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 令和２年度 文化財課事業報告（送付用）

◆文化財保護 
（１）文化財等保存維持・修理補助 

・有形文化財保存修理      ２件（猿投神社山中観音堂・足助八幡宮） 
・有形民俗文化財保存修理    １件（足助田町山車） 
・無形民俗文化財保存修理    １件（木瀬棒の手保存会） 
・史跡名勝天然記念物保存整備  １件（金剛寺シダレザクラ） 
・文化財保存施設整備      ４件（道慈山観音寺仁王門・百々町山車蔵・隣松

寺収蔵庫・平勝寺収蔵庫） 
・有形民俗文化財保存維持   １４件（申請１５件） 
・無形民俗文化財保存維持   ２５件（申請２６件） 
・伝統的郷土芸能保存維持   １０件（申請１６件） 
・伝統的郷土芸能保存修理    ２件（枝下町打ち囃子保存会・配津町祭囃子保存

会） 
・郷土の先人顕彰活動      ３件

総数６３件 

（２）指定文化財の指定 
【市指定】 

   ・猿投神社山中観音堂（建造物） 
   ・川原宮謁磐神社本殿（建造物） 

※ 猿投神社木造千手観音立像は県指定に伴い市指定解除

（３）伝統的郷土芸能の認定 
   ・長興寺巫女舞・献馬保存会 

（４）史跡・名勝・天然記念物等の保護・活用 
【工事・修理等】 

   ・旧龍性院庭園支障木伐採及び石積保護（国庫補助事業） 
   ・松平氏館跡支障木伐採（国庫補助事業） 
   ・曽根遺跡公園露出展示排水改修 

・大給城跡石積保全措置 
・玄武岩囲い柵設置 
・古瀬間城址法面崩落修理 
・市場城址駐車場法面修理 
・足助城跡柵列等修理 
・百々貯木場桟橋修理 
【その他】 

   ・ニホンカモシカ滅失個体対応 51 件 
令和元年度 45件／平成 30年度 31件／平成 29年度 37 件 

（５）埋蔵文化財の調査・整理
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【本調査】３件（令和元年度 1 件） 
遺跡名 所在地 調査理由 調査面積（㎡） 主な成果
高橋遺跡 上野町 宅地造成 800 近世溝
寺部遺跡 上野町 区画整理 100 近世溝、ピット

伊保古瓦出土地 保見町 学術調査 50 基壇
計 950 （令和元年度 150 ㎡）

【試掘･範囲確認調査】12件（令和元年度 22 件） 
伊保遺跡・高橋遺跡・寺部遺跡・宮平遺跡等範囲確認調査 ほか 
【工事立会調査】77件（令和元年度 84件） 
【手続等】 
・埋蔵文化財の有無照会578件（令和元年度 645 件） 
・発掘届出（93条・94条）125 件（令和元年度 116 件） 
【報告書作成】 
沢尻遺跡、高橋遺跡 
【発掘調査報告書等刊行】 
『沢尻遺跡』第85集 
『高橋遺跡』第86集 
『令和元年度市内遺跡発掘調査事業概要報告書』 

◆郷土資料館事業 

（１）民具整理・調査関係 
小栗家等民具資料整理 報告書刊行 
下山地区民具移送（R３以降稲武文化財倉庫へ） 台帳作成完了 

（２）豊田市郷土資料館の展示・講座・入館者数 
＊コロナ感染症対応による臨時休館期間 4/11 5/17 
・令和２年度入館者数 8,692人 
 （令和元年度10,608人／平成 30年度 13,972 人） 
 ・展覧会の入館者数 

企画展「スペイン風邪とコロナウイルス」（7/14 11/29） 4,236 人 
特別展「渡邉半蔵家－徳川を支えた忠義の槍－」（1/30 4/11）3,011人 
（令和元年度2回計 5,110 人／平成 30年度２回計5,987 人） 
【参考 特別展入館者数の実績】 
令和元年度「猿投山―祈る山 見る山 登る山―」2,554人 
平成 30年度「とよたタイム川ベラ―」3,066人 

    ・こども向け体験企画
長期休暇期間にあわせ 2回（春 中止、夏 1,988 人、冬 527 人） 
体験講座 講座は中止し、まが玉キットを販売  販売数 289個 
よろいを着てみよう 中止 

（３）文化財施設利用状況
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〔別紙１〕参照 

（４）とよた歴史マイスター事業 
豊田市域の歴史・文化財について学び、関心を持ち、伝える活動を行う人を
「とよた歴史マイスター」として認定し、活動した。 
・既認定者 72人 ・活動参加者数 延べ 132人 
・マイスターが支援した博学連携への参加者 539人 

（５）民俗芸能普及 
・コロナ禍により映像記録作成未実施 

（６）資料等貸出し等利用件数 
・他館・機関への資料貸出し   14 件 
・写真貸出し              100 件 
・資料閲覧                  15 件  

（７）郷土学習スクールサポート 
・スクールサポート 241校 20,181 人の小中学生が利用 
・とよた歴史マイスターサポート活動8件 27人実施（539人の小中学生が利用） 
年度 資料館 遺跡見学 出前 貸出 総計

R2 
9 校 18校 86校 128 校 241 校
283人 658 人 4,675 人 14,565 人 20,181 人

（８）施設等修理 

   ・郷土資料館外壁修理、藤岡民俗資料館雨樋取替及び水車小屋修理、足助資料館屋
根修理 

◆博物館整備に関わる事業        

（１）博物館建設整備 
・（仮称）豊田市博物館新築設計（令和元年度から継続） 
・（仮称）豊田市博物館展示・収蔵環境等設計（令和元年度から継続） 
・施設への車両動線設計に伴う諸協議 
・各分野資料収集および整理 

（２）市民周知 
   ・イベント出展（WE LOVE とよたフェスタなど 4件 5,287 人） 
   ・坂茂氏（新築設計者）と井郷中学校３年生による「マイクラでつくろう マイタ

ウンミュージアム」（12月・２月） 
   ・「自然資料あつめるプロジェクト」の参加者募集（２月 ）
◆足助分室事業                                   
（１）足助伝建地区の修理・修景事業 
  ・伝統的建造物群保存地区保存審議会の開催（８月、１月） 
・修理・修景事業実施 （３件）補助額36,646 千円 
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・現状変更行為許可（19件） 

（２）足助の町並み活用 
 ・足助伝統的建造物群保存地区保存会の活動（７回） 
・「足助の町並」を活用した学習の実施 
  足助小５回、参加者数73人、他地区小 1校 58人、町並みサポーター７人／３回   

  ・足助町並みサポーター活動  ３回 

（３）足助伝統的建造物群保存地区防災対策整備 
  ・防災部会開催（8回） 
・初期消火設備（消火ハリアー）設置（２１台） 
・耐震性貯水槽設置（陣屋跡地）、防災倉庫兼公衆トイレ設置（陣屋跡地） 

（４）町並み情報発信 
・「足助伝建かわら版」発行（４回）、伝建かわら版編集委員会の開催（8回） 
・足助伝建フェイスブックの更新（34回）＊フォロワー数571人（前年比 115人） 

（５）旧鈴木家住宅の保存整備と活用 
・旧鈴木家住宅公開（16回 38 人） ＊コロナ対策のため１回１組事前申込で実施  
・旧鈴木家住宅を学び楽しむ会（香道体験・民具講座 ３回 18人） 
・旧鈴木家住宅修理記録映像製作（ASUKE/KAMIYA 2020-2021 15分） 
・旧鈴木家住宅保存修理工事実施に向けた文化庁現地指導（6月、1月） 

  ・旧鈴木家住宅保存修理  第３期工事（平成 30年度 2 年度） 
第 4期工事（令和元年度 ３年度）
第５期工事（令和２年度 ４年度）

・旧鈴木家住宅防災対策工事実施設計（令和元年度 令和２年度）
  ・旧鈴木家住宅利活用整備工事 第１期工事（令和２年度 ３年度） 

◆近代の産業とくらし発見館事業 
（１）施設管理業務 
＊コロナ感染症対応による臨時休館期間 4/11 5/17 
・令和２年度入館者数   6,178 人 

（２）近代の産業とくらし発見館の運営  
  ・企画展「まゆまつり２０２０ とよたの養蚕と信仰 」（5/19 7/5）618 人 
・企画展「開業１００年の挙母駅と名鉄三河線」（10/23 3/7）2,938人 
・展覧会ギャラリートーク 2回 
・ものづくり講座 開催中止 
・ものづくり体験 「かざぐるまを作ろう」等 
・ぶらコロモ 年 4回開催  
（名木めぐり編、路地めぐり編、グルめぐり編、運気アップ編） 
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◆市史編さん事業  
（１）第９回配本（6月）  

『資料編近代Ⅲ』『通史編原始』『通史編古代・中世』刊行 

（２）専門委員会 
・第5４回（書面開催:後日承認）、第 55回（9/5）、第 56回（12/13）、第 57回（3/6） 

（４）部会の主な調査等 
・原始部会    『通史編原始』の編集・刊行。総集編項目検討。 
・古代・中世部会 『通史編古代・中世』の編集・刊行。総集編項目検討。 
・近世部会    定例資料調査。『通史編近世』の執筆・編集。総集編項目検討。 
・近代部会    定例資料調査。『通史編近代』の執筆・編集。 
・現代部会    『通史編現代』の執筆。総集編項目検討。 
・総集編部会    図表候補承認。 

民俗班／建築班／美術工芸典籍班／自然班単位で事典項目・図
表候補 検討・一部原稿作成中。 

（５）市史編さん事業の周知・啓発 
・『豊田市史研究』の刊行（第12号）600 冊  
・「新修豊田市史だより」の刊行（第26号 8月・第 27号 2月）各 1,800部 
・ 市史講座の開催（３回216人） 

（６）その他 
・市史調査資料データ移管方針確認 
『新修豊田市史』既刊本掲載資料・写真、データ所在リスト作成 

◆民芸館事業 
（１）施設管理業務 

＊コロナ感染症対応による臨時休館期間 4/11 5/17 
・民芸館・陶芸資料館 入館者数 19,330人
・民芸の森 入館者数 16,242人 
・平戸橋いこいの広場・平戸橋公園（指定管理） 利用者数 64,524人 

（２）民芸館の運営 
①展覧会開催事業 
・企画展「第 100 回記念企画展「染型紙の技と美－伝統文様から「かわいい」まで

－名古屋造形大学所蔵・石井コレクションを中心に」（第２民芸館） 
（３/17 6/14） 1,599 人  

（関連企画 名古屋造形大学学生型紙ポスター「日本の美」展（第 3民芸館） 
（5/19 9/30）） 

同時開催「木工芸 黒田辰秋が集めたもの－黒田家寄贈資料展－」（第１民芸館） 
（3/17 5/24）652 人 

・企画展「Folk Crafts －世界の手仕事 館蔵コレクションより－」 
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    （5/29 10/18 第 1民芸館、6/20 10/18 第 2民芸館）4,627 人 
     (関連企画 ギャラリートーク１回、ナショナルデー1回、カード織体験、関連 

グッズ販売） 
・特別展「柳宗悦と古丹波」 ＊日本民藝館からの巡回展 
（11/7 2/28）2,493人 
（関連企画 ギャラリートーク２回） 
・企画展「植物文様の民芸」 

    （3/9 8/29）903 人 ※３月末現在 
（関連企画 イメージ和菓子販売（茶室 勘桜亭での呈茶） 
・第３民芸館Ｂ展示室展示開催事業（民芸館ギャラリー） 
「館蔵品展」ほか５回 

②講座開催事業 
・穴窯陶芸           71 人 
・ガス窯陶芸（土、日曜日）   78 人 
・絞り染め（初級、上級、藍染） 43人 
・染織（初心、経験）          48 人 
・トンボ玉教室（初級 上級）   67 人
・挙母木綿（初級、中級、上級）  29 人 
・１日体験教室（親子・成人対象）225人 
穴窯陶芸(3 回)・ガス窯陶芸(8 回)・絞り染め(10 回)・裂織(4 回)・糸紡ぎ・       
機織り体験(0回) ・トンボ玉(2回) 

・民芸体験           51 人 
穴窯陶芸、狛犬づくり、カード織体験、しめ縄作り（計 8回）

・団体利用（ガス窯陶芸３件 絞り染め３件 呈茶２件、見学１件、勉強会１件） 
234 人 

③資料等貸出し等利用件数 
・外部施設等への資料貸出し １件

  ④その他 
 ・『豊田市民芸館だより』の刊行（第 29・30号） 

（３）民芸の森の運営 
①企画運営会議の開催 ３回（第１回は、新型コロナウイルスの影響のため書面開催） 
②NPO法人民芸の森倶楽部の運営及び支援 
・会員数（3/31 現在） 15 人（正会員 10 人、協力会員5人） 

賛助会員（普段の活動をしない会員）2人 
・活動報告 運営委員会（定例会）10回 

連絡調整会議（民芸館との報告、意見交換間の場）９回 
③民芸の森普及事業 
・NPO法人民芸の森倶楽部連携（協働）事業               
初夏、森の手ざわり（５/31）→新型コロナウイルスの影響により中止 
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観月会（10/31) 168 人〔令和元年度は、台風19号の接近により中止〕 
     ボランティアガイド 定期、団体見学とも令和元年 1月から休止

・体験ワークショップ 「鯉のぼりの吊るし飾り」始め 7回 403 人 
・講座等 ギャラリートーク２回 21 人 
・森のアート展「あとあとのいま」始め２回

（４）伝統芸能開催事業 
・民俗芸能祭（4/4）会場 民芸の森（平戸橋桜まつりと同日開催） 
→新型コロナウイルスの影響により中止  

（５）友の会事業（会員 72名 令和 3年 3月 31日現在）
・友の会通信発行（3回／１０９ １１１号）

（６）地域連携事業 
・平戸橋桜まつり（4/4）→新型コロナウイルスの影響により中止 
＊民俗芸能祭と同日開催 

  ・桜ウィーク（3/20 4/5）スタンプラリー景品交換数 51個
  ・新緑ウィーク（4/25 5/10）→新型コロナウイルスの影響により中止 
  ・紅葉ウィーク（11/14 29）スタンプラリー景品交換数45個 
  ・新春ウィーク（1/9 24）スタンプラリー景品交換数26個
・秋の勘八峡紅葉ウオーキング(11/15) 320 人



令和２年度文化財施設利用状況 

施設名称 活動内容 
元年度 
入館者数

２年度 
入館者数

豊田市旭郷土資料館 
旭地区各地から寄贈いただいた約 1,500 点の 
資料を展示

168 人 54 人 

豊田市足助資料館 
大正 12 年に建てられた愛知県蚕業取締所足助
支所を利用し、足助地区の歴史・民俗資料を展示

1,153 人 1,388 人 

豊田市足助中馬館 
大正元年建築の旧稲橋銀行足助支店社屋を利用
し、商業・金融・交通・町並みなどの資料を展示

9,698 人 9,031 人 

豊田市稲武郷土資料館 稲武地区の歴史・民俗資料を展示 5,552 人 4,843 人

豊田市歌舞伎伝承館 
市内に伝わる歌舞伎に関連する資料及び小原
郷土館より引き継いだ資料の展示、保存会による
歌舞伎の公開練習等の実施

15,209 人 9,583 人 

豊田市郷土資料館 
歴史資料の収集・保存･展示、特別展・企画展の
開催。歴史学習・体験講座の開催

10,608 人 8,692 人 

喜楽亭 
挙母下町の町屋建築の保存と伝承のため移築
公開、貸出利用

23,568 人 4,360 人 

豊田市近代の産業と 
くらし発見館

大正 10 年建築の愛知県蚕業取締所第九支所を
利用し、明治から昭和 34 年頃までの資料を展示

12,328 人 6,178 人 

豊田市古瀬間城址公園 古瀬間城址を公開 － －

豊田市七州城址公園 
七州城址隅櫓と渡邊家書院・茶席又日亭の文化的
活動への貸出利用

－ －

城跡公園足助城 
足助城の高櫓・長屋・物見矢倉・厨（くりや）
などの建物を復元・公開

10,146 人 15,142 人 

豊田市曽根遺跡公園 
曽根遺跡の竪穴建物などを露出展示し、移築され
た香九礼 1号墳なども公開

－ －

豊田市藤岡民俗資料館 
遺跡から発掘された石器類をはじめとして、藤岡
地区の民俗資料や歴史資料などを保管・公開

585 人 753 人 

豊田市棒の手会館 
400 年の伝統をもつ民間武術棒の手に関する
資料の展示と企画展示の開催

15,451 人 7,506 人 

松平郷館 
松平太郎左衛門家伝来の各種資料と松平郷に
関する資料の公開展示

10,811 人 7,596 人 

旧松本家長屋門 
市指定文化財である旧松本家長屋門の公開展示
（土・日曜日のみ）

1,356 人 441 人 

民芸館・さなげ古窯
本多記念館

民芸の基本理念である「衣･食･住」に関わる資料
展示や講座等を開催

26,334 人 19,330 人 

民芸の森 
名誉市民・本多静雄氏旧邸。氏のコレクション
展示やワークショップ・イベントなどを開催。

16,978 人 16,242 人 

合 計 159,944 人 111,139 人 

別紙１ 
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     令和３年度 化財課事業計画（送付用）
◆重点目標 
【令和２年度】 
（求める状態・成果） 
【令和２年度末のミライのフツー】 
・博物館の設計を完了させ、整備内容等が明らかになり、市民に広く周知されている。 
【令和６年度末のミライのフツー】 
・歴史文化基本構想や今後整備を進める博物館を拠りどころとして、市民とともに、
郷土の宝である歴史や文化財等が継承され、その価値や魅力が広く発信されている。 
・「歴史・文化への誇りや愛着を持つ市民の割合」【市民意識調査】の向上（目標値 
50％以上）。 
※「ミライのフツー」とは、豊田市独自のキャッチフレーズで「めざす姿」という意味を象徴的に表
している。令和２年度末のめざす姿及び、博物館が整備された後のめざす姿を設定し令和２年度の
取組を進めてきた。 

（取組成果） 
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、博物館の設計期間の延長を余儀な
くされたが、9 月に基本設計を完了し、その成果を 1 月以降の記者会見や展覧会、
イベント等で周知したことに加え、市役所や参合館で模型展示を行い、広く市民に
整備内容等の周知を行うことができた。 
・また、コロナ禍において適切に対策を講じながら、各施設での展覧会、講座、イベ
ント等を通じて、歴史・文化・自然など本市の多様な価値や魅力を市民に伝える取
組を継続して行うことができた。また、博物館で展開されるプロジェクトを試行的
に実施し、オンラインを活用し新たな生活様式のなかでも利用できるコンテンツの
制作をおこなった。 
・その他、第 8 次総合計画等の指標である「主要文化財施設の総入館者数」は、繰り
返される新型コロナ感染拡大によるイベント中止等に伴い減少した施設が多かった
一方で、スタンプラリーの参加者増により入館者が増えた施設もあった。 

・まとめとして、社会情勢の変化等の影響を受けながらも（仮称）豊田市博物館の整備や
足助地区の旧鈴木家住宅の整備に向け、関係者や関係機関等と協議・調整を行いながら、
設計、工事等を着実に進めることができた。また、スクールサポート事業や歴史マイスタ
ー活動の推進、各施設での展覧会、講座、イベント等を通じて本市の価値や魅力を市民等
に伝える取組を進めることができた。 

「市民意識調査」結果より 文化財課調べ 

資料 3
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【令和３年度】 
（１）目標「郷土の歴史・文化・自然への愛着や誇りを育むための事業推進」 

（背景・経緯） 
多様な自然・文化的特性を持ち、様々な人々が集い暮らす本市では、歴史・文化等
の価値や魅力が市民に十分認知されている状況には至っていない。本市の歩みや成り
立ち、育まれてきた歴史・文化等を市民や行政が一体となり、守り、育て、継承する
ことが重要である。その拠点となる（仮称）豊田市博物館は、令和５年度の開館を目指
し整備を進めるとともに本市の貴重な文化財を適切に保存し、その価値や魅力を発信する
取組や、市民が学び、歴史・文化等を継承する活動を着実に促進する必要がある。 

（求める状態・成果） 
【令和３年度末のミライのフツー】 
・博物館整備が着実に進み、開館に向けた取組が市民とともに行われることで、博  
物館の目指す姿が広く市民に周知されている。 
【令和６年度末のミライのフツー】 
・（仮称）豊田市博物館が全面開館し、歴史文化基本構想などを拠りどころとして、
本市の歴史・文化や自然が適切に継承され、その価値や魅力が市民とともに発信さ
れている。 

・「歴史・文化への誇りや愛着を持つ市民の割合」【市民意識調査】の向上（目標値 
50％以上）。 

（２）取組内容 
①（仮称）豊田市博物館整備に向けた取組の推進 
・新築設計及び展示・収蔵環境等設計の実施 
・旧豊田東高等学校解体工事の実施 
・博物館本体工事の事前準備および着手 
・博物館資料（自然･考古･歴史･民俗）の収集･整理 
・事業活動計画の作成と管理・運営方式の検討 
・博物館活動への理解と参加を促す取組の実施 
・文化ゾーンの整備との連携・調整 

②市民・地域力による歴史・文化継承の取組の促進  
・博学連携委員会による郷土学習スクールサポート事業のプログラムなどの検討 
・歴史マイスター活動の見直しと活動手法の検討 
・市制 70周年記念愛知県民俗芸能大会の開催 

③歴史や文化財の保存と価値や魅力の発信の推進 
・伝建地区選定10周年事業や修理修景事業、旧鈴木家住宅整備の実施とこれらの魅力発
信 
・「千手観音像特別公開」「新修豊田市史通史編刊行記念展」【郷土資料館】、「柳宗悦と民
藝運動の作家たち」【民芸館】、「とよたのガラ紡」【発見館】等展覧会の開催 
・市史総集編の編集と市史講座の開催 
・民芸館での連携展示（豊田国際紙フォーラム）、民芸の森と地域・市民活動団体との共
働事業の実施 
・調査・報告書作成（山中観音堂修復報告書 他） 



３

◆主な事業計画 
（１）郷土資料館・近代の産業とくらし発見館事業 

①文化財の保存修理（補助事業）
隣松寺消防設備設置、川見薬師寺消防設備設置、足助田町山車飾り、挙母本町山車芯
棒、八幡神社スギ・ヒノキ合体木枝剪定、大安寺シダレザクラ支柱、霧山囃子提灯、
石野歌舞伎衣装、挙母神楽笛、足助田町お囃子締太鼓 
②展覧会の開催  
〔郷土資料館ほか〕 
・企画展「端午の節句」「大正期の山の暮らし、まちの暮らし」（4/20 5/16） 
 ・企画展「特別公開 猿投神社千手観音立像」（４/24 5/９） 
・企画展「縄文ライフ SDGs の種を探して」（7/6 9/26） 
・特別展「新修豊田市史通史編刊行記念展」（1/22 3/20） 
〔近代の産業とくらし発見館〕 
・企画展「発見館まゆまつり 2021 蚕業取締所から発見館へー建物と百年―」 

（4/20 7/4） 
・企画展「とよた市域のガラ紡（仮）」 （10/ 22 2/27） 

③史跡・名勝・天然記念物の保護・整備等 
・旧龍性院庭園支障木伐採（国庫補助事業） 

   ・松平氏館（高月院）支障木伐採（国庫補助事業） 
・松平氏館（大給城跡）石垣測量・保全措置（国庫補助事業） 
・猿投神社山中観音堂修理報告書作成 
・杉本の貞観スギ傾斜計測 

④埋蔵文化財の調査・整理 
・報告書作成・刊行 塩狭間古窯群 
・令和２年度調査概報 

（２）新博物館整備に関わる事業  
・新築設計及び展示・収蔵環境等設計の実施 
・旧豊田東高等学校解体工事の実施 
・博物館本体工事の事前準備および着手 
・博物館資料（自然･考古･歴史･民俗）の収集･整理 
・事業活動計画の作成と管理・運営方式の検討 
・博物館活動への理解と参加を促す取組の実施 
・文化ゾーンの整備との連携・調整 

（３）足助分室事業 
①重伝建地区選定１０周年事業の実施 
・制度運用１０年間の経緯・経過や事業成果の周知 
 ⇒「重伝建地区選定１０周年事業キックオフイベント」 

６月２０日（日）１０時 １５時 旧田口家住宅 



４

１０年間の成果を紹介する展示や職員による町並み解説、 
東海民具学会会長による「ＴＨＥ・民具ショー」 

       「足助の町並み 変わったイイところ、変わらないイイところ」企画展
・重伝建地区選定１０周年事業実行委員会の運営 
・伝統的建造物の現況調査 

②足助伝建地区の制度運用の促進と周知 
・足助伝建地区の修理修景補助事業の実施 
・保存会や町並みサポーターの活動支援 

③旧鈴木家住宅保存整備推進と情報発信 
・保存修理工事、防災対策工事、活用整備工事の実施 
・修理現場公開の実施 
・旧鈴木家住宅修理工事等映像記録作成 

（４）市史編さん室事業
①刊行市史 

・第１０回配本『通史編近世』『通史編近代』『通史編現代』 
令和３年７月 ８月販売開始を予定。 

②部会の主な調査・活動等 
・近世部会    定例資料調査。『通史編近世』の刊行。総集編項目検討。 

市史講座開催。
・近代部会    定例資料調査。『通史編近代』の刊行。総集編項目検討。

市史講座開催。
・現代部会    『通史編現代』の刊行。総集編項目検討。市史講座開催。
・総集編部会   事典項目の検討・原稿作成、図表作成。 

（考古班（原始より名称変更）／古代・中世班／民俗班／ 
建築班／美術工芸典籍班／自然班ごとに活動） 

③市史編さん事業の周知・啓発 
・市史研究の刊行 １回 ／ 市史だよりの刊行 ２回 
・市史講座の開催 ３回 
第 3８回 第 40回 9月 12月に 3回開催予定  
10 月 16日（土）『通史編 近世』に関連する講座 

   『通史編 近代』『通史編 現代』に関連する講座 
④その他 
・総集編事務局作業 項目事務局提案検討、年表案作成、図版原稿作成
・市史調査資料データの整理・確認。文化財課への移管準備 

（５）民芸館事業 
①民芸館の運営 
ア 展覧会開催事業 
 ・豊田国際紙フォーラム「IAPMA展」（9/7 10/17） 
 ・特別展「柳宗悦と民藝運動の作家たち」（日本民藝館巡回展）（10/26 1/30） 



５

・企画展「新収蔵品展」（2/8 5/29）同時開催「館蔵 手仕事の優品展」 
・第 3民芸館Ａ・Ｂ展示室企画展 
 「福を呼び込む大漁旗展」（6/26 8/1） 
 「みんなの作品展」（8/8 8/29） 
 「日本の紙と世界の紙展」（9/7 10/17） 
 「（仮）柳宗悦と民藝運動の作家たち（館蔵コレクションより）」（10/26 11/28） 
 「郷土玩具展 干支と寅」（12/4 2/6） 
 「令和 3年度民芸館講座作品展」（2/22 5/22） 
イ 講座開催事業 
・ガス窯陶芸、穴窯陶芸、絞り染め、染織、とんぼ玉の連続講座 
・気軽に陶芸体験「初めてのやきものづくり」、夏休み窯焚き陶芸体験などの体験 
講座 

②民芸の森の運営 
・NPO法人民芸の森 楽部連携（協働）事業
観月会（10月ごろ）、ボランティアガイド（予約団体のみ対象で再開） 

・体験ワークショップ、講座、本多コレクション展示、森のアート展（随時） 
・民芸の森企画運営会議（３回）、NPO法人民芸の森倶楽部の運営及び支援 

③友の会事業の実施 
・友の会通信発行（４回）、研修（１回）、講演会（１回） 

④民芸館広報普及活動 
・豊田市民芸館だより発行（2回）、豊田市民芸館講座案内発行 
・関係機関他へチラシ・ポスター等配布（特別展・企画展、各種講座等） 
・ホームページでの情報提供、各種講座等申込受付 

 ⑤地域連携事業 
・勘八峡紅葉ウオーキング（11月） その他随時調整のうえ実施予定 
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令和２年度 資料の購入について
【郷土資料館】

作品名 作者／年代 点数 購入価格

１ 挙母七州城址実測図 
愛知県立加茂高等学
校郷土班／昭和 24
年（1949）

１点 １０，６６０円 

２ 寶集座チラシ２枚 寶集座／昭和期 2点 ６６０円

３ 
挙母劇場チラシ及び八百信商店
カレンダー 

挙母劇場、八百信商
店／昭和６年
（1931）、昭和 28年
（1953）

2点 １，７９８円 

４ 
「萬朝報」及び「時事新報」 
※岸田吟香関係資料 

朝報社、時事新報社
／明治 33年
（1900）、明治 38年
（1905）

2点 ２，８２０円 

５ 
『埴輪 日本考古図録大成 第
７輯』 

柴田常恵、内藤政光
著／昭和５年
（1930）

１点 ３，３５０円 

６ 
「大坂日報」 
第 513、514、515、517、518、
519、523、524、527、584 号

就将社／明治 10 
11 年（1877 78） 10点 ３，７９８円 

７ 「コレラ」予防の心得 
埼玉県警察部／大正
６年（1917）

１点 １，４００円 

８ 
参河国ニ再ビ置県ヲ望ムノ請願
書、参河国再置県ノ第二請願 
愛知県参河非分県理由書

明治 24年（1891） １点 ４８，０００円 

９ 
大阪近鉄バファローズ選手プリ
ントサインハンカチ 
※杉浦忠関係資料

大阪近鉄バファロー
ズ／昭和 49年
（1974）頃

１点 ７５０円 

10 
「スポーツタイムズ」 
第 1208号 
※杉浦忠関係資料

昭和 38年（1963）
１点 １，３００円 

11 『経塚論攷』 
三宅敏之著／昭和
58年（1983）

１点 ２，８００円 

資料４ 
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作品名 作者／年代 点数 購入価格 

12 エポック社の野球カード 
エポック社／昭和
30年代

１点 ３，４００円 

13 
白瀬中尉関係資料（秦久実宛白瀬
矗書簡等）

昭和期 
８点 ８８，３４０円 

14 
『洋学百花』 
※岸田吟香関係資料

花園兼定著／昭和
14年（1939）

１点 １，１８９円 

15 
精錡水看板 
※岸田吟香関係資料

昭和期 
１点 １０，４４３円 

16 挙母醸造株式会社前掛け２種 
挙母醸造株式会社／
昭和期

２点 ３，１８０円 

17 
上製食塩広告 
※岸田吟香関係資料 

東京日本橋区本銀町
一丁目河岸通 本舗
売捌所塩家／明治期

１点 １，３７０円 

18 
『モーターエイジ』 
第 19巻第 12号 
※杉浦忠関係資料

自動車週報社／昭和
34年（1959） １点 １，９８０円 

19 『小学図解人身問対 全』 
斎木貴彦著／明治
10年（1877）

１点 １８，０００円 

20 
吟香岸田翁碑拓本 
※岸田吟香関係資料 

三島毅（中洲）撰文、
日下部東作（鳴鶴）
書丹、楊守敬篆額／
明治 44年（1911）

１点 ５１，０００円 

21 分間江戸大絵図 完 
須原屋茂兵衛蔵版／
安政５年（1858）

１点 １６５，０００円 

22 
『キン香閣叢画』 
※岸田吟香関係資料

楽善堂／明治 18年
（1885）

１点 ３６，８００円 

23 
『三州寺部渡辺家並某大家所蔵
品売立』

名古屋美術倶楽部／
昭和 10年（1935）

１点 ８３０円 

24 挙母城（桜城）隅櫓建形拓本屏風 昭和期 １点 ８，８００円

25 
覚（文化 12年８月山室村御物成
金穀納払皆済状）及び地券６枚

松下円次郎／文化
12年（1815）

７点 ４，８００円 

26 
挙母町略地質図ほか磯谷清市旧
蔵品

挙母町／昭和８年
（1933）

３点 ６，１３４円 
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作品名 作者／年代 点数 購入価格 

27 『蓮華王院三十三間御堂考』 
田中教忠著／昭和６
年（1931）

１点 ２，７００円 

28 伊藤東所筆竹画賛 
伊藤東所（善韶）／
江戸時代

１点 １３，０７５円 

29 猿投神社考 明治期 １点 ２０，０００円
30 神社昇格願書その１（猿投神社） 昭和 18年（1943） １点 １０，０００円
31 神社昇格願書その２（猿投神社） 明治期 １点 １０，０００円
32 諸書ニ顕ハレタル猿投神社 昭和 18年（1943） １点 ２０，０００円
33 神社列格ニ関スル件具申 昭和 20年（1945） １点 ２０，０００円
34 猿投神社文書（影写） 昭和期 １点 ２０，０００円

35 
精錡水の瓶 
※岸田吟香関係資料

東京岸田吟香／明治
期

１点 ３，３１０円 

36 
官許再版横浜案内絵図 
※岸田吟香関係資料 

横浜書肆本一岸田銀
治、野毛佐野屋冨五
郎版／明治期

１点 ５５，０００円 

合  計 64 点 ６５２，６８７円 

【民芸館】 
作品名 作者・購入元／年代等 点数 購入価格

１ 
有松絞り浴衣地 
白影絞り 

有松工芸／昭和 20
年代 

１点 ２４，２００円 

２ 
有松絞り浴衣地 
人目鹿の子折り縫い大帽子染分

有松工芸／昭和 20
年代

１点 ２４，２００円 

３ 
有松絞り浴衣地 
朝顔巻上げ三浦絞り 

有松工芸／昭和 20
年代 

１点 ２４，２００円 

４ 
有松絞り浴衣地 
杢目絞り松柄 

有松工芸／昭和 20
年代 

1 点 ２４，２００円 

合  計 ４点 ９６，８００円 
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（参考） 
【郷土資料館】 

【民芸館】 

１ 挙母七州城址実測図 
・愛知県立加茂高等学校郷土班 
・昭和 24年（1949）

21 分間江戸大絵図 完 
・須原屋茂兵衛蔵版 
・安政５年（1858）

１ 有松絞り浴衣地白影絞り 
・有松工芸 
・昭和 20年代

3 有松絞り浴衣地朝顔巻上げ三浦絞り
・有松工芸 
・昭和 20年代


