
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「文化的景観制度」創設 15 年 

 日本の多様な気候風土の中で、人々は地域の自然と関わりながら生業を立て、生活を営み、長い

年月をかけてその土地ならではの歴史と風土に根差した暮らしの景観を築き上げてきました。この

ような景観を包含する土地は「文化的景観」とされ、中でも特に重要なものとして文部科学大臣が

選定したものが「重要文化的景観」です。滋賀県内では７か所がこの「重要文化的景観」に選定さ

れています（全国で２番目に多い）。日本の原風景とも言える場所を見に行ってみませんか？ 
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文化財保護強調週間   

毎年 11月 1 日から７日までの１週間は「文化財保護強調週間」 

です。この期間中の前後には、文化財に親しむことを目的として、 

全国で様々な行事が開催されます。 

文化財は国民共有の貴重な財産です。滋賀県で行われる関連 

行事を一覧にまとめましたので、この機会を利用して是非様々 

な行事に参加し、本県の歴史や文化に触れてみてください。  

文化的景観：地域における人々の生活又は生業及び当該地域の

風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解

のために欠くことのできないもの（文化財保護法による定義） 

Ａ 近江八幡の水郷【選定第１号】 

Ｂ 高島市海津・西浜・知内の 

水辺景観 

Ｃ 高島市針江・霜降の水辺景観 

Ｄ 東草野の山村景観 

Ｅ 菅浦の湖岸集落景観 

Ｆ 大溝の水辺景観 

Ｇ 伊庭内湖の農村景観 

 
★１つの市に３か所は全国で高島市だけ！ 
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 ※ABC の写真は（公社）びわこﾋﾞｼﾞﾀｰｽﾞﾋﾞｭｰﾛｰ 



見上げてごらん♪ 日本の伝統技法による「屋根」 

建造物の屋根に注目したことはありますか？ 建物を守る屋根は、その土地で採れるものなど、

様々な素材で葺(ふ)かれています。県内の有形文化財で使用されている主な葺き方をご紹介します。 

主な葺き方 屋根材 具体例（一例）

杮（こけら）葺き 厚さ3mmに割った板
                   光浄院客殿（国宝）
                   長命寺三重塔（重文）

栩（とち）葺き
厚さ9～24mmの
厚みの板

                   延暦寺根本中堂廻廊（重文）
                   明王院本堂（重文）

檜皮（ひわだ）葺き ヒノキの樹皮
日吉大社西本宮本殿・東本宮本殿（国宝）
石山寺本堂（国宝）、都久夫須麻神社本殿（国宝）
御上神社本殿（国宝）、善水寺本堂（国宝）

茅（かや）葺き
草葺きの総称
※琵琶湖周辺はヨシ葺きが多く、山間
部はかや（ススキ）葺きが多い

苗村神社楼門（重文）
沙沙貴神社楼門（県指定）

鎧（よろい）葺き 檜皮とこけら板を交互に使用 豊満神社四脚門（重文）

銅板葺き 銅板
邇々杵神社本殿（県指定）
馬見岡綿向神社本殿（県指定）

本瓦葺き 本瓦（丸瓦と平瓦を使用）
西教寺本堂（重文）、大通寺本堂（重文）
彦根城天守（国宝）

瓦棒銅板葺き 本瓦の形状に似せた銅板葺き 延暦寺根本中堂（国宝）

桟瓦（さんがわら）葺き
桟瓦（本瓦と平瓦を一体化して簡
略化した瓦）

旧西川家住宅主屋（重文）
永源寺山門（県指定）

 

こけら葺きを間近に見学！ 

国宝【光浄院客殿】保存修理工事現場見学会が実施されます 
日  時 ： 10 月 19 日（土） ※10 月 12 日は中止となりました。 

各①10：00 ②11：30 ③13：30 ④15：00 （計 4 回／約 30 分） 
場  所 ： 大津市 三井寺（園城寺）境内 光浄院 
定  員 ： 現場見学は各回先着 40 人程度（定員になり次第締切り ※事前申込不要） 
参 加 料 ： 無料（三井寺拝観料が必要） 
内  容 ： 足場から間近に修理の様子を見学。文化財専門職員による説明。 

        葺板（ふきいた）を竹釘で止めるこけら葺き体験。 
詳細は http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/katei/108594/307220.html をご覧ください。 

 

とち葺きと瓦棒銅板葺きを間近に見学！ 

比叡山延暦寺では、根本中堂と廻廊の大改修を行っています。修学ステージが設置されており、

屋根の高さまで登って改修の様子を見学することができます。（大改修では屋根だけでなく、塗装の

塗り直しや飾り金具の修理、柱・軒廻り・床下の木部修理なども同時に行っています。） 

普段目にすることのできない珍しい光景を間近にご覧いただける貴重な機会です！ 

 
★耳寄り★10 月 19 日（土）に、「比叡山土曜講座」の一環で、「根本中堂と大改修の現場」として、

大改修を行っている根本中堂の工事現場を僧侶の方が案内されます。（10:30、14:00／参加費：
無料／所要時間：30 分程度／先着 30 人（予約不可）／問合せ：077-578-0001） 

 

 

「ふるさと文化財の森」について 

文化財建造物の保存修理のためには、山野から供給される木材、檜皮、茅等の資材が不可欠です。かつては

地域で採取できていたものも、調達が難しくなってきているものもあります。そこで、文化庁では「ふるさと

文化財の森」を設定し、情報提供や支援事業、普及啓発事業等を行い、資材の安定的な確保を目指しています。 

滋賀県でも近江八幡市の西の湖がヨシの供給地として、東近江市の瓦屋禅寺、乾徳禅寺の境内林が檜皮の供

給地として設定されています。 

 主に、スギやサワラ

の木材を使用。 

 作業の様子→ 

http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/katei/108594/307220.html


第６６ 回（令和元年度）「文化財保護強調週間」関連行事一覧 ＜滋賀県＞

No 行　　　　事　　　　名
開催日

（開催期間）
開催時間等

開催場所
（所在地）

問合せ先
（TEL)

ホームページ 特記事項・注意事項

1 「勝博―中路融人もうひとつの顔―」
9月7日(土)～11
月17日(日)

9：30～17：00
中路融人記念館
（東近江市五個荘竜田町583）

東近江市近江商人博物館・中路
融人記念館
0748-48-7101

https://e-omi-
muse.com/omishounin-boy.html

大人300円　小中学生150円

2 追求の先に・・・美を拓くものたち展art7
9月7日(土）～12
月28日(土)

10:00～18:00
西堀榮三郎記念探検の殿堂（東近江市
横溝町419番地）

0749-45-0011
https://e-omi-
muse.com/tanken-n/

入館料：大人300円、小中150円
ただし、11月16日(土）・17日
(日）は入館無料

3
特集展示「えがかれた いのり―絵馬・額
―」

9月14日（土）～11
月24日（日）

09:30～17:00
栗東歴史民俗博物館　第2展示室
（栗東市小野223-8）

同左
（077-554-2733）

http://www.city.ritto.lg.jp/haku
butsukan/

無料
11月3日（文化の日）14時から
展示解説会を開催

4
「近江商人の里の女子教育―下田歌子か
ら塚本さとへ―」

9月21日(土)～12
月1日(日)

9：30～17：00
近江商人博物館　特別展示室
（東近江市五個荘竜田町583）

東近江市近江商人博物館・中路
融人記念館
0748-48-7101

https://e-omi-
muse.com/omishounin-boy.html

大人300円　小中学生150円

5
常設展示「秀吉と長浜」～北近江の戦国時
代～コーナー展示3

9月27日（金）～12
月1日（日）

9:00～17:00
（最終受付16：
30）

長浜市長浜城歴史博物館
（長浜市公園町10-10）

同左
（0749-63-4611)

https://www.city.nagahama.lg.jp
/section/rekihaku/

6
発掘調査成果展　「大津　むかし・むか～
し」

10月1日（火）～11
月22日（金）

9時～17時
大津市埋蔵文化財調査センター
（滋賀県大津市滋賀里一丁目14-23）

大津市埋蔵文化財調査センター
（077-527-1170）

無料

7
第155回ミニ企画展　江若鉄道－思い出の
品々－

10月1日（火）～12
月1日（日）

9時～17時
大津市歴史博物館 常設展示室内
（滋賀県大津市御陵町２－２）

大津市歴史博物館
（077-521-2100）

http://www.rekihaku.otsu.shiga.j
p/

観覧料：大人320円、高大生240
円、小中生160円　※別途割引
もあり

8 今甦る！琵琶湖に君臨した王　雪野山古墳
10月4日（金）～27
日（日）

10:00～17:00
明治大学博物館
（東京都千代田区神田駿河台1-1アカデ
ミーコモン地階）

東近江市埋蔵文化財センター
0748-42-5011

https://e-omi-
muse.com/maibun/index.html

入館無料　期間中無休

9 秋期企画展「人と魚の歴史学」
10月5日（土）～11
月24日（日）

9：00～17：00
野洲市歴史民俗博物館（野洲市辻町57
番地1）

野洲市歴史民俗博物館（077-
587-4410）

http://www.city.yasu.lg.jp/soshi
ki/rekishiminzoku/museum.html

入館料：大人200円、高大生150
円、小中生100円、※野洲市民
は入館無料

10
秋季特別展「木と人のかかわり2　～木器か
らみた原始の生業とまつり～」

10月5日（土）～12
月1日（日）

9：00～16：00
守山市立埋蔵文化財センター
（守山市服部町2250番地）

守山市立埋蔵文化財センター
（077-585-4397）

入場無料

11 南極ゆうびん－昭和基地の郵便局－
10月5日(土）～12
月28日(日）

10:00～18:00
西堀榮三郎記念探検の殿堂（東近江市
横溝町419番地）

0749-45-0011
https://e-omi-
muse.com/tanken-n/

入館料：大人300円、小中150円
ただし、11月16日(土）・17日
(日）は入館無料

12
安土城考古博物館　秋季特別展「『動物美
術館』開演！」

10月12日（土）～
11月24日（日）

9：00～17：00 滋賀県立安土城考古博物館 0748-46-2424
http://www.azuchi-
museum.or.jp/

13
第79回企画展　大津南部の仏像 ―旧栗太
郡の神仏―

10月12日（土）～
11月24日（日）

9時～17時
大津市歴史博物館 ２階企画展示室Ａ
（滋賀県大津市御陵町２－２）

大津市歴史博物館
（077-521-2100）

http://www.rekihaku.otsu.shiga.j
p/

観覧料：大人800円、高大生400
円、小中生200円　※別途割引
もあり

14
第80回企画展　大津絵―ヨーロッパの視点
からー

10月12日（土）～
11月24日（日）

9時～17時
大津市歴史博物館 ２階企画展示室Ｂ
（滋賀県大津市御陵町２－２）

大津市歴史博物館
（077-521-2100）

http://www.rekihaku.otsu.shiga.j
p/

観覧料：大人320円、高大生240
円、小中生160円　※別途割引
もあり

15 旧中島家住宅スタンプラリー☆彡 10月13日（日） 10:00～14:00
旧中島家住宅（国登録有形文化財）
（栗東歴史民俗博物館敷地内）
（栗東市小野223-8）

栗東歴史民俗博物館
（077-554-2733）

http://www.city.ritto.lg.jp/haku
butsukan/

無料
火吹き体験・薪割り体験・明か
り体験の３つの“むかしのくら
し”体験を実施

※当行事一覧は、9月6日時点の予定です。　※所定の入館料等が必要です。　※事前申込が必要なものもございます。



第６６ 回（令和元年度）「文化財保護強調週間」関連行事一覧 ＜滋賀県＞

No 行　　　　事　　　　名
開催日

（開催期間）
開催時間等

開催場所
（所在地）

問合せ先
（TEL)

ホームページ 特記事項・注意事項

16
RISSミュージアムロビーコンサート37 ～優
美な調べ　秋風にのって～

10月14日（月・祝） 18:00開演
旧中島家住宅（国登録有形文化財）
（栗東歴史民俗博物館敷地内）
（栗東市小野223-8）

栗東歴史民俗博物館
（077-554-2733）

http://www.city.ritto.lg.jp/haku
butsukan/

無料
出演者：大谷 加奈（フルート）、
大西 伶奈（ハープ）
※雨天時は栗東歴史民俗博物
館ロビーで開催

17 歴史入門講座　第5講「日常雑器、土師器」 10月19日（土） 10：00～12：00
守山市立埋蔵文化財センター
（守山市服部町2250番地）

守山市立埋蔵文化財センター
（077-585-4397）

http://moriyama-
bunkazai.org/center/

受講料200円/講（全６回）

18
秋期企画展「人と魚の歴史学」記念講演会
「なれずしの中から飛躍したふなずし」

10月19日（土） 14：00～16：00
野洲市歴史民俗博物館（野洲市辻町57
番地1）

野洲市歴史民俗博物館（077-
587-4410）

http://www.city.yasu.lg.jp/soshi
ki/rekishiminzoku/museum.html

入館料：大人200円、高大生150
円、小中生100円、※野洲市民
は入館無料

19
東近江市万葉かひかし（歌碑・菓子）巡り
ウォーク（仮）

10月22日（祝） 9:30～15:30 近江鉄道八日市駅改札前集合
東近江市近江商人博物館・中路
融人記念館
0748-48-7101

https://e-omi-
muse.com/omishounin-boy.html

参加費一人千円。詳細はＴＥＬ
もしくはHPで確認願います。

20
彦根城博物館 テーマ展「井伊家の茶の湯
―伝来茶道具をめぐる10の物語―」

10月25日(金)～11
月24日(日)

8：30～17：00 彦根市金亀町1番1号
彦根城博物館
（0749-22-6100）

http://hikone-castle-
museum.jp/

入館は16:30まで
期間中は無休
入館料：大人500円　小中学生
250円
※彦根市内の小中学生無料

21

秋期企画展「人と魚の歴史学」記念講演会
「江戸時代の絵画から琵琶湖の魚を読みと
く　－湖魚奇観や湖中産物図証の魚たち
－」

10月26日（土） 14：00～16：00
野洲市歴史民俗博物館（野洲市辻町57
番地1）

野洲市歴史民俗博物館（077-
587-4410）

http://www.city.yasu.lg.jp/soshi
ki/rekishiminzoku/museum.html

入館料：大人200円、高大生150
円、小中生100円、※野洲市民
は入館無料

22 発掘調査成果報告会2019年度 10月26日（土） 13時30分～
大津市埋蔵文化財調査センター
（滋賀県大津市滋賀里一丁目14-23）

大津市埋蔵文化財調査センター
（077-527-1170）

参加費300円、要事前申込

23
もりやま日本遺産講座　第2回「下新川神社
のすし切りまつりと文化財」

10月26日（土） 13：30～15：00
守山市立図書館集会室１・２
（守山市守山五丁目3－17）

守山市教育委員会文化財保護
課（077-582-1156）

http://www.city.moriyama.lg.jp/
bunkazai/nihon-kouza.html

受講料無料、定員30名

24 第25回「馬の絵作品展」（巡回展）
10月26日（土）～
11月10日（日）

09:30～17:00
栗東歴史民俗博物館　研修室
（栗東市小野223-8）

同左
（077-554-2733）

http://www.city.ritto.lg.jp/haku
butsukan/

無料

25
企画展「塩津-はこぶ・まつる・にぎわう古

いにしえ

の

みなと-」

10月26日（土）～
12月15日(日）

9:00～17:00
（最終受付16：
30）

長浜市長浜城歴史博物館
（長浜市公園町10-10）

同左
（0749-63-4611)

https://www.city.nagahama.lg.jp
/section/rekihaku/

26

滋賀県立琵琶湖文化館・愛荘町立歴史文
化博物館連携企画展　 「湖東三山 金剛輪
寺の名宝 －滋賀県立琵琶湖文化館寄託
品里帰り特別公開－」

Ⅰ期：11.1（金）～
11.20（水）
Ⅱ期：11.21（木）～
12.15（日）

10:00～17:00
愛荘町立歴史文化博物館
（愛荘町松尾寺878番地）

同左
（0749-37-4500)

http://www.town.aisho.shiga.jp/
rekibun/

◆入館は16:30まで
◆休館日：月・火曜日（※祝日
は開館）（※11月は毎日開館）
◆無料入館日：11月16日（土）・
17日(日）・23日（土・祝）～24日
（日）

27
「近江の文化財」魅力発信事業
東京講座「戦国近江へのいざない」

11月2日（土） 15:00 - 16:30 INBOUND LEAGUE新宿(東京都新宿区） 077-528-4678
http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/
hodo/event/304533.html

28 大庄屋諏訪家屋敷まつり 11月2日(土） 10：00～14：00
大庄屋諏訪家屋敷
（守山市赤野井町171番地1）

大庄屋諏訪家屋敷
（077-516-8160）

29
歴史講演会「雪野山古墳の被葬者と社会」
講師：岡山大学教授清家章先生

11月2日（土） 13:30～15:00
平田コミュニティーセンター
（東近江市下羽田町84番地5）

平田地区まちづくり協議会
0748-22-1950

詳細はＴＥＬで確認願います。

30 雪野山と蒲生野の古墳を巡る旅バスツアー
11月2・3日（土・
日）

9:30～17:00
JR能登川駅集合：雪野山古墳・木村古
墳群・安土瓢箪山古墳・千僧供古墳群ほ

（一社）東近江市観光協会
0748-29-3920

http://www.higashiomi.net/
詳細はＴＥＬもしくはHPで確認願
います。

※当行事一覧は、9月6日時点の予定です。　※所定の入館料等が必要です。　※事前申込が必要なものもございます。
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31 円山古墳・甲山古墳石室・石棺特別公開
11月2日（土）・3日
（祝）

10:00～16：00
桜生史跡公園
（野洲市小篠原57番地）

野洲市教育委員会文化財保護
課(077-589-6436）

http://www.city.yasu.lg.jp/ 入場無料

32
雪野山古墳竪穴式石室原寸大レプリカ展
示

11月2日（土）～10
日（日）

10:00～17:00
平田コミュニティーセンター
（東近江市下羽田町84番地5）

東近江市教育委員会歴史文化
振興課0748-24-5677

https://e-omi-
muse.com/maibun/index.html

詳細はＴＥＬで確認願います。

33 伊勢遺跡まつり 11月3日（日）
10:00～16：00
（予定）

国史跡伊勢遺跡
（守山市伊勢町地先）

守山市教育委員会文化財保護
課（077-582-1156）

参加無料

34
史跡探訪「塚本さとゆかりの地を訪ねて
（仮）」

11月3日（日） 10：00～12：00
ぷらざ三方よし集合・解散
（東近江市五個荘塚本町279）

東近江市近江商人博物館・中路
融人記念館
0748-48-7101

https://e-omi-
muse.com/omishounin-boy.html

詳細はＴＥＬもしくはHPで確認願
います。

35
ふるさと歴史探訪
「小谷城の西を守る支城　中島城」

11月3日（日） 10：00～12：00 滋賀県長浜市小谷丁野町　中島城跡
浅井歴史民俗資料館
0749-74-0101

現地での説明

36
びわこMyぶん祭
　My ぶん　ドキドキ観察会

11月3日（日） 10:00 - 16:00 滋賀県埋蔵文化センター 077-528-4675

37 特別講座「近江商人の立身・出世観（仮）」 11月4日（月・祝） 13：30～15：00
てんびんの里文化学習センター
（東近江市五個荘竜田町583）

東近江市近江商人博物館・中路
融人記念館
0748-48-7101

https://e-omi-
muse.com/omishounin-boy.html

詳細はＴＥＬもしくはHPで確認願
います。

38
創立６０周年記念誌発刊・講演会
『藤栄神社所蔵「十字形洋剣」の謎に挑む』

11月9日（土） 13：30－16：00 水口中央公民館　鹿深ホール
水口中央公民館（0748-62-
0488）

事前申込不要・参加費無料

39 下之郷遺跡まつり 11月10日(日) 10：00～15：00
下之郷史跡公園
（守山市下之郷一丁目12-8）

下之郷史跡公園
（077-514-2511）

無料（※一部有料の体験コー
ナー）

40
雪野山と蒲生野の古墳を巡る旅バスツアー
講師：大阪大学考古学研究室上田直弥先
生

11月10日（日） 9:30～17:00
JR能登川駅集合：雪野山古墳・八幡社
古墳群・木村古墳群

（一社）東近江市観光協会
0748-29-3920

http://www.higashiomi.net/
詳細はＴＥＬもしくはHPで確認願
います。

41  金勝寺「秋の特別拝観」あかりの演出
11月10日～20日
（予定）

日没～20時
（予定）

金勝寺（滋賀県栗東市荒張1394） 金勝寺（077-558-2996　（山坊）） https://www.konsyoji.com/

42 体験講座「盛年考古学倶楽部」 11月15日（金） 13時30分～
大津市埋蔵文化財調査センター
（滋賀県大津市滋賀里一丁目14-23）

大津市埋蔵文化財調査センター
（077-527-1170）

参加費400円、要事前申込

43
秋季講演会「野洲川放水路通水40周年記
念～服部遺跡の調査を振り返って～」

11月16日（土） 14：00～
守山市立埋蔵文化財センター2階会議室
（守山市服部町2250番地）

守山市立埋蔵文化財センター
（077-585-4397）

受講料無料

44
ふれあいいちょうまつり～黄な祭～椿山古
墳エリア

11月17日（日） 10:00～15:00 椿山古墳（栗東市安養寺地先）
栗東市都市計画課（077-551-
0116）

無料　ワークショップ（材料代
要）現地見学ツアーなど※荒天
中止

45
秋期企画展「人と魚の歴史学」記念講演会
「ＤＮＡからみた琵琶湖の魚たちの歴史　－
湖魚奇観の魚を中心に－」

11月23日（土・祝） 14：00～16：00
野洲市歴史民俗博物館（野洲市辻町57
番地1）

野洲市歴史民俗博物館（077-
587-4410）

http://www.city.yasu.lg.jp/soshi
ki/rekishiminzoku/museum.html

入館料：大人200円、高大生150
円、小中生100円、※野洲市民
は入館無料

46
名勝「旧彦根藩松原下屋敷（お浜御殿）庭
園」特別公開

11月23日（土・祝）
～12月1日（日）

9：00～16：00 彦根市松原町515番地
彦根市市長直轄組織文化財課
0749－26－5833

https://www.city.hikone.shiga.jp 入場無料

※当行事一覧は、9月6日時点の予定です。　※所定の入館料等が必要です。　※事前申込が必要なものもございます。


