
他館参考事例 

比較項目 長崎歴史文化博物館 島根県立古代出雲歴史博物館 松江歴史館 壱岐市立一支国博物館 

開館年 2005(平成 17)年 2007（平成 19）年 2010（平成 22）年 2010(平成 22)年 

展示部門 ○展示関係 3,179㎡ 
・常設展示室 1,273㎡ 
・長崎奉行所関連(2)875㎡ 
・企画展示室 1,031㎡ 

○展示面積 3,317㎡ 
・神話ｼｱﾀｰ、神話展示ｺｰﾅｰ、 
神話探検ｺｰﾅｰ 347㎡ 

・中央ロビー496㎡ 
・テーマ別展示室 1,175㎡ 
・総合展示室 440㎡ 
・特別展示室 858㎡ 

○展示面積 930 ㎡ 
・基本展示室 
・企画展示室 等 

○展示室 993㎡ 
・常設展示室 692㎡ 
・テーマ展示室 114㎡ 
・展示倉庫・準備室 187㎡ 

収蔵部門 ○収蔵関係 1,077㎡ 
・収蔵庫(2)650 ㎡ 
・収蔵庫前室 88㎡ 
・文書収蔵庫 313㎡ 
・文書収蔵庫前室 26㎡ 

○収蔵面積 2,509㎡ 
・収蔵庫(3室) 
・収蔵庫前室 
・特別収蔵庫 
（中二階(メザニン)含む） 

○805 ㎡ 
・収蔵庫 
・特別収蔵庫 

○収蔵スペース 1,708 ㎡ 
・オープン収蔵庫 1,419㎡ 
・特別収蔵庫 72㎡ 
・記録類収蔵庫 174㎡ 
・収蔵庫前室 21㎡ 
・搬入荷解室 22㎡ 

調査・研究部門 ○調査研究関係 306㎡ 
・学芸資料室・情報処理室 176㎡ 
・研究室･資料整理室 92㎡ 
・外来研究室 38㎡ 

○調査研究エリア 478 ㎡ 
・調査研究室 
・企画準備室 
・特別閲覧室 
・書庫 等 

○134 ㎡ 
・調査研究室 等 

・市調査室･事務室 71.3㎡ 
 

交流・普及部門 ・資料閲覧室等 140㎡ 
・閉架書架 114 ㎡ 
・講座室 66 ㎡ 
・ボランティア室 47㎡ 
・ホール 178㎡ 

○1,323㎡ 
・講義室 
・情報交流室 
・ギャラリー 等 

○353 ㎡ 
・ホール 
・ライブラリ 
・研修室 等 

・多目的ホール 240㎡ 
・多目的交流室 110㎡ 
・図書閲覧室 41㎡ 
・キッズ工学研究所 100㎡ 
・情報プラザ 70㎡ 
・講座室 113㎡ 
・体験交流室 186㎡ 
・ボランティア室 51㎡ 

管理部門 ・事務室等約 180㎡ ○管理･共用エリア 3,799㎡ ・事務室 ・事務室等 153 ㎡ 

人員体制 ・学芸関係 14名(H30年度)    

収蔵資料数 ・収蔵品約 81,000 点 
(H29年度) 

 ○歴史史料 33,242 点 
(H30年 12月時点) 
・寄託 23,124点 
・寄贈 10,118点 

 

建築・延床面積 ・建築面積 5,091㎡ 
・延床面積 12,239 ㎡ 

(駐車場 2,581㎡含む) 

・建築面積 9,444㎡ 
・延床面積 11,855 ㎡ 

・建築面積 3,287㎡ 
・延床面積 3,918㎡ 

・延床面積 7,800㎡ 
※県立埋蔵文化センター施設(828
㎡)含む 

建設費 ・工事費 54 億円 ・総工費約 68億円 
※総事業費 120 億円 

・総工事費 17億円 
※総事業費 39億円 

・総工事費 32億円 

立地状況 ・かつて「長崎奉行所」が設置され
た場所に建設。 

・出雲大社の隣に位置する。 ・松江城のふもと、市内の中心
に位置し観光の拠点 

・国指定特別史跡「原の辻遺跡」
を見下ろす丘の上に位置する。 

  

参考資料２ 



比較項目 龍谷大学龍谷ミュージアム 
平成知新館 

（京都国立博物館） 
すみだ北斎美術館 

なら仏像館 
(奈良国立博物館) 

高知県立高知城歴史博物館 

開館年 2011(平成 23)年 2014(平成 26)年 2016（平成 28）年 2016(平成 28)年 2017（平成 29）年 

展示部門 ○展示室 905㎡ 
（ベゼクリク石窟復元展
示・映像展示室含む） 

○展示面積 3,587㎡ 
(参考)展示面積 5,657 ㎡ 
※京都国立博物館全体 

・常設展示室 189㎡ 
・企画展示室(2 室)567㎡ 

○展示面積 1,261㎡ 
(参考)展示面積 4,079 ㎡ 
※奈良国立博物館全体 

○展示部門 906 ㎡ 
・導入展示室 
・展示室(2室) 
・特別展示室 等 

収蔵部門 ○収蔵ｽﾍﾟｰｽ 
・収蔵庫(3)490 ㎡ 
・一時保管庫 
・収蔵庫前室 

○収蔵庫面積 2,710㎡ 
(参考)収蔵面積 5,421 ㎡ 
※京都国立博物館全体 

○収蔵スペース 292㎡ (参考)収蔵庫面積 1,558㎡ 
※奈良国立博物館全体 

・収蔵庫 889㎡ 
（中 2階(メザニン)含む） 

調査・研究部門 ・調査研究室 (参考)文化財保存修理所 
        2,856㎡ 

・事務室・学芸員室 148㎡ (参考)仏協美術資料研究セ
ンター718㎡ 
(参考)文化財保存修理所 
        1,036㎡ 

○調査・研究部門約 500㎡ 
・調査研究室 
・資料保存修理室 
・撮影室 等 

交流・普及部門 ・多目的室  ・講座室 124㎡ 
・図書室 70 ㎡ 
・会議室(2室)44㎡ 
・展望ロビー・ホワイエ
346㎡ 

 ○教育普及･交流部門約 800
㎡ 
・高知県情報ｺｰﾅｰ、城下町情
報ｺｰﾅｰ 
・ホール、和室、実習室 等 

管理部門 ・事務室  ○管理部門 375 ㎡   

人員体制 ・学芸関係職員 7名 ・研究職 16 名 
(H30年 4月 1日現在) 
※京都国立博物館全体 

 ・研究職 13 名 
(H30年 4月 1日現在) 
※奈良国立博物館全体 

 

収蔵資料数 ・大谷コレクション 
約 9,000 点 

・収蔵品 7,977 件 
・寄託品 6,235 件 
(H30年 3月 31日現在) 
※京都国立博物館全体 

・約 600 点 ・収蔵品 1,893 件 
・寄託品 1,962 件 
(H30年 3月 31日現在) 
※奈良国立博物館全体 

・約 67,000点(山内家資料) 

建築・延床面積 ・建築面積 1,343㎡ 
・延床面積 4,442㎡ 

・建築面積 5,568㎡ 
・延床面積 17,997 ㎡ 

・建築面積 699 ㎡ 
・延床面積 3,278㎡ 

・建築面積 1,512㎡ 
・延床面積 1,512㎡ 

・建築面積 2,549㎡ 
・延床面積 6,220㎡ 

建設費 ・総工事費 19.8億円 ・総工事費 189 億円 ・建築工事費 22億円 
※総事業費約 38億円 

・改修工事費 9.6億円 
※落札価格 

・建築主体工事費 28億円 
※総事業費約 58億円 

立地状況 ・世界文化遺産である西本
願寺の向かいに位置す
る。 

・東山山麓に開館。周辺に
は蓮華王院(三十三間堂)
などがある。 

・両国駅から徒歩 7分。周
辺に江戸東京博物館も
あり外国人も多数来館。 

・奈良公園の中に立地し、
東大寺・興福寺・春日大
社などに隣接している。 

・高知城のふもと、市内観
光の中心に位置する。 

  



比較項目 大津市歴史博物館 安土城考古博物館 滋賀県立近代美術館 琵琶湖文化館 
（参考） 

新生美術館実施設計 

開館年 1990(平成 2)年 1992(平成 5)年 1984(昭和 59)年 1961(昭和 36)年 － 

展示部門 ○展示室 1,474 ㎡ 
・常設展示室(2)687㎡ 
・企画展示室(2)787㎡ 

○展示室 1,158 ㎡ 
・常設展示室(2)766㎡ 
・企画展示室 295㎡ 
・その他 97 ㎡ 

○展示室 2,243 ㎡ 
・常設展示室 869㎡ 
・企画展示室(2)896㎡ 
・ギャラリー479㎡ 

○展示室 908㎡ ○展示部門 1,241㎡ 
（仏教美術等のみ） 

収蔵部門 ○収蔵ｽﾍﾟｰｽ 814㎡ 
・収蔵庫(3)572 ㎡ 
・荷解き 242㎡ 

○収蔵ｽﾍﾟｰｽ 1,654 ㎡ 
・特別収蔵庫 196㎡ 
・企画展収蔵庫・収蔵室 101
㎡ 
・収蔵室(3)839 ㎡ 
・収蔵保管庫 104㎡ 
・その他 414㎡ 

○収蔵ｽﾍﾟｰｽ 1,347 ㎡ 
・収蔵庫(3)849 ㎡ 
・搬入室 167㎡ 
・荷解室 121㎡ 
・一時保管庫 97㎡ 
・燻蒸庫 
・フィルム保管庫 19㎡ 

○収蔵庫 561㎡ ○収蔵部門約 1,000㎡ 
（仏教美術等のみ） 

調査・研究部門 ・調査研究室 101㎡ ・研究スペース 725㎡ ○調査研究スペース 224㎡ 
 

 ○調査・研究部門 259 ㎡ 
（施設全体） 
・資料室 135㎡ 
・スタジオ 124 ㎡ 
 

交流・普及部門 ・講堂・講座室 275㎡ 
・資料閲覧室 75㎡ 
・体験学習室 95㎡ 

・情報コーナー・図書室 
104㎡ 

・セミナールーム 172 ㎡ 

・講堂 218㎡ 
・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟﾙｰﾑ 94㎡ 
・ﾚﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ 94 ㎡ 

 ○情報・交流・アメニティ
部門 1,225㎡ 

（施設全体） 
 

管理部門 ・事務室 86 ㎡ ・事務・管理ｽﾍﾟｰｽ 271㎡ ・事務棟   

人員体制 ・学芸関係職員 7名 
（副館長含む） 

・学芸関係職員 6名 ・学芸関係職員 9名 － － 

収蔵資料数 ○収集資料件数 1,153 件 
(H31年 3 月現在) 
・購入 259件 
・寄贈 373件 
・受託 521件 

・収蔵資料件数 7,238 件 
・収蔵資料点数 29,882点 
（H31年 3月 31 日現在） 

・収蔵作品数 1,833件 
(H31年 3月 31日現在) 

・収蔵資料件数 1,845 件 
・収蔵資料点数 11,354件 
(H31年 3月 31日現在) 

－ 

建築・延床面積 ・建築面積 3,378㎡ 
・延床面積 5,413㎡※開館

時 

・建築面積 4,424㎡ 
・延床面積 5,846㎡ 

・建築面積 6,772㎡ 
・延床面積 8,544㎡ 

・延床面積 4,793㎡ ・建築面積 8,687㎡ 
・延床面積 12,908 ㎡ 
（施設全体） 

建設費 ・総工費 23.5億円 ・総工費 27.9億円 ・総工費 35 億円  － 

立地状況 ・琵琶湖が眺望できる高台
に位置し、周辺には、三
井寺、弘文天皇陵など名
所が点在する。 

・安土城跡に近接した歴史
公園「近江風土記丘」の
中核施設 

・琵琶湖や比叡山、湖南ア
ルプスを望む大津市のび
わこ文化ゾーンの一角に
位置する。 

・琵琶湖岸（打出浜）に立
地。 

－ 

 


