
主旨：平成26年10月16日（月）、長浜市西浅井町菅浦地区の風景が「菅浦の湖岸集落景観」として、
国の「重要文化的景観」に選定されました。本展ではこれを記念し、重要文化財「菅浦文書」36 点を
展示し、日本中世の村落社会の歴史を紹介しました。 

「明治 湖北の巨匠―中川耕斎展―」 

会期：平成27年1月3日（土）～1月29日（木） 
主旨：明治時代に活躍した湖北ゆかりの絵師、中川耕斎の画業を振り返り、代表作を中心に展示公開し、

耕斎の花鳥・水墨の世界を紹介しました。 

「長浜城に初詣」 

会期：平成27年1月3日（土）～1月25日（日） 
主旨：正月にふさわしい、新春を寿ぐ毎年恒例の展示で、湖北・長浜ゆかりの画人の作品を展示公開し

ました。 
「下坂家ゆかりの資料展」 

会期：平成27年1月31日（土）～3月10日（火） 
主旨：平成 26年度に寄附のあった下坂家伝来資料 2,254点の中から、歴史的価値のある資料を展示し

ました。 

「長浜ゆかりの雛人形展」 

会期：平成27年1月31日（土）～3月10日（火） 
主旨：長浜別院大通寺に伝来する井伊家の雛人形や、長浜の旧家に伝来する御殿雛などを展示しました。 
「曳山祭関連資料展」 

平成2７年3月14日（土）～4月23日（木） 
主旨：ユネスコ無形文化遺産登録推進記念として、「日本三大山車祭」各山の模型や関連資料を展示し、

長浜曳山祭の曳山行事が祇園祭や高山祭に匹敵する祭礼であることを広めました。 

④特別陳列 

第 17回下郷共済会所蔵品展 中世公家文書の世界～『広橋文書』をひもとく～ 

会期：平成26年4月26日（土）～6月5日（木） 
主旨：一般財団法人下郷共済会と共催で、これまで１6回の所蔵品展を開催してきました。今回、第 17

回目として同財団が所蔵する公家文書「広橋文書」から有識故実（朝廷の儀式・行事の旧例）を記録

するために収集した文書を展示し、あまり知られていない中世の公家たちの姿を紹介しました。 

湖北の村々の景観 

会期：平成26年6月7日（土）～7月15日（火） 
主旨：明治時代に作成された坂田郡、浅井郡、伊香郡の３郡からなる長浜市域の村々の地籍図を紹介。

近代初頭の湖北の村々の歴史情報を読み解き、歴史資料としての高い価値を伝えました。 

特別公開「大門の不動明王坐像」 

会期：平成26年9月11日（木）～10月19日（日） 
内容：長浜市の文化財に指定されている大門町の「木造不動明王坐像（大聖寺不動堂蔵）」は、湖北地

方最大の不動明王像として知られます。本展で初公開となりました。 

「引き札から見る長浜」 

会期：平成26年9月11日（木）～10月29日（水） 
内容：シリーズ「引き札から見る長浜」の第３弾として、旧長浜町のうち三ツ矢町、神前町、永保町、

錦町などの商店ゆかりの引き札を公開しました。 
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「日本中世の村落社会」～菅浦文書が語る民衆の歴史～ 

会期：平成26年11月1日（土）～11月30日（日） 
主旨：平成26年10月16日（月）、長浜市西浅井町菅浦地区の風景が「菅浦の湖岸集落景観」として、
国の「重要文化的景観」に選定されました。本展ではこれを記念し、重要文化財「菅浦文書」36 点を
展示し、日本中世の村落社会の歴史を紹介しました。 

「明治 湖北の巨匠―中川耕斎展―」 

会期：平成27年1月3日（土）～1月29日（木） 
主旨：明治時代に活躍した湖北ゆかりの絵師、中川耕斎の画業を振り返り、代表作を中心に展示公開し、

耕斎の花鳥・水墨の世界を紹介しました。 

「長浜城に初詣」 

会期：平成27年1月3日（土）～1月25日（日） 
主旨：正月にふさわしい、新春を寿ぐ毎年恒例の展示で、湖北・長浜ゆかりの画人の作品を展示公開し

ました。 
「下坂家ゆかりの資料展」 

会期：平成27年1月31日（土）～3月10日（火） 
主旨：平成 26年度に寄附のあった下坂家伝来資料 2,254点の中から、歴史的価値のある資料を展示し

ました。 

「長浜ゆかりの雛人形展」 

会期：平成27年1月31日（土）～3月10日（火） 
主旨：長浜別院大通寺に伝来する井伊家の雛人形や、長浜の旧家に伝来する御殿雛などを展示しました。 
「曳山祭関連資料展」 

平成2７年3月14日（土）～4月23日（木） 
主旨：ユネスコ無形文化遺産登録推進記念として、「日本三大山車祭」各山の模型や関連資料を展示し、

長浜曳山祭の曳山行事が祇園祭や高山祭に匹敵する祭礼であることを広めました。 

④特別陳列 

第 17回下郷共済会所蔵品展 中世公家文書の世界～『広橋文書』をひもとく～ 

会期：平成26年4月26日（土）～6月5日（木） 
主旨：一般財団法人下郷共済会と共催で、これまで１6回の所蔵品展を開催してきました。今回、第 17

回目として同財団が所蔵する公家文書「広橋文書」から有識故実（朝廷の儀式・行事の旧例）を記録

するために収集した文書を展示し、あまり知られていない中世の公家たちの姿を紹介しました。 

湖北の村々の景観 

会期：平成26年6月7日（土）～7月15日（火） 
主旨：明治時代に作成された坂田郡、浅井郡、伊香郡の３郡からなる長浜市域の村々の地籍図を紹介。

近代初頭の湖北の村々の歴史情報を読み解き、歴史資料としての高い価値を伝えました。 

特別公開「大門の不動明王坐像」 

会期：平成26年9月11日（木）～10月19日（日） 
内容：長浜市の文化財に指定されている大門町の「木造不動明王坐像（大聖寺不動堂蔵）」は、湖北地

方最大の不動明王像として知られます。本展で初公開となりました。 

「引き札から見る長浜」 

会期：平成26年9月11日（木）～10月29日（水） 
内容：シリーズ「引き札から見る長浜」の第３弾として、旧長浜町のうち三ツ矢町、神前町、永保町、

錦町などの商店ゆかりの引き札を公開しました。 

 

 

 

 

 

３．資料収集、保存・調査研究事業 

 

（１）調査研究事業 

     調査・研究への支援、協力（委嘱・要請） 

    太田 浩司 （滋賀県美術工芸品実態調査員） 

森岡 榮一 （滋賀県銃砲刀剣類登録審査員・滋賀県美術工芸品実態調査員） 

（２）資料収集保存事業 

①館蔵品資料数（平成 25年度末現在） 

区 分 
館  蔵  品 

館蔵品小計 寄託品 収蔵品合計 
購 入 寄 贈 移管替 複 製 

絵 画 568 231 8 53 860 467 1,327 

彫 刻 1 2 0 0 3 65 68 

工 芸 59 292 0 1 352 640 992 

書 跡 27 86 7 1 121 343 464 

典 籍 143 205 0 2 350 571 921 

古文書 739 8,778 1 186 9,704 21,781 31,485 

考 古 0 32 0 6 38 218 256 

民 俗 10 3,608 0 1 3,619 4,459 8,078 

歴 史 192 820 379 13 1,404 8,451 9,855 

合 計 1,739 14,054 395 263 16,451 36,995 53,446 

 

②平成 26年度購入、寄贈および寄託資料 
区 分 分 類 資 料 名 員 数 

購入資料 
 
 

絵図 地図  京都府滋賀縣交通地圖 1枚 
絵図 地図 東宮御成婚記念 日本交通分縣地圖 1枚 
絵図 地図 滋賀縣管内全圖 1枚 

寄贈資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

絵画  牛図屏風 竹内栖鳳・都路華香書他 32点 
古文書                松葉氏資料 1点 
書跡  山岡鉄舟書他 11点 
絵画  阿弥陀三尊来迎図他 34点 
古文書  下坂文書他 1,379点 
書跡・典籍  和漢朗詠集他              下坂家資料 58点 
歴史資料  呉越山牛頭天皇境内御画図他       30点 
工芸  直槍銘下坂住兼先他 748点 
民俗  信楽焼壺他 5点 
絵画 引き札 嶋崎商店引札  1枚 
絵画 屏風 ニ十四孝図屏風 六曲一双 
絵画   山城国絵図  1舗 
書跡 地籍図 地位等級図坂田郡寺田村  1舗 
民俗   濾甕  1口 
民俗   竿秤 大  1竿 
民俗  天秤 小 1竿 
民俗   分銅 大  1箇 
民俗  分銅 小 2箇 
民俗   一升枡 1口 

寄託資料 古文書  石田三成多和田村十三條掟書 1面 
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４．普及・啓発 

（１）研究部会 

部会名 
古文書部会 古文書部会 

人物部会 美術工芸部会 考古民俗部会 
解読学習 整理実習 

指  導 江竜喜之氏 

大竹悦子 福井智英 森岡榮一 牛谷 好伸  

当館学芸員 当館学芸員 大竹悦子 当館学芸員 

    当館学芸員   

開催日時 
毎月第１木曜日 毎月第２木曜日 毎月第２水曜日 毎月第３火曜日 毎月第４火曜日 

午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 

開催内容 江龍家文書 
曽根村中川家・八戸

村桐畑家典籍 

近江・長浜ゆかりの

人物について  
絵画のみかた 考古学入門  

参加人数 ２２６名  ５０名  １７０名  １５９名  １４４名  

 

（２）臨地見学会 

  第１回 第２回 第３回 

行き先 

「摂津・播磨の官兵衛ゆかり

の史蹟を訪ねて」(日帰り) 

「官兵衛ゆかりの地を訪ね

て～筑前福岡編～」（1泊 2

日） 

「日本最大の秘仏 金剛蔵

王大権現開帳と吉野の旅」

（日帰り） 

兵庫県（多田銀山跡・多田神

社・御着城跡ほか） 

福岡県（福岡市博物館・福岡

城跡ほか） 

奈良県（金峯山寺蔵王堂・吉

水神社ほか） 

開催日 
平成 26年 6月 20日（金） 

 

平成 26年 8月 31日（日）～         

9月 1日（月） 

平成 26年 11月 19日（水） 

 

講 師 森岡榮一 当館学芸員 太田浩司 当館学芸員 福井智英 当館学芸員 

参加人数  ４４名 ３１名 ４５名 

 

（３）歴史探求ハイキング 

  第１回 第２回 第３回 

行き先 

「信長の朝倉攻めの道をた

どる－最前線の城・国吉城

－」 

「賤ヶ岳合戦の最前線 堂

木山砦・神明山砦を歩く」 「奥琵琶湖 菅浦を歩く」 

福井県三方郡美浜町 長浜市内 長浜市内 

日 時 平成 26年 5月 18日（日） 平成 26年 10月 1日（水） 平成 26年 10月 24日（金） 

講 師 牛谷好伸 当館学芸員 

中井 均氏（滋賀県立大学教

授） 

福井智英 当館学芸員 

太田浩司 当館学芸員 

参加人数 ２７名 ２４名 ４４名 
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４．普及・啓発 

（１）研究部会 

部会名 
古文書部会 古文書部会 

人物部会 美術工芸部会 考古民俗部会 
解読学習 整理実習 

指  導 江竜喜之氏 

大竹悦子 福井智英 森岡榮一 牛谷 好伸  

当館学芸員 当館学芸員 大竹悦子 当館学芸員 

    当館学芸員   

開催日時 
毎月第１木曜日 毎月第２木曜日 毎月第２水曜日 毎月第３火曜日 毎月第４火曜日 

午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 

開催内容 江龍家文書 
曽根村中川家・八戸

村桐畑家典籍 

近江・長浜ゆかりの

人物について  
絵画のみかた 考古学入門  

参加人数 ２２６名  ５０名  １７０名  １５９名  １４４名  

 

（２）臨地見学会 

  第１回 第２回 第３回 

行き先 

「摂津・播磨の官兵衛ゆかり

の史蹟を訪ねて」(日帰り) 

「官兵衛ゆかりの地を訪ね

て～筑前福岡編～」（1泊 2

日） 

「日本最大の秘仏 金剛蔵

王大権現開帳と吉野の旅」

（日帰り） 

兵庫県（多田銀山跡・多田神

社・御着城跡ほか） 

福岡県（福岡市博物館・福岡

城跡ほか） 

奈良県（金峯山寺蔵王堂・吉

水神社ほか） 

開催日 
平成 26年 6月 20日（金） 

 

平成 26年 8月 31日（日）～         

9月 1日（月） 

平成 26年 11月 19日（水） 

 

講 師 森岡榮一 当館学芸員 太田浩司 当館学芸員 福井智英 当館学芸員 

参加人数  ４４名 ３１名 ４５名 

 

（３）歴史探求ハイキング 

  第１回 第２回 第３回 

行き先 

「信長の朝倉攻めの道をた

どる－最前線の城・国吉城

－」 

「賤ヶ岳合戦の最前線 堂

木山砦・神明山砦を歩く」 「奥琵琶湖 菅浦を歩く」 

福井県三方郡美浜町 長浜市内 長浜市内 

日 時 平成 26年 5月 18日（日） 平成 26年 10月 1日（水） 平成 26年 10月 24日（金） 

講 師 牛谷好伸 当館学芸員 

中井 均氏（滋賀県立大学教

授） 

福井智英 当館学芸員 

太田浩司 当館学芸員 

参加人数 ２７名 ２４名 ４４名 

 

 

 

 

 

（４）講座 

①北近江歴史大学 

 年間テーマ「豊臣政権と黒田官兵衛」 

演  題 

第１回 第２回 第３回 第４回 

「戦国播磨史の中の

官兵衛」 

「豊臣政権の中での

官兵衛」 

「関ヶ原合戦と 

黒田家」 

「大河ドラマ『軍師 

官兵衛』で伝えました

いこと」 

開催日時 
平成26年5月 25日（日） 平成26年7月 27日（日） 平成26年9月 23日（火） 平成26年11月9日（日） 

午後 2時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 

講  師 
渡邊大門氏（大阪観

光大学客員研究員） 

津野倫明氏（高知大学

教授） 

光成準治氏（県立広島

大学講師） 

勝田夏子氏（NHKドラ

マ部プロデューサー） 

参加人数 １２２名  １２２名  １６５名  １０２名 

 

②湖北学講座 

 年間テーマ「湖北の歴史と文化」 

演  題 

第１回 第２回 第３回 第４回 

「竹中半兵衛」とそ

の一族 

「片桐且元」～その

生涯と茨木城～ 

「湖北の観音」 

～ホトケを守る心～ 

「脇坂安治とその 

顕彰活動」 

開催日時 
平成26年6月 15日（日） 平成26年7月 6日（日） 平成26年10月5日（火） 平成26年12月6日（土） 

午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 

講  師 

原田義久氏（タルイ

ピアセンター学芸

員） 

清水邦彦氏（茨木市

立文化財資料館学芸

員） 

佐々木悦也 学芸員

（高月観音の里歴史

民俗資料館） 

脇坂忠彰氏（脇坂甚

内安治侯顕彰会） 

参加人数 ９１名  ８５名  ５７名 ４６名 

 

③北近江古代・万葉ロマン講座 

 年間テーマ「万葉集に歌われた近江・湖北」 

演  題 

第１回 第２回 第３回 

「湖風 寒く吹くらむ 津

乎の崎はも－津乎の崎を考

える‐」 

「伊香山 野辺に咲きたる 

萩見れば－笠金村の通った

道‐」 

「さざれ波 磯越道なる 

能登瀬川－能登瀬川と首長

川‐」 

開催日時 
平成 26年 6 月 14日（土） 平成 26年 8 月 9 日（土） 平成 26年 10月 18日（土） 

午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 

講  師 
礒﨑 啓 氏 

（万葉研究家） 

礒﨑 啓 氏 

（万葉研究家）  

礒﨑 啓 氏 

（万葉研究家）  

参加人数 ４１名 ２７名 ２９名 
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④大河ドラマ「軍師 官兵衛」を３倍楽しむ講座 

演 題 

第１回 第２回 第３回 第４回 

「秀吉と官兵衛の出

会い」 

「官兵衛の有岡城幽

閉と松寿」 

「高松城水攻めから

賤ヶ岳合戦」 

「黒田官兵衛と 

石田三成」 

日 時 

平成 26年 4月 19日

（土） 

平成 26年 7 月 21日

（月・祝） 
平成26年10月11日（土） 

平成 26年 12月 14日

（日） 

 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分から 

講 師 太田 浩司 学芸員 
（長浜城歴史博物館館長） 

太田 浩司 学芸員 
（長浜城歴史博物館館長）  

太田 浩司 学芸員 
（長浜城歴史博物館館長）  

太田 浩司 学芸員 
（長浜城歴史博物館館長）  

会 場 勤労者福祉会館「臨湖」 勤労者福祉会館「臨湖」 勤労者福祉会館「臨湖」 勤労者福祉会館「臨湖」 

参加人数 １１４名 １３２名 １２２名 ８５名 

 

５．長浜城歴史博物館支援市民協働活動 

（１）長浜城歴史博物館友の会会員数 

  ６５１名 （平成２６年度末現在） 内訳 普通会員   ４２６ 名  

                          研究会員   １５８ 名  

                          家族会員    ５８ 名  

                          賛助会員     ９ 団体 

（２）ボランティア活動 

古文書整理ボランティア（古文書部会） 
毎月第２木曜日 午後１時３０分～ 
参加人数  ５０名 

発送ボランティア（月1回） 
会報誌「友の会だより」、チラシ等の発送作業 
参加人数  ９４名 

長浜城一門衆 
展示室での案内活動 
博物館入口での入館者案内活動 

黄母衣衆 
研究部会事業、講演会、臨地見学会などの企画立案 
友の会事業や見学会における受付・集金事務 
友の会だよりへの寄稿促進および編集・印刷作業などへ活動の展開 
講座開催時の受付担当や資料準備の補助等 

清掃ボランティア（毎月17日） 
4月～10月まで 午前７時～８時 長浜城前庭周辺 
参加人数  ８８名 

第 13回 近江中世城跡琵琶湖一周のろし駅伝 

平成 26年 11月 23日（日）午前 10時 52分発煙  参加人数 10名（当日）11名（前日準備） 

正月飾り設置 

新年に来館者をお迎えするための正月飾りをエントランスに設置。 

平成 26年 12月 27日（土） 参加人数 10名 

（３）友の会だよりの発行 

毎月１回（約800部）会報誌を発行。 
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④大河ドラマ「軍師 官兵衛」を３倍楽しむ講座 

演 題 

第１回 第２回 第３回 第４回 

「秀吉と官兵衛の出

会い」 

「官兵衛の有岡城幽

閉と松寿」 

「高松城水攻めから

賤ヶ岳合戦」 

「黒田官兵衛と 

石田三成」 

日 時 

平成 26年 4月 19日

（土） 

平成 26年 7 月 21日

（月・祝） 
平成26年10月11日（土） 

平成 26年 12月 14日

（日） 

 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分から 

講 師 太田 浩司 学芸員 
（長浜城歴史博物館館長） 

太田 浩司 学芸員 
（長浜城歴史博物館館長）  

太田 浩司 学芸員 
（長浜城歴史博物館館長）  

太田 浩司 学芸員 
（長浜城歴史博物館館長）  

会 場 勤労者福祉会館「臨湖」 勤労者福祉会館「臨湖」 勤労者福祉会館「臨湖」 勤労者福祉会館「臨湖」 

参加人数 １１４名 １３２名 １２２名 ８５名 

 

５．長浜城歴史博物館支援市民協働活動 

（１）長浜城歴史博物館友の会会員数 

  ６５１名 （平成２６年度末現在） 内訳 普通会員   ４２６ 名  

                          研究会員   １５８ 名  

                          家族会員    ５８ 名  

                          賛助会員     ９ 団体 

（２）ボランティア活動 

古文書整理ボランティア（古文書部会） 
毎月第２木曜日 午後１時３０分～ 
参加人数  ５０名 

発送ボランティア（月1回） 
会報誌「友の会だより」、チラシ等の発送作業 
参加人数  ９４名 

長浜城一門衆 
展示室での案内活動 
博物館入口での入館者案内活動 

黄母衣衆 
研究部会事業、講演会、臨地見学会などの企画立案 
友の会事業や見学会における受付・集金事務 
友の会だよりへの寄稿促進および編集・印刷作業などへ活動の展開 
講座開催時の受付担当や資料準備の補助等 

清掃ボランティア（毎月17日） 
4月～10月まで 午前７時～８時 長浜城前庭周辺 
参加人数  ８８名 

第 13回 近江中世城跡琵琶湖一周のろし駅伝 

平成 26年 11月 23日（日）午前 10時 52分発煙  参加人数 10名（当日）11名（前日準備） 

正月飾り設置 

新年に来館者をお迎えするための正月飾りをエントランスに設置。 

平成 26年 12月 27日（土） 参加人数 10名 

（３）友の会だよりの発行 

毎月１回（約800部）会報誌を発行。 

（４）その他 

①長浜城歴史博物館友の会創立３０周年記念事業の開催 

 長浜城歴史博物館友の会は昭和 60年１月に創立し、平成 26年度に 30周年を迎えたことから、創立 30

周年を祝賀し、友の会活動のさらなる飛躍と、大河ドラマ「石田三成」の誘致を目指して、記念事業を

開催しました。  

開催日時 ：平成２７年１月２４日（土） 午後１時から 

内  容 ：●創立 30周年記念式典 創立 30周年記念ソング披露 

      ●記念講演会「石田三成と関ケ原合戦～西軍はいかに戦おうとしたか～」 

       講師：歴史作家 桐野作人 氏 

      ●記念対談「石田三成の生涯と人物評価」 

       対談者：桐野作人氏×長浜城歴史博物館 太田浩司館長 

②研究会員のつどい  

平成２７年３月８日（日）午後１時３０分から 長浜城歴史博物館 研修室  参加者 56名 

 「湖北の観音と信仰」 講師：芹生春菜氏（東京藝術大学美術館 助教） 

               上松茂樹氏（長浜市高月町唐川）  

③城郭博物館三館連携講演会（共催事業） 

 平成２７年３月１日（日）午後１時３０分から 長浜文化芸術会館  参加者 233名  

  ●講演会・県談 
「近世城下町の誕生と形成 安土・長浜・彦根」 
講師 高木叙子学芸員 安土城考古博物館  太田浩司学芸員 長浜城歴史博物館 

野田浩子学芸員 彦根城博物館 
●オプショナルツアー 
長浜城下町見学  10：00～11：30  参加者 23名 
 

６．協議会 

長浜市長浜城歴史博物館協議会 

第１回 日 時：平成２６年８月２５日（月）午後１時３０分～ 

会 場：長浜城歴史博物館 研修室・展示室 

議 題：①特別展「秀吉に備えよ!!～続・羽柴秀吉の中国攻め～」観覧・講評  

②平成２６年度事業について（博物館事業・友の会事業） 

③今後の博物館活動への意見・提言 その他 

第２回 日 時：平成２７年１月１６日（金）午後１時３０分～ 

会 場：長浜城歴史博物館 研修室・展示室 

議 題：①企画展「明治 湖北の巨匠 ―中川耕斎―」観覧・講評 

②平成２６年度事業報告（博物館事業・友の会事業） 

③平成２７年度 長浜城歴史博物館展示スケジュール（案）について 

         ④今後の博物館活動への意見・提言 その他 

７．利用状況 

（１）長浜城歴史博物館入館者状況（平成 26年度）  
（単位：人） 

大  人 小  人 

170,205 21,825 

個 人 団 体 

170,452  21,578 

総入館者数 192,030 
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（２）長浜城歴史博物館入館料等状況（平成 26年度） 

（単位：円） 

長浜市長浜城歴史博物館 入館料収入 58,015,001 

 

図録等販売収入 特別利用収入 コピー等収入  
左記合計 

1,923,436 228,000 200 

財産収入 広告掲載料収入  
2,357,636 

6,000 200,000  

 

８．その他 

（１）教育普及事業 

①特別講座 

  第１回 第２回 第３回 

演  題 

「秀吉の中国攻め～鳥取城

攻めを中心に～」 
「菅浦文書研究の到達点」 

「井伊直弼の姫たち～弥千

代と砂千代～」 

特別展「秀吉に備えよ!! ～

続・羽柴秀吉の中国攻め～」

関連講座 

企画展「日本中世の村落社会 

～菅浦文書が語る民衆の歴

史～」関連講座 

企画展「長浜ゆかりの雛人形

展」関連講座 

日  時 
平成 26年 8月 24日（日） 平成 26年 11月 29日（土） 平成 27年 2月 22日（日） 

午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 

講  師 
岡村吉彦氏（鳥取県立公文書

館県史編さん室室長） 

青柳周一氏（滋賀大学経済学

部教授） 

谷口 徹氏（彦根市彦根城世

界遺産登録推進室） 

会  場 勤労者福祉会館「臨湖」 勤労者福祉会館「臨湖」 勤労者福祉会館「臨湖」 

参加人数 １２６名  １２３名 ７７名  

 
②出前講座  

１７２件   受講人数（のべ） ７，７２９人 

・市内外の公民館、学校、自治会、各種団体等の要望に応じ、講師として学芸員を派遣しました。 

 

③中学校伝統文化学習講座「長浜語り部講座」 

  長浜市立長浜西中学校 毎週月曜日 ２年生 ３校時 ３年生 ４校時 

                             ５月から１２月 １８回 

④博物館実習 

実習日：平成２６年８月１８日（月）～２３日（土） 

実習生５名受け入れ 京都女子大学２名 滋賀県立大学２名 仏教大学１名 

１日目 【講義】博物館と町づくり・長浜城歴史博物館の特色 長浜城歴史博物館・長浜城跡見学                               

２日目 展示見学 博物館の防虫・防菌最前線【講義】実技実習（拓本） 

３日目 書籍・典籍の整理 

４日目 博物館と学校教育【講義】資料整理と写真撮影 

５日目 長浜城下町の調査と研究 

６日目 展示説明 
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（２）長浜城歴史博物館入館料等状況（平成 26年度） 

（単位：円） 

長浜市長浜城歴史博物館 入館料収入 58,015,001 

 

図録等販売収入 特別利用収入 コピー等収入  
左記合計 

1,923,436 228,000 200 

財産収入 広告掲載料収入  
2,357,636 

6,000 200,000  

 

８．その他 

（１）教育普及事業 

①特別講座 

  第１回 第２回 第３回 

演  題 

「秀吉の中国攻め～鳥取城

攻めを中心に～」 
「菅浦文書研究の到達点」 

「井伊直弼の姫たち～弥千

代と砂千代～」 

特別展「秀吉に備えよ!! ～

続・羽柴秀吉の中国攻め～」

関連講座 

企画展「日本中世の村落社会 

～菅浦文書が語る民衆の歴

史～」関連講座 

企画展「長浜ゆかりの雛人形

展」関連講座 

日  時 
平成 26年 8月 24日（日） 平成 26年 11月 29日（土） 平成 27年 2月 22日（日） 

午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 午後 1時 30分～ 

講  師 
岡村吉彦氏（鳥取県立公文書

館県史編さん室室長） 

青柳周一氏（滋賀大学経済学

部教授） 

谷口 徹氏（彦根市彦根城世

界遺産登録推進室） 

会  場 勤労者福祉会館「臨湖」 勤労者福祉会館「臨湖」 勤労者福祉会館「臨湖」 

参加人数 １２６名  １２３名 ７７名  

 
②出前講座  

１７２件   受講人数（のべ） ７，７２９人 

・市内外の公民館、学校、自治会、各種団体等の要望に応じ、講師として学芸員を派遣しました。 

 

③中学校伝統文化学習講座「長浜語り部講座」 

  長浜市立長浜西中学校 毎週月曜日 ２年生 ３校時 ３年生 ４校時 

                             ５月から１２月 １８回 

④博物館実習 

実習日：平成２６年８月１８日（月）～２３日（土） 

実習生５名受け入れ 京都女子大学２名 滋賀県立大学２名 仏教大学１名 

１日目 【講義】博物館と町づくり・長浜城歴史博物館の特色 長浜城歴史博物館・長浜城跡見学                               

２日目 展示見学 博物館の防虫・防菌最前線【講義】実技実習（拓本） 

３日目 書籍・典籍の整理 

４日目 博物館と学校教育【講義】資料整理と写真撮影 

５日目 長浜城下町の調査と研究 

６日目 展示説明 

⑤「長浜城Ｈ－１グランプリ 2014」（第４回自由研究コンクール） 

市内小学５・６年生、中学生対象（応募締切 平成２６年９月１２日）  

テーマ「私たちのふるさと 長浜の歴史や人物について」 

長浜城歴史博物館や市内図書館で長浜市歴史関連の特設コーナーを設置 

 ◇「夏休み自由研究相談室」を開催 

開 催 日 会   場 

平成 26年 7月 26日（土） 長浜城歴史博物館 

平成 26年 8月 15日（火） 高月図書館 

平成 26年 8月 11日（月） 長浜城歴史博物館 

平成 26年 8月 17日（日） 長浜図書館 

◇「長浜城Ｈ－１グランプリ 2014」審査結果 

 応募作品 全２０作品（応募者数：３１名） 

   審 査 会 第１次審査 平成 26年 11月 5日（水） 

        第２次審査 平成 26年 11月 26日（水） 

       入賞５作品を選出 

◇表彰式・優秀作品発表会 平成 26年 12月 13日（土） 

 

（２）博物館管理運営事業 

①館内施設点検 

施設名 
屋内消火栓、ハロゲ
ン化物消火器、自動
火災報知設備 

空調設備 エレベータ 昇降機（リフト） 電気設備 

点検 
回数 

年１回 年４回 毎月 年４回 毎月 

 

②長浜城歴史博物館燻蒸 

酸化エチレン製剤燻蒸 

平成 26年 6月 3日（火）～6月 6日（金）４日間 

１階燻蒸庫  102㎥ 

シフェノトリン含有炭酸ガス製剤燻蒸 

平成 27年 3月 11日（水） 

収蔵庫および展示ケース等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              （写真：長浜城歴史博物館） 
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○曳山博物館 
１．施設の概要 

場所：滋賀県長浜市元浜町１４番８号 
開館：平成１２年１０月１日 
敷地面積：３１８７．５２㎡ 
延床面積：２６１７．１６㎡ 
建築面積：１７５８．０８㎡ 
構造：RC（鉄筋コンクリート）、一部 SRC（鉄骨鉄筋コンクリート）、地上３階、地下１階 
施設：常設展示室、企画展示室、映像室、修理ドック、伝承スタジオ、ワークルーム、会議室、広場 
設備：授乳室、身障者用トイレ、オストメイトトイレ、車椅子、エレベータ、スロープ 
特殊設備：ターンテーブル３台（広場、修理ドック前）、スライドテーブル２台（曳山収蔵庫） 
 

２．展示・普及事業（平成２６年度） 
曳山交替式 ４月５日 搬出山：春日山・諫皷山・月宮殿・青海山 

搬入山：髙砂山・鳳凰山・猩々丸・壽山 
常設展示  
髙砂山・鳳凰山（４月～７月、９月～１２月） 
猩々丸・壽山 （７月～９月、１２月～４月） 

特別展 
「曳山４基公開展示」 (４月６日～４月２０日) 
「歌舞伎に登場する女性たち」（１１月１０日～１２月２１日） 

企画展 
「上丹生の曳山茶碗祭紹介パネル展」（４月２１日～６月１日） 
「神になった秀吉」（６月２日～７月６日） 
「曳山祭関連資料展」（７月７日～７月２７日） 
「夏休み企画展 お金をめぐる歌舞伎千夜一夜」（７月２８日～８月３１日） 
「曳山祭関連資料展」（９月１日～１０月５日） 
「曳山職人工芸展」（１０月６日～１１月９日） 
「シリーズ干支“未”」 （１２月２２日～１月２５日） 
「シリーズ曳山の美 百花繚乱」 （１月２６日～３月８日） 
「シリーズ曳山を支えた人たち」（３月９日～４月１９日） 
「三大山車祭のヤマと資料展～長浜・祇園・高山」（3 月９日～５月１０日） 

特別出陳展示 
「土蔵から見つかった江戸時代の貨幣展」（１月２７日～１２月２８日） 

博覧会 
黒田官兵衛博覧会[城下まち館]（１月１９日～１２月２８日） 

普及事業 
・歴史探訪会「上丹生の曳山茶碗祭」５月４日 参加者２７人 
・夏休み体験教室「江戸時代のおもちゃを作ろう！」７月２５日 参加者１９人 
・夏休み体験教室「歌舞伎役者になってみよう！」７月２９日 参加者６人 
・曳山博物館臨地見学会（高山祭と白川郷－奥飛騨の文化遺産を訪ねて－１０月９日、参加者２５人） 
・曳山博物館臨地見学会（もうひとつの嵐山 技芸の佛と花の天井、未を訪ねて ３月１０日、 

参加者２５人） 

３．利用状況

入館者数（展示観覧者数） ３６，０７４人 
（うち有料観覧者数 ３１，０３７人、無料観覧者数 ５，０３７人） 
貸館利用者数 １７，５８０人  
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○曳山博物館 
１．施設の概要 

場所：滋賀県長浜市元浜町１４番８号 
開館：平成１２年１０月１日 
敷地面積：３１８７．５２㎡ 
延床面積：２６１７．１６㎡ 
建築面積：１７５８．０８㎡ 
構造：RC（鉄筋コンクリート）、一部 SRC（鉄骨鉄筋コンクリート）、地上３階、地下１階 
施設：常設展示室、企画展示室、映像室、修理ドック、伝承スタジオ、ワークルーム、会議室、広場 
設備：授乳室、身障者用トイレ、オストメイトトイレ、車椅子、エレベータ、スロープ 
特殊設備：ターンテーブル３台（広場、修理ドック前）、スライドテーブル２台（曳山収蔵庫） 
 

２．展示・普及事業（平成２６年度） 
曳山交替式 ４月５日 搬出山：春日山・諫皷山・月宮殿・青海山 

搬入山：髙砂山・鳳凰山・猩々丸・壽山 
常設展示  
髙砂山・鳳凰山（４月～７月、９月～１２月） 
猩々丸・壽山 （７月～９月、１２月～４月） 

特別展 
「曳山４基公開展示」 (４月６日～４月２０日) 
「歌舞伎に登場する女性たち」（１１月１０日～１２月２１日） 

企画展 
「上丹生の曳山茶碗祭紹介パネル展」（４月２１日～６月１日） 
「神になった秀吉」（６月２日～７月６日） 
「曳山祭関連資料展」（７月７日～７月２７日） 
「夏休み企画展 お金をめぐる歌舞伎千夜一夜」（７月２８日～８月３１日） 
「曳山祭関連資料展」（９月１日～１０月５日） 
「曳山職人工芸展」（１０月６日～１１月９日） 
「シリーズ干支“未”」 （１２月２２日～１月２５日） 
「シリーズ曳山の美 百花繚乱」 （１月２６日～３月８日） 
「シリーズ曳山を支えた人たち」（３月９日～４月１９日） 
「三大山車祭のヤマと資料展～長浜・祇園・高山」（3 月９日～５月１０日） 

特別出陳展示 
「土蔵から見つかった江戸時代の貨幣展」（１月２７日～１２月２８日） 

博覧会 
黒田官兵衛博覧会[城下まち館]（１月１９日～１２月２８日） 

普及事業 
・歴史探訪会「上丹生の曳山茶碗祭」５月４日 参加者２７人 
・夏休み体験教室「江戸時代のおもちゃを作ろう！」７月２５日 参加者１９人 
・夏休み体験教室「歌舞伎役者になってみよう！」７月２９日 参加者６人 
・曳山博物館臨地見学会（高山祭と白川郷－奥飛騨の文化遺産を訪ねて－１０月９日、参加者２５人） 
・曳山博物館臨地見学会（もうひとつの嵐山 技芸の佛と花の天井、未を訪ねて ３月１０日、 

参加者２５人） 

３．利用状況

入館者数（展示観覧者数） ３６，０７４人 
（うち有料観覧者数 ３１，０３７人、無料観覧者数 ５，０３７人） 
貸館利用者数 １７，５８０人  

○浅井歴史民俗資料館 
１． 施設の概要 

設 置 場 所        滋賀県長浜市大依町 528番地 

竣 工        平成５年 ３月 （糸姫の館） 

平成５年１２月 （七りん館） 

平成６年１０月 （郷土学習館・土蔵・鍛冶部屋・便所・受付・ポンプ室・

自転車置場） 

開     館 平成７年３月１日 

敷 地 面 積        ８１５３．０６平方メートル 

延 床 面 積        ９５２．２４平方メートル 

建 築 面 積  ７１２．２４平方メートル 

建 物 構 造        郷土学習館 鉄筋コンクリート造２階建  

         糸姫の館  ヨシ葺木造平屋建 

         七りん館  ヨシ葺木造平屋建 

         鍛冶部屋  瓦葺木造平屋建 

         土  蔵  鉄筋コンクリート造２階建 

         便  所  瓦葺木造平屋建 

 

各館別床面積 郷土学習館１階    ２７５．００平方メートル   

玄関、受付、エントランスホール、事務室、展示室、 

燻蒸室、便所、倉庫、機械室、ＥＶ 

２階  ２７５．００平方メートル 

展示室、収蔵庫、ＥＶ 

計     ５５０．００平方メートル 

             糸姫の館 １１３．３２平方メートル 

             七りん館 １２０．７３平方メートル 

          鍛冶部屋 ４９．４１平方メートル 

         土  蔵 ５１．８４平方メートル 

         便  所 １９．４４平方メートル 

         ポンプ室 ７．０４平方メートル 

         自転車置場 ３２．４６平方メートル 

視 聴 覚 機 器 １階ビデオ「羽柴秀吉と北近江」（３０分） 

         シアター「姉川合戦絵巻物シアター」（３分） 

         シアター「姉川合戦 浅井長政×織田信長 三姉妹運命のはじまり」(８分) 

２階ビデオ「羽柴秀吉と北近江」（２０分） 

バリアフリー設備 屋外スロープ、車椅子（1台）、障害者用トイレ、階段手摺 

２．展示事業 

 ◆企画展「浅井の産業ことはじめ～養蚕・製糸業～」１階展示室     

      会期：平成２６年６月１０日（火）～７月６日（日） 

趣旨：明治時代の蚕糸業の隆盛は、人々の暮らしを豊かにしたばかりか、地域の近代

化にも貢献しました。文書や養蚕書、飼育道具等をとりあげ、明治期の蚕糸業

の歩みについて紹介しました。 

   

◆企画展 「第１２回終戦記念展 －家族と離れて学童疎開－」 １階展示室     

      会期：平成２６年７月２９日（火）～８月３１日（日） 

趣旨：湖北地域の学童疎開の実態について、引率した教諭の日誌をとりあげ、家族と

離れて暮らす生徒たちの様子や地元との交流など生活の一端を紹介しました。 
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◆企画展「八雲コレクション～瓦からみた戦国時代～ 」 ２階展示室 

会期：平成２６年８月１９日（火）～平成２７年１月２５日（日） 

趣旨：昭和２７年、浅井中学校に寄贈された考古資料群「八雲書院」のうち、戦国時 

代の瓦をとりあげ、当時の瓦製作の技術や城の装飾など、瓦からみた戦国時代 

に迫りました。 

 

◆企画展「民具が語る浅井の暮らし～七りん館の収蔵資料を中心に～」 １階展示室     

      会期：平成２６年１０月２８日（火）～１１月３０日（日） 

趣旨：七りん館の収蔵資料のうち暮らしの変遷を語る生活道具をとりあげ、長い年月 

をかけて人々が築き上げ、伝承してきた生活の知恵と工夫を紹介しました。 

   

◆企画展「暮らしとあかり」  七りん館  

      会期：平成２６年１０月２８日（火）～１２月２３日（火） 

趣旨：開館２０周年を記念したあざい歴史の会との共催事業。暮らしの中で使われた

あかりの道具をとりあげ、その地域性と時代性を読み取る企画展を開催しまし

た。 

    

◆企画展「考古資料からみる小谷城」 １階展示室 

会期：平成２７年２月１３日（金）～３月２２日（日） 

趣旨：小谷城内で使われた生活用品のほか、姉川合戦や小谷攻防戦などで使用された 

と考えられる武器・武具を紹介しました。 

３． 収集・保管 

（１）新規購入資料   

名   称 数  量 

   なし  

 

（２）新規保管資料          

名   称 数  量 

   なし  

 

（２）新規受贈資料 

名   称 数  量 

   蓄音機、レコード盤他 ４１点 

 

（３）館蔵資料   

区   分 寄    贈 寄    託 合    計 

絵   画      １７          １７ 

書跡・典籍 ５９１  ５９１ 

古 文 書 ４３ ３ ４６ 

考 古 １９２  １９２ 

民 俗 ４，０１８（４１）               ４，０５９ 

歴 史 ７４ １，７５３ １，８２７ 

合   計 ４，９７６ １，７５６ ６，７３２ 

  

館蔵資料総数 ６，７３２点（４１点） ※ （ ）内は平成２６度に加わった点数。 
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◆企画展「八雲コレクション～瓦からみた戦国時代～ 」 ２階展示室 

会期：平成２６年８月１９日（火）～平成２７年１月２５日（日） 

趣旨：昭和２７年、浅井中学校に寄贈された考古資料群「八雲書院」のうち、戦国時 

代の瓦をとりあげ、当時の瓦製作の技術や城の装飾など、瓦からみた戦国時代 

に迫りました。 

 

◆企画展「民具が語る浅井の暮らし～七りん館の収蔵資料を中心に～」 １階展示室     

      会期：平成２６年１０月２８日（火）～１１月３０日（日） 

趣旨：七りん館の収蔵資料のうち暮らしの変遷を語る生活道具をとりあげ、長い年月 

をかけて人々が築き上げ、伝承してきた生活の知恵と工夫を紹介しました。 

   

◆企画展「暮らしとあかり」  七りん館  

      会期：平成２６年１０月２８日（火）～１２月２３日（火） 

趣旨：開館２０周年を記念したあざい歴史の会との共催事業。暮らしの中で使われた

あかりの道具をとりあげ、その地域性と時代性を読み取る企画展を開催しまし

た。 

    

◆企画展「考古資料からみる小谷城」 １階展示室 

会期：平成２７年２月１３日（金）～３月２２日（日） 

趣旨：小谷城内で使われた生活用品のほか、姉川合戦や小谷攻防戦などで使用された 

と考えられる武器・武具を紹介しました。 

３． 収集・保管 

（１）新規購入資料   

名   称 数  量 

   なし  

 

（２）新規保管資料          

名   称 数  量 

   なし  

 

（２）新規受贈資料 

名   称 数  量 

   蓄音機、レコード盤他 ４１点 

 

（３）館蔵資料   

区   分 寄    贈 寄    託 合    計 

絵   画      １７          １７ 

書跡・典籍 ５９１  ５９１ 

古 文 書 ４３ ３ ４６ 

考 古 １９２  １９２ 

民 俗 ４，０１８（４１）               ４，０５９ 

歴 史 ７４ １，７５３ １，８２７ 

合   計 ４，９７６ １，７５６ ６，７３２ 

  

館蔵資料総数 ６，７３２点（４１点） ※ （ ）内は平成２６度に加わった点数。 

 

４． 普及活動 

（１）民俗体験学習  

会   場    浅井歴史民俗資料館、および各学校 

内   容    トウミ・足踏み脱穀機・石臼等の民俗資料を用いた学習。「あざい歴史

の会」のボランティアスタッフとともに「昔のくらし」を体験する。そ

の他、収蔵資料を利用した「戦時中の話を聞こう」の出講。 

 

番号 学習内容 学校学年等 人数 実施年月日（曜日） 

１ まが玉をつくろう 速水小学校５年 54人 平成２７年 ６月２２日（日） 

２ 総合学習 戦時中のくらし 長浜北小学校６年 70人 平成２６年１０月 ９日（木） 

３ 総合学習 戦時中のくらし 長浜北小学校６年 70人 平成２６年１０月１０日（金） 

４ 総合学習 民俗資料を使って 朝日小学校３年 23人 平成２６年１０月２８日（火） 

５ 総合学習 地域の歴史 湯田小学校６年 130人 平成２６年１１月 １日（土） 

６ 総合学習 民俗資料を使って 長浜北小学校３年 146人 平成２６年１１月 ７日（金） 

７ 総合学習 浅井三代と三姉妹 長浜小学校６年 26人 平成２６年１１月１８日（火） 

８ 総合学習 民俗資料を使って 虎姫小学校３年 38人 平成２７年 １月１５日（木） 

９ 総合学習 民俗資料を使って 神照小学校３年 106人 平成２７年 １月１６日（金） 

１０ 総合学習 民俗資料を使って 長浜小学校３年 66人 平成２７年 １月２０日（火） 

１１ 総合学習 民俗資料を使って 長浜小学校３年 67人 平成２７年 １月２１日（水） 

１２ 総合学習 民俗資料を使って 小谷小学校３年 24人 平成２７年 １月２２日（木） 

１３ 総合学習 民俗資料を使って 浅井小学校３年 46人 平成２７年 １月２３日（金） 

１４ 総合学習 民俗資料を使って 湯田小学校３年 74人 平成２７年 １月２７日（火） 

１５ 総合学習 民俗資料を使って びわ北小学校３年 23人 平成２７年 １月２８日（水） 

１６ 総合学習 民俗資料を使って 南郷里小学校３年 100人 平成２７年 １月３０日（金） 

１７ 総合学習 民俗資料を使って 塩津小学校３年 11人 平成２７年 ２月 ３日（火） 

１８ 総合学習 民俗資料を使って 永原小学校３年 14人 平成２７年 ２月 ３日（火） 

１９ 総合学習 民俗資料を使って 高時小学校３年 10人 平成２７年 ２月 ３日（火） 

２０ 総合学習 民俗資料を使って 杉野小学校３年  2人 平成２７年 ２月 ３日（火） 

２１ 総合学習 民俗資料を使って 北郷里小学校３年 32人 平成２７年 ２月 ４日（水） 

２２ 総合学習 民俗資料を使って 七尾小学校３年 9人 平成２７年 ２月 ５日（木） 

２３ 総合学習 民俗資料を使って 田根小学校３年 7人 平成２７年 ２月 ５日（木） 

２４ 総合学習 民俗資料を使って 余呉小学校３年 17人 平成２７年 ２月 ６日（金） 

２５ 総合学習 民俗資料を使って 
彦根市立 

城西小学校３年 
66人 平成２７年 ２月１３日（金） 

２６ 総合学習 民俗資料を使って 木之本小学校３年 31人 平成２７年 ２月１７日（火） 

２７ 総合学習 民俗資料を使って びわ南小学校３年 52人 平成２７年 ２月１８日（水） 

２８ 総合学習 民俗資料を使って 速水小学校３年 43人 平成２７年 ２月２０日（金） 

２９ 総合学習 民俗資料を使って 長浜南小学校３年 76人 平成２７年 ２月２７日（金） 
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（２）あざい歴史の会連携事業  

●歴史講座 

会   場   浅井図書館視聴覚室 

①「湖北の製糸業」 

開 催 日  平成２６年 ６月２０日（金）  

講   師  粕渕 宏昭氏（滋賀県民俗学会 理事） 

参 加 者  ２７人 

 

②「草野川流域の古墳群」 

開 催 日  平成２６年 ７月 ４日（金） 

講   師  丸山 竜平氏（NPO法人 自然と歴史ロマンの会 代表） 

参 加 者  ３７人 

 

③「残されたシベリア抑留の記録－敗戦の詩集にこめられた抑留者の叫び－」 

開 催 日  平成２６年８月２２日（金）  

講   師  樋爪 修氏（大津市歴史博物館 館長） 

参 加 者  ４４人 

 

④「湖北・湖東の農具－浅井歴民所蔵『農道具書上帳写』を素材として」 

開 催 日  平成２６年１１月１４日（金） 

講   師  大塚 活美氏（京都府立総合資料館 歴史資料課 行政文書担当主査） 

参 加 者  ２４人 

 

⑤「考古資料にみる小谷城」 

開 催 日  平成２７年 ３月 ７日（土） 

講   師  西原 雄大氏（高月観音の里歴史民俗資料館 学芸員） 

参 加 者  ３０人 

 

●第１２回七りん館コンサート 

会   場  七りん館  

開 催 日  平成２６年 ５月３１日（土） 

演 奏 者  リーファ 

参 加 者  ５６人 

 

●体験教室 

 内  容 開 催 日 講  師 参加者 

１ まが玉をつくろう 平成２６年 ６月 ８日（日） あざい歴史の会 ３６名 

２ 拓本をとろう 平成２６年 ６月２２日（日） 北村 圭弘氏 １０人 

３ 稲刈りをしよう 平成２６年 ９月 ６日（土） あざい歴史の会 ２７人 

４ まゆの糸とりを知ろう 平成２６年１０月 ４日（土） 
西村 英次氏 

西村 則子氏 

１０人 

５ 鍛冶屋さんになろう 平成２６年１１月 ８日（土） 鍛冶屋町町おこし委員会 １７人 

６ 竹かご作り 
平成２６年１１月２２日（土）

２３日（日） 

中川 与一氏 

あざい歴史の会 
４６人 

７ おもちつきをしよう 平成２６年１２月 ７日（日） あざい歴史の会 ５４人 

８ ひな人形を作ろう 平成２７年 ２月 ７日（日） 山岡 陽子氏 １６人 

９ みそづくりをしよう 平成２７年 ３月 １日（土） あざい歴史の会 ２７人 

 



59

（２）あざい歴史の会連携事業  

●歴史講座 

会   場   浅井図書館視聴覚室 

①「湖北の製糸業」 

開 催 日  平成２６年 ６月２０日（金）  

講   師  粕渕 宏昭氏（滋賀県民俗学会 理事） 

参 加 者  ２７人 

 

②「草野川流域の古墳群」 

開 催 日  平成２６年 ７月 ４日（金） 

講   師  丸山 竜平氏（NPO法人 自然と歴史ロマンの会 代表） 

参 加 者  ３７人 

 

③「残されたシベリア抑留の記録－敗戦の詩集にこめられた抑留者の叫び－」 

開 催 日  平成２６年８月２２日（金）  

講   師  樋爪 修氏（大津市歴史博物館 館長） 

参 加 者  ４４人 

 

④「湖北・湖東の農具－浅井歴民所蔵『農道具書上帳写』を素材として」 

開 催 日  平成２６年１１月１４日（金） 

講   師  大塚 活美氏（京都府立総合資料館 歴史資料課 行政文書担当主査） 

参 加 者  ２４人 

 

⑤「考古資料にみる小谷城」 

開 催 日  平成２７年 ３月 ７日（土） 

講   師  西原 雄大氏（高月観音の里歴史民俗資料館 学芸員） 

参 加 者  ３０人 

 

●第１２回七りん館コンサート 

会   場  七りん館  

開 催 日  平成２６年 ５月３１日（土） 

演 奏 者  リーファ 

参 加 者  ５６人 

 

●体験教室 

 内  容 開 催 日 講  師 参加者 

１ まが玉をつくろう 平成２６年 ６月 ８日（日） あざい歴史の会 ３６名 

２ 拓本をとろう 平成２６年 ６月２２日（日） 北村 圭弘氏 １０人 

３ 稲刈りをしよう 平成２６年 ９月 ６日（土） あざい歴史の会 ２７人 

４ まゆの糸とりを知ろう 平成２６年１０月 ４日（土） 
西村 英次氏 

西村 則子氏 

１０人 

５ 鍛冶屋さんになろう 平成２６年１１月 ８日（土） 鍛冶屋町町おこし委員会 １７人 

６ 竹かご作り 
平成２６年１１月２２日（土）

２３日（日） 

中川 与一氏 

あざい歴史の会 
４６人 

７ おもちつきをしよう 平成２６年１２月 ７日（日） あざい歴史の会 ５４人 

８ ひな人形を作ろう 平成２７年 ２月 ７日（日） 山岡 陽子氏 １６人 

９ みそづくりをしよう 平成２７年 ３月 １日（土） あざい歴史の会 ２７人 

 

５．利用状況 
（１）浅井歴史民俗資料館入館者状況（平成２６年度）  

                     （単位：人） 

大  人 小  人 

5,571 1,763 

個 人 団 体 

5,679 1,655 

総入館者数 7,334 

 
 
（２） 浅井歴史民俗資料館入館料等状況（平成２６年度） 

浅井歴史民俗資料館 入館料収入（パスポート収入込） ９６０，８４８円 

 
浅井歴史民俗資料館 刊行物販売収入  １７，５５４円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：浅井歴史民俗資料館） 



60

○高月観音の里歴史民俗資料館 
１． 施設の概要 

設 置 場 所        滋賀県長浜市高月町渡岸寺２２９番地 

竣 工        昭和５８年３月２４日 

開     館 昭和５９年９月２７日 

敷 地 面 積        １，０００．００平方メートル 

延 床 面 積          ５５１．３０平方メートル 

建 築 面 積   ３６０．３６平方メートル 

建 物 構 造        鉄筋コンクリート造、２階建、銅板葺 

各階別床面積 １階    ３０４．０４平方メートル   

玄関、受付、エントランスホール、事務室、収蔵庫、 

展示室、燻蒸室、便所、倉庫、機械室、ＥＶ 

２階 ２４７．２６平方メートル 

展示室、ＥＶ、倉庫 

計   ５５１．３０平方メートル 

 

機能別空間面積 

 

 

 

 

 

 

視 聴 覚 機 器       １階 ビデオ「古墳と観音の里・高月」 

  ２階 ビデオ「国宝への旅」他２種、高月町内のジオラマ 

バリアフリー設備   屋外スロープ、車椅子（２台）、障害者用トイレ、エレベーター（１階

～２階）、階段手摺 

 

２．展示事業 

黒田官兵衛博覧会連携会場・開館 30周年記念 特別企画 

「戦火をくぐりぬけたホトケたち」  

会   期／平成２６年４月２日（水）～１２月２８日（日） 

     会   場／高月観音の里歴史民俗資料館 １階展示室 

趣   旨／黒田官兵衛博覧会連携会場および開館30周年を記念して開催した特別企画「戦

火をくぐり抜けたホトケたち」コーナー。戦国時代、交通の要所にあたる湖北

地方は、戦略上の重要なルートであり、ポイントでした。元亀元年（1570）姉

川合戦、天正元年（1573）小谷城の戦い、同 11年（1583）賤ヶ岳合戦など、

湖北の地は幾度も戦乱の舞台となり社寺はことごとく焼かれましたが、ホトケ

たちは村人たちに「土に埋られたり、川に沈められたり」して献身的に守られ

たと伝えられ、今なお、その「守るこころ」は湖北の地に受け継がれています。

この特別企画では、戦火の中、民衆に守られたというエピソードを伝える仏像

を実物資料やパネル等で展示し、信仰の歴史と今に息づくそのこころを紹介し

ました。広く情報を発信するとともに地域住民や次代を担う子どもたちにも、

地域の歴史・信仰・文化等を再確認してもらうことができました。期間中、こ

のテーマに沿った１０回の企画展・特別陳列等を行いました。 

 

 
全  体 学芸空間 管理空間 利用者空間 共有空間 

延床面積 床面積 床面積 床面積 床面積 

１ 階 304.04 63.75 43.55 67.50 129.24 

２ 階 247.26 60.00 11.25 113.75 62.26 

合 計 551.30 123.75 54.80 181.25 191.50 
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○高月観音の里歴史民俗資料館 
１． 施設の概要 

設 置 場 所        滋賀県長浜市高月町渡岸寺２２９番地 

竣 工        昭和５８年３月２４日 

開     館 昭和５９年９月２７日 

敷 地 面 積        １，０００．００平方メートル 

延 床 面 積          ５５１．３０平方メートル 

建 築 面 積   ３６０．３６平方メートル 

建 物 構 造        鉄筋コンクリート造、２階建、銅板葺 

各階別床面積 １階    ３０４．０４平方メートル   

玄関、受付、エントランスホール、事務室、収蔵庫、 

展示室、燻蒸室、便所、倉庫、機械室、ＥＶ 

２階 ２４７．２６平方メートル 

展示室、ＥＶ、倉庫 

計   ５５１．３０平方メートル 

 

機能別空間面積 

 

 

 

 

 

 

視 聴 覚 機 器       １階 ビデオ「古墳と観音の里・高月」 

  ２階 ビデオ「国宝への旅」他２種、高月町内のジオラマ 

バリアフリー設備   屋外スロープ、車椅子（２台）、障害者用トイレ、エレベーター（１階

～２階）、階段手摺 

 

２．展示事業 

黒田官兵衛博覧会連携会場・開館 30周年記念 特別企画 

「戦火をくぐりぬけたホトケたち」  

会   期／平成２６年４月２日（水）～１２月２８日（日） 

     会   場／高月観音の里歴史民俗資料館 １階展示室 

趣   旨／黒田官兵衛博覧会連携会場および開館30周年を記念して開催した特別企画「戦

火をくぐり抜けたホトケたち」コーナー。戦国時代、交通の要所にあたる湖北

地方は、戦略上の重要なルートであり、ポイントでした。元亀元年（1570）姉

川合戦、天正元年（1573）小谷城の戦い、同 11年（1583）賤ヶ岳合戦など、

湖北の地は幾度も戦乱の舞台となり社寺はことごとく焼かれましたが、ホトケ

たちは村人たちに「土に埋られたり、川に沈められたり」して献身的に守られ

たと伝えられ、今なお、その「守るこころ」は湖北の地に受け継がれています。

この特別企画では、戦火の中、民衆に守られたというエピソードを伝える仏像

を実物資料やパネル等で展示し、信仰の歴史と今に息づくそのこころを紹介し

ました。広く情報を発信するとともに地域住民や次代を担う子どもたちにも、

地域の歴史・信仰・文化等を再確認してもらうことができました。期間中、こ

のテーマに沿った１０回の企画展・特別陳列等を行いました。 

 

 
全  体 学芸空間 管理空間 利用者空間 共有空間 

延床面積 床面積 床面積 床面積 床面積 

１ 階 304.04 63.75 43.55 67.50 129.24 

２ 階 247.26 60.00 11.25 113.75 62.26 

合 計 551.30 123.75 54.80 181.25 191.50 

企画展・特別陳列／ 

①尾山白山神社の大日如来坐像     (4/1～7/28) 

②尾山白山神社の破損仏        (4/1～12/28) 

③洞戸地蔵堂の地蔵菩薩と胎内仏    (4/1～8/18) 

④川並地蔵堂の天部像と破損仏     (4/9～12/28) 

⑤宇根冷水寺の破損仏         (4/9～12/28) 

⑥山本常楽寺の聖観音立像       (4/23～6/9) 

⑦西黒田のいも観音          (4/23～12/28) 

⑧高月大円寺のホトケたち       (6/11～7/28) 

⑨異形のホトケ①宝冠釈迦如来        (9/25～11/10) 

⑩異形のホトケ②宝冠阿弥陀如来     (11/12～12/28) 

■展示シート／「戦火をくぐりぬけたホトケたち」 

A4版 4ページ 
●展示期間中の入館者 

  期間中開館日数 ２２４日 

  期間中入館者数 ９,８４１人（５２人／日（平均）、前年同時期比１４５％） 

■展示説明会 

特別陳列「高月大円寺のホトケたち」 

 日時：平成２６年７月１９日（土）午後１時３０分～ 

 会場：観音の里歴史民俗資料館 １・２階展示室 

 参加者：１５名 

特別陳列「異形のホトケ①宝冠釈迦如来」 

 日時：平成２６年９月２７日（土）午後１時３０分～ 

 会場：観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

 参加者：８名 

特別陳列「異形のホトケ②宝冠阿弥陀如来」 

 日時：平成２６年１１月１６日（土）午後１時３０分～ 

 会場：観音の里歴史民俗資料館 １階展示室 

 参加者：１５名 

 

開館３０周年記念特別陳列「古保利古墳群」 

   会   期／平成２６年７月３０日（水）～９月２３日（火） 

     会   場／高月観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

    趣   旨／高月町に所在する国指定史跡「古保利古墳群」は、わが国最古級・最大級の古 

墳群として全国的にも注目されています。本展では、湖北地域が当時の先進地 

であったことを明らかにするとともに、当時の伊香郡・坂田郡・浅井郡の主要 

古墳の出土資料にも注目し、湖北地域の有力者の姿に迫りました。 

■展示シート／「戦火をくぐりぬけたホトケたち」 

A4版 4ページ 
●展示期間中の入館者 

  期間中開館日数 ４８日 

  期間中入館者数 ２，４９５人（５２人／日（平均）） 

■展示説明会 

 日時：平成２６年８月９日（土）午後１時３０分～ 

 会場：高月観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

 参加者：１５名 
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特別陳列「仏像・神像を科学する」 

   会   期／平成２７年１月２１日（水）～３月１５日（火） 

     会   場／高月観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

    趣   旨／平成 26年度に実施した、ＣＴによる神像（県指、宇根春日神社蔵）の年輪調 

査成果と、平成 25年度に行われた木造馬頭観音坐像（県指、山門自治会蔵）

の文化財保存修理の報告展。地域に伝えられる信仰遺産である仏像・神像につ

いて、違った角度から焦点を当て、先人の信仰の歴史や文化財の保護について

紹介しました。 

■展示シート／「戦火をくぐりぬけたホトケたち」 

A4版 4ページ 
●展示期間中の入館者 

  期間中開館日数 ４０日 

  期間中入館者数 ７４１人（１９人／日（平均）） 

■展示説明会 

 ①日時：平成２７年１月２６日（土）午後１時３０分～ 

 会場：高月観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

 参加者：２６名 

 ②日時：平成２７年２月１４日（土）午後３時３０分～（仏像修理所藤本所長による説明会） 

 会場：高月観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

 参加者：３０名 

 ③日時：平成２７年２月２８日（土）午後１時３０分～ 

 会場：高月観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

 参加者：１１名 

 

特別陳列「布施美術館名品展⑤ 富岡鉄斎と妻春子」 

   会   期／平成２７年３月１８日（水）～５月１０日（日） 

     会   場／高月観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

    趣   旨／一般公開されていない布施美術館（高月町唐川）のすぐれたコレクションを 

紹介するシリーズ展。本展では、布施コレクションの原点である冨岡鉄斎との

交流にスポットを当て、鉄斎の代表作と、鉄斎の妻春子の作品を紹介し、故布

施巻太郎氏（布施美術館創始者）との深い交友関係を明らかにしました。 

■展示シート／「戦火をくぐりぬけたホトケたち」 

A4版 4ページ 
●展示期間中の入館者 

  期間中開館日数 １０日（※平成２６年度中） 

  期間中入館者数 １６９人（１７人／日（平均）） 

■展示説明会 

 日時：平成２７年３月２８日（土）午後１時３０分～ 

 会場：高月観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

 参加者：１２名 

 

３．資料収集、保存・調査研究事業 

（１）調査研究事業 

     調査・研究への支援、協力（委嘱・要請） 

    佐々木 悦也 （滋賀県美術工芸品実態調査員・朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産登録日本学術 

           委員・一般財団法人 布施美術館理事） 
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特別陳列「仏像・神像を科学する」 

   会   期／平成２７年１月２１日（水）～３月１５日（火） 

     会   場／高月観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

    趣   旨／平成 26年度に実施した、ＣＴによる神像（県指、宇根春日神社蔵）の年輪調 

査成果と、平成 25年度に行われた木造馬頭観音坐像（県指、山門自治会蔵）

の文化財保存修理の報告展。地域に伝えられる信仰遺産である仏像・神像につ

いて、違った角度から焦点を当て、先人の信仰の歴史や文化財の保護について

紹介しました。 

■展示シート／「戦火をくぐりぬけたホトケたち」 

A4版 4ページ 
●展示期間中の入館者 

  期間中開館日数 ４０日 

  期間中入館者数 ７４１人（１９人／日（平均）） 

■展示説明会 

 ①日時：平成２７年１月２６日（土）午後１時３０分～ 

 会場：高月観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

 参加者：２６名 

 ②日時：平成２７年２月１４日（土）午後３時３０分～（仏像修理所藤本所長による説明会） 

 会場：高月観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

 参加者：３０名 

 ③日時：平成２７年２月２８日（土）午後１時３０分～ 

 会場：高月観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

 参加者：１１名 

 

特別陳列「布施美術館名品展⑤ 富岡鉄斎と妻春子」 

   会   期／平成２７年３月１８日（水）～５月１０日（日） 

     会   場／高月観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

    趣   旨／一般公開されていない布施美術館（高月町唐川）のすぐれたコレクションを 

紹介するシリーズ展。本展では、布施コレクションの原点である冨岡鉄斎との

交流にスポットを当て、鉄斎の代表作と、鉄斎の妻春子の作品を紹介し、故布

施巻太郎氏（布施美術館創始者）との深い交友関係を明らかにしました。 

■展示シート／「戦火をくぐりぬけたホトケたち」 

A4版 4ページ 
●展示期間中の入館者 

  期間中開館日数 １０日（※平成２６年度中） 

  期間中入館者数 １６９人（１７人／日（平均）） 

■展示説明会 

 日時：平成２７年３月２８日（土）午後１時３０分～ 

 会場：高月観音の里歴史民俗資料館 ２階展示室 

 参加者：１２名 

 

３．資料収集、保存・調査研究事業 

（１）調査研究事業 

     調査・研究への支援、協力（委嘱・要請） 

    佐々木 悦也 （滋賀県美術工芸品実態調査員・朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産登録日本学術 

           委員・一般財団法人 布施美術館理事） 

（２）資料収集保存事業 

（１）新規購入資料   

名   称 数  量 

な し 0 

 

（２）新規寄託資料          

名   称 数  量 

木造天部形立像（市指定文化財、余呉町川並地蔵堂） 2躯 

木造菩薩形立像（いも観音、木之本町黒田安念寺） 1躯 

 

（３）新規受贈資料 

名   称 数  量 

な し 0 

 

（４）館蔵資料（平成 26年度末現在）  

区 分 購 入 寄 贈 保  管 複 製 寄 託 合 計 

絵 画 1(0) 114(0) 0(0) 0(0) 1(0) 116(0) 

彫 刻 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 36(3) 38(3) 

工 芸 0(0) 3(0) 1(0) 0(0) 3(0) 7(0) 

書 跡 0(0) 10(0) 0(0) 0(0) 0(0) 10(0) 

典 籍 0(0) 141(0) 0(0) 0(0) 7(0) 148(0) 

古 文 書 1(0) 21(0) 0(0) 0(0) 4(0) 26(0) 

考 古 0(0) 4(0) 0(0) 0(0) 3(0) 7(0) 

民 俗 0(0) 426(0) 0(0) 0(0) 5(0) 431(0) 

歴 史 0(0) 309(0) 260(0) 0(0) 15(0) 584(0) 

合 計 4(0) 1,028(0) 261(0) 0(0) 71(0) 1,367(3) 

※ （ ）内は平成 26年度に加わった点数。 

４．教育・普及事業 

①講演会（観音の里歴史民俗資料館共催） 

 第１回 第２回 

演題 

開館 30周年記念 

 観音の里歴史民俗資料館友の会発足 

記念講演 

「日本史の中の古保利古墳群」 

特別陳列「仏像・神像を科学する」 

関連講演会 

「仏像修理のこころ 

～山門馬頭観音を中心にして～」 

日 時 
平成 26年 11月 22日（土） 

午後 1時 30分～ 

平成 27年 2月 14日（土） 

午後 1時 30分～ 

講 師 
森岡秀人氏 

奈良県立橿原考古学研究所共同研究員 

藤本靑一氏 

（公財）美術院 仏像修理所所長 

参加人数 ９１名 ５６名 

 

②高月歴史講座（高月公民館共催） 

 第１回 第２回 

演題 「西野水道と西野恵荘」 「茶々と井口阿古」 

日 時 
平成 26年 9月 18日（木） 

午後 1時 30分～ 

平成 26年 10月 2日（木） 

午後 1時 30分～ 

講 師 
成田迪夫氏 

西野郷土史研究会代表 

川口ゆず紀氏 

歴史家 
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参加人数 ４０名 ４５名 

 

③臨地見学会（友の会共催） 

 第１回 第２回 

テーマ 

行先 

「馬上のオコナイ」 

高月町馬上走落神社周辺 

「湖南のホトケたち」 

守山市（福林寺）、野洲市（蓮長寺、仏

性寺）、湖南市（長寿寺、常楽寺） 

日 時 
平成 27年 2月 9日（月） 

午前 10時 30分～午後 3時 

平成 27年 3月 13日（金） 

午前 8時 30分～午後 6時 

講 師 本館学芸員 本館学芸員 

参加人数 ２７名 ５７名 

 

④体験学習  

 ●民俗資料体験学習 

会   場    高月収蔵庫３階（旧高月小学校） 

内   容    トウミ・足踏み脱穀機・石臼等の民俗資料を用いた学習。地域のボランテ

ィアスタッフ（友の会会員）とともに「昔のくらし」を体験する。 

     ①平成２７年１月２３日（金)「総合学習 民俗資料を使って」 

参加者：古保利小学校３年生 １８人（友の会ボランティア指導補助６名） 

②平成２７年２月４日（水）「総合学習 民俗資料を使って」 

参加者：富永小学校３年生 １２人（友の会ボランティア指導補助５名） 
③平成２７年２月２７日（金）「総合学習 民俗資料を使って」 

参加者：高月小学校３年生 ５３人（友の会ボランティア指導補助５名） 
 
●銅鏡作り（高月公民館共催）   
会   期    平成２６年８月８日（金）  

参加者（小中学生） ７人 
会   場    高月公民館前 
内   容     自分の手で銅鏡作り（鋳造・研磨作業）を行い、地域の古代史や先人の営

みについて、体験を通して触れ学ぶ機会。 

 
●まが玉作り（高月公民館共催）  
会   期    平成２６年１１月３日（月）  

参加者（小中学生） １６組３２人 
会   場    高月公民館前特設テント（高月公民館「文化の集い」連携企画） 
内   容     自分の手でまが玉作り（研磨作業）を行い、地域の古代史や先人の営みに

ついて、体験を通して触れ学ぶ機会。 
 

⑤「NPO花と観音の里」連携事業 
●観音検定ジュニア   
会   期    平成２６年７月１９日（土）～９月１日（月）  

参加者（小中学生） ９８人 
会   場    高月観音の里歴史民俗資料館 １・２階展示室 
内   容     地元の歴史・文化に興味をもち、学ぶ楽しさを実感してもらうための企画。

参加者は、資料館スタッフの展示説明を聞きながら問題を解く。 
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参加人数 ４０名 ４５名 

 

③臨地見学会（友の会共催） 

 第１回 第２回 

テーマ 

行先 

「馬上のオコナイ」 

高月町馬上走落神社周辺 

「湖南のホトケたち」 

守山市（福林寺）、野洲市（蓮長寺、仏

性寺）、湖南市（長寿寺、常楽寺） 

日 時 
平成 27年 2月 9日（月） 

午前 10時 30分～午後 3時 

平成 27年 3月 13日（金） 

午前 8時 30分～午後 6時 

講 師 本館学芸員 本館学芸員 

参加人数 ２７名 ５７名 

 

④体験学習  

 ●民俗資料体験学習 

会   場    高月収蔵庫３階（旧高月小学校） 

内   容    トウミ・足踏み脱穀機・石臼等の民俗資料を用いた学習。地域のボランテ

ィアスタッフ（友の会会員）とともに「昔のくらし」を体験する。 

     ①平成２７年１月２３日（金)「総合学習 民俗資料を使って」 

参加者：古保利小学校３年生 １８人（友の会ボランティア指導補助６名） 

②平成２７年２月４日（水）「総合学習 民俗資料を使って」 

参加者：富永小学校３年生 １２人（友の会ボランティア指導補助５名） 
③平成２７年２月２７日（金）「総合学習 民俗資料を使って」 

参加者：高月小学校３年生 ５３人（友の会ボランティア指導補助５名） 
 
●銅鏡作り（高月公民館共催）   
会   期    平成２６年８月８日（金）  

参加者（小中学生） ７人 
会   場    高月公民館前 
内   容     自分の手で銅鏡作り（鋳造・研磨作業）を行い、地域の古代史や先人の営

みについて、体験を通して触れ学ぶ機会。 

 
●まが玉作り（高月公民館共催）  
会   期    平成２６年１１月３日（月）  

参加者（小中学生） １６組３２人 
会   場    高月公民館前特設テント（高月公民館「文化の集い」連携企画） 
内   容     自分の手でまが玉作り（研磨作業）を行い、地域の古代史や先人の営みに

ついて、体験を通して触れ学ぶ機会。 
 

⑤「NPO花と観音の里」連携事業 
●観音検定ジュニア   
会   期    平成２６年７月１９日（土）～９月１日（月）  

参加者（小中学生） ９８人 
会   場    高月観音の里歴史民俗資料館 １・２階展示室 
内   容     地元の歴史・文化に興味をもち、学ぶ楽しさを実感してもらうための企画。

参加者は、資料館スタッフの展示説明を聞きながら問題を解く。 

 ●観音検定    

会   期    平成２６年１１月３日（月） 参加者 ２７人 
会   場    浅井支所、浅井文化ホール等 

内   容    文化財探訪（南郷会館、大平観音堂）・検定試験・五木寛之氏による講演。

観音さまに関する知識や「観音の里」湖北地方の歴史・文化・信仰などの

問題を通して、地域に受け継がれる観音文化を再認識し、地域のことをよ

り深く学ぶことを目的とした企画。 

 

５．高月観音の里歴史民俗資料館支援市民協働活動 

観音の里歴史民俗資料館友の会会員数（平成 26年 11月 22日友の会発足） 

  １７８名 （平成２６年度末現在）  

 

６．利用状況 
(１) 高月観音の里歴史民俗資料館入館者状況（平成２６年度） （単位：人） 

大  人 小  人 個 人 団 体 

10,457 353 9,609 1,201 

総入館者数 10,810 

 

(２) 高月観音の里歴史民俗資料館入館料等状況（平成２６年度）（単位：円） 

高月観音の里歴史民俗資料館 入館料収入（パスポート収入込） 1,647,653 

 
高月観音の里歴史民俗資料館刊行物販売収入 412,100 

 

（３） 出前講座 

出講回数 ３９回        受講人数（のべ） １，９１４人 

・市内外の公民館、学校、自治会、各種団体等の要望に応じ、講師として学芸員を派遣 

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高月観音の里歴史民俗資料館 
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○人権施策の推進  

「日本国憲法」及び「世界人権宣言」の基本精神に基づき、「長浜市人権尊重都市宣言」の理念を

普及し、「人権が尊重されるまち長浜をつくる条例」に基づく施策の推進により、お互いの人権を尊

重し合える明るい社会の実現を目指します。 

 

１．人権擁護・人権啓発の主要な取り組み 

（1）人権擁護活動に関すること 

人権擁護の窓口として、人権擁護活動を推進します。法務局等の人権擁護にかかる関係機関と

の連絡調整や、人権擁護委員、人権擁護推進員、並びに人権結婚相談委員の選任を行っています。 

①人権擁護委員：35人、任期 3年 

 法務大臣より委嘱されます。国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、侵犯さ

れた場合には、その救済のために処置を講じます。 

②人権擁護推進員：47人、任期 3年 

県域で設置され、市で委嘱します。人権擁護委員との連携のもとに、地域における人権擁護活

動を進めます。 

③人権結婚相談委員：4人、任期 3年 

県域で設置され、(公財)滋賀県人権センターにより委嘱されます。同和問題に関わる差別事象

および結婚問題を解決するための相談活動を行います。 

 

 （2）人権啓発・学習に関すること 

人権啓発・学習に関わる事業実施と、各種人権啓発・学習関係機関との連携と事業への参加を

進めます。 

  ①人権啓発 

   人権啓発講演会を開催します。 

   人権週間（12月 4日～10日）にあわせ、街頭啓発を実施します。 

   人権尊重啓発作品の募集と作品展等による啓発をします。 

   啓発物品の作成と配布を行います。 

   人権の花運動（市内５小学校）を実施します。 

  ②人権学習 

   各自治会、各種団体等における人権学習会の開催を支援します。 

   地域人権学習協議会で開催される人権のつどい等の開催を支援します。 

 

 （3）長浜市人権尊重都市推進会議 

【概要】人権啓発および人権学習を総合的に推進し、すべての人の基本的人権が尊重された社会の

実現に寄与することを目的に組織された団体であり、平成 18年 5月 16日に設立されまし

た。 

 【構成】委員 75人（人権擁護推進員 47人、地域人権学習協議会長 28人）により組織。会長 1人、

副会長 2人。 

 

（4）長浜市人権尊重審議会 

【概要】平成 23 年 9 月に策定しました「長浜市人権施策推進基本計画」の進捗状況の調査等、人

権が尊重されるまち長浜をつくるための重要事項について審議を行っています。 

 【構成】委員 12 人（学識経験者、関係団体を代表する者、市長が必要と認める者）をもって組織

しています。任期は 2年で、会長、副会長各 1人です。 

【開催】年２回程度 
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  ①人権啓発 
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   人権週間（12月 4日～10日）にあわせ、街頭啓発を実施します。 

   人権尊重啓発作品の募集と作品展等による啓発をします。 

   啓発物品の作成と配布を行います。 

   人権の花運動（市内５小学校）を実施します。 

  ②人権学習 
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【概要】人権啓発および人権学習を総合的に推進し、すべての人の基本的人権が尊重された社会の
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た。 

 【構成】委員 75人（人権擁護推進員 47人、地域人権学習協議会長 28人）により組織。会長 1人、
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（4）長浜市人権尊重審議会 

【概要】平成 23 年 9 月に策定しました「長浜市人権施策推進基本計画」の進捗状況の調査等、人
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【開催】年２回程度 

 

２．地域総合センターの概要 

（1）長浜地域総合センターの概要 

①なつめ会館の概要 

所 在 地   長浜市西上坂町 1154番地 

設置年月日   昭和 54年 12月（平成 14年に隣保機能を移転） 

規模・構造   木造瓦 2階建 

敷 地 面 積   895.20㎡ 

建物床面積   294.06㎡ 

②長浜教育集会所の概要 

所 在 地   長浜市西上坂町 1164番地 

設置年月日   昭和 53年 2月 

規模・構造   鉄筋コンクリート 2階建 一部鉄骨平屋建 

敷 地 面 積   1,239.61㎡ 

建物床面積   891.26㎡ 

 

（2）虎姫コミュニティセンターの概要 

所 在 地   長浜市酢 280番地 1 

設置年月日   昭和 52年 6月 

規模・構造   鉄筋コンクリート 2階建 

敷 地 面 積   2,395.0㎡ 

建物床面積   923.0㎡ 

 

（3）木之本総合センターの概要 

①木之本文化センターの概要 

現 在 地   長浜市木之本町田部 542番地 

設置年月日   昭和 55年 3月 

規模・構造   鉄筋コンクリート 2階建 

敷 地 面 積   2,299.83㎡ 

建物床面積   707.38㎡ 

②木之本教育集会所の概要 

所 在 地   長浜市木之本町田部 446番地 

設置年月日   昭和 52年 3月 

規模・構造   鉄筋コンクリート 2階建 

敷 地 面 積   961.2㎡ 

建物床面積   360.0㎡ 
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○男女共同参画社会の推進 
  男女が対等なパートナーとして、社会のあらゆる分野に参画し、互いの人権を尊重し合い、喜びも

責任も分かち合うことができる男女共同参画社会をめざして、長浜市男女共同参画行動計画「ヒュー･

ウー･マンプラン」に基づき事業を推進します。 

 

（1）長浜市男女共同参画行動計画「ヒュー･ウー･マンプラン」 

 【概要】男女共同参画社会の実現をめざして市が実施する施策や事業の基本方針を定めたもので、

平成 20年 6月に新行動計画を策定（旧長浜市 平成 7年 5月策定・平成 13年 10月改定）

し、平成 25年３月に改定しました。計画期間は平成 29年度までです。 

 【目標】Ⅰ 人権を尊重した社会の形式 

     Ⅱ 男女共同参画社会への意識の浸透・意識の改革 

     Ⅲ あらゆる分野への男女共同参画への推進 

 （2）長浜市男女共同参画を進めるパートナーシップ委員会 

 【概要】男女共同参画社会の実現に向けて、行動計画｢ヒュー･ウー･マンプラン｣の進捗状況の調査

等、地域に根ざした実効性のある計画を推進するために設置しています。 

 【構成】委員 14 人（有識者、関係団体を代表する者、公募により選出する者および市長が必要と

認める者）をもって組織。任期は 2年で、委員長、副委員長各 1人です。 

 【開催】年２回程度 

 

 （3）かがやきネット（長浜女性人材バンク） 

 【概要】市の政策・方針等決定過程への女性の参画を促進し、女性のアイディアや考え方を市政に

反映するため、様々な分野において識見または経験を有する、意欲のある女性の情報を集

めたものです。平成 19年 2月 1日に設置しました。 

 【活動内容】 

市の政策・方針等決定過程となる附属機関など（審議会・委員会・推進協議会・運営委員

会など）の委員の候補者となります。 




