
 

平成平成平成平成28282828年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告    

法人の概況法人の概況法人の概況法人の概況        

    

 １ 名称 

   公益財団法人福島県文化振興財団 

 ２ 設立年月日  

昭和45年８月１日（公益法人移行登記 平成26年４月１日） 

 ３ 目的（定款第３条） 

   この法人は、福島県の芸術文化の振興及び文化財等の調査研究、保存、活用等を図り、もっ

て県民の教育、学術及び文化の振興に寄与することを目的とする。 

 ４ 事業（定款第４条・第５条） 

 （１） 公益目的事業（定款第４条） 

   ① 文学、音楽、演劇、舞踊等の芸術文化に関する事業 

   ② 文書、考古、民俗等の歴史資料の収集、研究、整理、保管及び展示等の事業 

   ③ 埋蔵文化財の調査、研究、整理及び保存などの事業 

   ④ 文化財保護の教育普及並びに文化財の展示、保管及び研修に関する事業 

   ⑤ 文化活動に関する助成及び顕彰に関する事業 

   ⑥ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 （２） その他の事業（定款第５条） 

   ① 公益目的事業以外の施設貸与に関する事業 

   ② 物品の販売等に関する事業 

   ③ その他この法人の公益目的事業の推進に資する事業 

 ５ 主たる事務所 

   福島市春日町５番54号 

 ６ 従たる事務所 

   白河市白坂一里段86番地 

 ７ 役員等に関する事項 

   評議員 ９名 安齋睦男 五十嵐乃里枝 懸田弘訓 小松信之 齋藤美保子 澤田 修 

          新妻香織 馬目順一 安田清敏  

   理 事 12名 理事長 杉 昭重 副理事長 菊池徹夫 専務理事 大河原 薫 

          阿部雅人 小野利廣 新城猪之吉 須佐由起子 髙城俊春 高萩阿都志 

          平田公子 山口晢子 渡邉和裕  

   監 事 ２名 齋藤 忠 芳賀 裕  

 ８ 職員に関する事項 

   正規職員53名 派遣職員３名 出向職員３名 嘱託職員８名 計67名 
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 ９ 役員会等に関する事項 

開催日・場所 内 容 出席状況 

第１回理事会 

平成28年６月７日 

とうほう・みんなの文

化センター 

（福島県文化センター） 

報告事項 第１号 職務執行状況の件 ほか１件 

決議事項 第１号 平成27年度事業報告承認の件 

第２号 平成27年度財務諸表等承認の件 

第３号 評議員会招集の件 

＊監査報告 平成28年５月23日 

理事12名中９名出席  

監事２名中２名出席 

第２回理事会 

平成28年６月27日 

ザ・セレクトン福島 

決議事項 第１号 理事長、副理事長及び専務理事 

選任の件 

理事12名中11名出席  

監事２名中２名出席 

第３回理事会  

平成29年３月24日 

とうほう・みんなの文

化センター 

（福島県文化センター） 

職務執行状況報告 

決議事項 第１号 平成28年度補正予算の件 

     第２号 平成29年度事業計画の件 

     第３号 平成29年度予算の件 

     第４号 平成29年度資金調達及び設備 

投資の件 

報告事項 第１号 規程等の改定の件 ほか１件 

理事12名中11名出席 

監事２名中１名出席 

定時評議員会 

平成28年６月27日 

ザ・セレクトン福島 

報告事項 第１号 平成27年度事業報告等の件  

ほか１件 

決議事項 第１号 平成27年度計算書類等承認の件 

     第２号 評議員及び役員の選任の件 

評議員９名中７名出席 

理事 12名中３名出席 

監事 ２名中２名出席 

 

 10 外部監査等 

   福島県公益認定等審議会 立入検査 実施日：平成28年11月14日 

   福島県監査委員会 財政的援助団体等団体監査 実施日：平成28年11月22日 

（事務局調査 実施日：平成28年９月21日） 

 11 重要な契約に関する事項  

   「福島県文化センターの管理に関する平成28年度協定」（福島県） 

   「福島県文化財センター白河館の管理に関する平成28年度協定」（福島県教育委員会） 

   「埋蔵文化財発掘調査委託契約」（福島県教育委員会） 

   借入金、資産の売却等の事項はありません。  

 

 12 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の推移 （単位；千円）  

事業年度 27年３月期 28年３月期 29年３月期 

前期繰越収支差額 19,743 16,150 △13,341 

当期収支差額 △3,593 △29,491 6,780 

次期繰越収支差額 16,150 △13,341 △6,561 

資産合計 2,108,921 2,097,325 2,096,444 

負債合計 528,829 545,506 520,967 

正味財産 1,580,092 1,551,819 1,575,477 
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事業の概況事業の概況事業の概況事業の概況        

 

ⅠⅠⅠⅠ    公益目的事業公益目的事業公益目的事業公益目的事業    

    

公１公１公１公１    芸術文化に関する主催公演の開催、文化施設の貸与、歴史資料の収蔵・展示等を通じた文化芸術文化に関する主催公演の開催、文化施設の貸与、歴史資料の収蔵・展示等を通じた文化芸術文化に関する主催公演の開催、文化施設の貸与、歴史資料の収蔵・展示等を通じた文化芸術文化に関する主催公演の開催、文化施設の貸与、歴史資料の収蔵・展示等を通じた文化

振興事業振興事業振興事業振興事業    

    

 １ 芸術文化振興事業 

   本県の文化振興及び震災からの復興に資するため、平成24年度から取り組んできたふくしま

文化復興事業の内容充実に努めるとともに、舞台芸術鑑賞事業を実施しました。 

 （１） ふくしま文化復興事業 

   ① 子どもの芸術文化体験事業 

     復興を担う子どもたちの健全な育成に資するため、当財団が実行委員会を立ち上げ文化庁か

らの委託を受け、多くのジャンルのアーティストを県内の幼稚園や学校等に派遣しました。 

     また、福島県文化センター休館期間中に、浜通り・中通り・会津の3地域において、周辺地域

の子どもたちを対象に共同鑑賞事業を開催しました。 

     派遣事業／実施期間：７月11日（月）～平成29年２月15日（水）６ジャンル 24プログラム 

          延べ派遣講師数 222名 実施回数 130回 参加者数 12,710名 

     共同鑑賞事業／実施日：12月17日(土)、平成29年１月14日(土)、１月28日(土) 

            延べ派遣講師数６名 実施回数３回 参加者数 283名 

   ② キッズシアター 

     児童の情操教育を目的に、県内各地の教育委員会等との共催により、子どもたちが楽し

める良質な演劇公演を実施しました。 

     実施期間 ６月８日(水)～６月30日(木) 開催地：会津若松市ほか４市４町 15公演 

          参加学校数124校 入場者数10,837名 

   ③ ファミリーシアター 

     （公財）日本青少年文化センター、（公社）日本児童青少年演劇協会並びに開催地教育委

員会が主催し、当財団が希望開催地のとりまとめ等の調整を行い、本格的なホールを持た

ない地域の子どもたちを対象に舞台芸術の巡回公演を実施しました。 

     音楽公演／実施日：10月７日（金） 開催地：矢祭町 １公演 入場者数248名 

     児童劇公演／実施期間：10月５日（水）～７日（金）、10月11日（火）～13日（木） 

           開催地：西会津町ほか４町１村 ６公演 入場者数1,644名 

   ④ 歴史再発見事業 

     被災地の歴史と伝統文化を見直す機運を創出し、ふくしまの復興に資することを目的に、

遺跡発掘調査の現地見学ツアー等とふくしまに伝えられてきた編み組細工に着目する資料

展並びに文化財講演会を実施しました。 

    ア 歴史再発見ツアー 実施日：７月28日（木） 

      場所：須賀川市高木遺跡、福島県文化財センター白河館 参加者数46名  
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    イ 歴史再発見資料展 実施期間：平成29年１月14日（土）～２月12日（日） 

      場所：文化財センター白河館 入場者数1,470名 

    ウ 歴史再発見講演会 実施日：平成29年１月21日（土） 

      場所：福島市アクティブシニアセンターA・O・Z 入場者数77名 

   ⑤ 復興共催事業 

     文化芸術によるふくしまの復興を目的に、著名アーティストの公演等を地元の報道機関

等との共催により実施しました。 入場者数合計 34,303名 

    ア 研ナオコ 野口五郎special stage 実施日：７月３日（日） 

    イ MONKEY MAJIK JAPAN TOUR2016福島公演 実施日：７月22日（金） 

    ウ 高橋真梨子Mariko Takahashi Concert vol.40 2016 実施日：７月30日（土） 

    エ 没後45年放浪の天才画家 山下清展 実施期間：８月10日（水）～９月18日（日） 

    オ 久石譲＆ワールドドリームオーケストラ2016 実施日：８月９日（火） 

    カ 劇団四季ミュージカル「ウエストサイド物語」 実施日：11月13日（日） 

    キ リトグリライブツアー2016 ～Little Colorful Monster～ 実施日：９月25日（日） 

 （２） 舞台芸術等鑑賞事業 

   ① 古典劇場 

      日本古来の伝統芸能の継承・普及を目的に、歌舞伎並びに狂言公演を実施しました。 

    ア 松竹大歌舞伎公演 

      実施日：７月12日（火） 場所：大ホール 昼・夜２回公演 入場者数1,683名 

      歌舞伎セミナー 

      実施日：６月17日（金） 場所：小ホール 入場者数130名 

    イ 狂言公演 

      実施日：10月28日（金） 場所：大ホール １回公演 入場者数1,164名 

      狂言セミナー 

      実施日：10月７日（金） 場所：２階会議室 入場者数64名 

   ② 映画鑑賞事業      

    ア 子ども映画会 

      子どもたちの健全な育成を目的に、学校の夏休み期間中に実施しました。 

      実施日：７月 22 日（金）、29日（金）、８月４日（木） 場所：小ホール 

      入場者数 455 名 

      実施日：８月 11 日（木）～８月 15 日（月） 場所：文化財センター白河館講堂 

      入場者数48名 

    イ 名作シネマ 

      映画人口の増加と映像文化の振興を目的とする文化庁優秀映画鑑賞事業を利用し、歴

史に残る名画を上映しました。また、福島県文化センターの休館期間中に南相馬市「朝

日座」において上映会を実施しました。 

      実施日：９月６日（火）・７日（水） 場所：小ホール 入場者数360名 

      実施日：平成29年２月５日（日） 場所：南相馬市「朝日座」 入場者数86名 
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   ③ ＬＩＶＥ ＩＮ ふくしまジャズ・コンサート VOL.３ 

     岩手県民会館、宮城県民会館、当館の３館連携により世界的に活躍するジャズグループ

のコンサートを実施しました。 

     実施日：９月９日（金） 場所：大ホール 入場者数866名  

 （３） 共催・後援事業 

   ① 共催事業 

     本県の文化振興に資するため、県内及び県出身者から作品を公募して展覧し、福島県の

美術の振興を図ることを目的に開催された、第70回福島県総合美術展覧会及び、福島民報

創刊125周年記念事業として開催された「岩合光昭の世界ネコ展」について、共催により実

施しました。 ２件 

   ② 後援事業 

     本県の文化活性化のため、関係機関・文化団体・報道機関等からの申請により後援しま

した。 ４件 
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 ２ 福島県文化センター関係事業 

   福島県文化センターの指定管理者として、福島県との基本協定、年度協定に基づき下記施設

の管理運営の業務を行いました。 

   平成28年度から福島県によるネーミングライツが導入され、「とうほう・みんなの文化セン

ター（福島県文化センター）」の名称の周知に努めました。 

   また、受変電設備改修工事のため、12月１日から平成29年２月28日まで全館休館となったほ

か、空調設備改修工事のため、小ホールが９月20日から平成29年３月20日まで、大ホールが12

月１日から平成29年９月30日（予定）まで利用休止となりました。 

 （１） 受託施設 

 

 

    

  

 （２） 年間利用者数及び利用料金収入 

 

 

 

   

  

 （３） 福島県文化会館関係事業 

     条例に掲げられた設置目的に基づき、多くの県民が集い、日常的に芸術文化とのふれあ

いを持つことができる、県民本位、利用者本位の開かれた施設を目指し、その機能が十分

に発揮できるよう施設運営にあたりました。 

     全館休館期間においては、財団が独自に事務所に仮設電源を敷設することで、会場利用

受付から利用相談業務、プレイガイド業務等を継続し、県民サービスが低下しないように

努めました。 

     また、県の受変電設備改修工事等が円滑に進むように、工事業者の入退館の管理や工程

会議等に対応しました。 

   ① 施設及び設備の使用許可に関する業務 

    ア 12月１日から平成29年２月28日までの全館休館期間及びメンテナンス日を除いた年間

開館日数は269日となりました。利用時間は午前8時30分から午後10時までとして、時間

外についても柔軟に対応しました。 

    イ 利用者総数  282,611名 

      館内利用者数 245,284名  

      窓口利用者数  10,964名 

      館外利用者数  26,363名 （館外で実施した芸術文化振興事業の参加者数） 

   ② 利用料金の徴収、免除の決定に関する業務 

    ア 利用料金収入 収入額 25,434,298円（公益目的事業のみ） 

施設名 敷地面積 延面積 建築面積 

福島県文化会館 
26,525㎡ 

9,826㎡ 5,157㎡ 

福島県歴史資料館 1,612㎡  749㎡ 

施設名 利用者数 
利用料金収入額 

（うち公益目的事業） 

福島県文化会館 282,611名 
491件 41,327,309円 

（152件 25,434,298円） 

福島県歴史資料館 9,329名 ― 
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    イ 利用料金の免除 県との協議により利用料金の免除基準を定めて実施しました。 

      免除件数  123件  免除額 14,945,151円 

    ウ 利用料金後納制を継続して行い、利用者の負担軽減を図りました。 

   ③ 施設の使用に関する支援業務 

    ア 会場下見や打ち合わせを入念に行い、利用者が安心して本番を迎えられるように努め

ました。 

    イ 早朝利用や、軽食販売、臨時バスの手配等、利用者の要望に臨機応変に対応し、行事

がスムーズに進行するように支援しました。 

   ④ 施設及び設備の維持管理 

    ア 施設・設備の日常点検及び専門業者による定期点検を実施し、不具合報告等がされた

軽微な建築設備関係35件の修繕を行い、事故防止に努めました。 

    イ 老朽化している施設・設備の営繕工事及び、備品等の更新を設置者へ要望しました。 

    ウ 工事休館を利用して、開館時には実施できない貸出物品等の点検を行いました。 

   ⑤ アートマネジメントに関する業務 

    ア 文化イベントの企画立案から運営まで利用者の要望に応じて支援しました。 

    イ 東日本大震災及び原発事故からの「こころの復興」と、次代を担う人材育成に貢献す

るため、優れた舞台芸術等に触れる機会を創出する文化事業のコーディネート活動を実

施しました。 

    ウ 全国や東北地区の公立文化施設との連携による文化事業の実施に取り組むとともに、

県内の公立文化施設の取りまとめ館として研修会の実施や文化事業に関する連携、情報

提供を行いました。 

    エ 文化会館の壁面等のスペースを活用して作品発表の場を提供しました。 

   ⑥ 文化情報の発信 

    ア ホームページによる情報発信 

      イベント情報の案内として、文化センターで開催される催事を紹介する「催し物案内」

と東日本大震災からの復興に資する「ふくしま文化復興事業」、財団の「主催事業」、報

道機関等との「共催事業」に分けて分かりやすく掲載しました。 

    イ メールマガジンの発行 

      メールマガジンでは、文化センターの催し物案内のほか、県内にイベント情報の配信

サービスを無料で提供しました。メールマガジン登録者数1,138名（平成29年３月末現在） 

   ⑦ 県内イベント情報の提供 

     県内の文化施設や文化団体、行事の主催者から集めた文化イベント情報をホームページ

に掲載しました。情報は音楽、演劇・舞台、展示、自主上映、講演・講座、その他のジャ

ンルに分けて掲載し、利用者が検索しやすい構成にしました。また、文化情報誌に掲載し

きれない情報については、ホームページで情報提供を行いました。 

   ⑧ 文化情報の機関誌の発行  

    ア 本県文化に関する県民の理解を深め、積極的な文化活動への参加を促すことを目的と

して、文化情報誌『ふくしま文化情報』を発行しました。 
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    イ 本県の文化活動を支援するため、様々な文化情報を掲載しました。読み易い紙面づく

りを心がけるとともに、より多くの方が入手できるように努めました。 

発行回数 年10回 発行部数 5,500部 

      配布先  市町村、学校、文化施設、文化団体、報道機関、イベント事業者、交通機

関、飲食店、病院等 

   ⑨ 指定管理者としての創意工夫 

    ア 館内にアンケートボックスを設置しているほか、催事主催者にもアンケートを実施し、

軽微な事項は直ぐに対応しました。また、施設構造上の問題等に関する事は、優先順位

をつけて県に改修の要望をいたしました。 

    イ 文化会館と歴史資料館の月間の催し物予定を文化情報誌『ふくしま文化情報』に掲載

し、県内文化施設や駅、観光スポット等に配布して文化センターの催し物の広報に努め

ました。 

    ウ 福島駅周辺の地下道に文化センター催し物案内を掲示し広報に努めました。 

    エ 県内の文化施設や文化団体等から収集した催事のリーフレットやポスター、チラシを、

地域ごとに分類して来館者に提供しました。 

    オ 古典劇場及びジャズ・コンサートの主催事業の開催に当たって、インターネットによ

るチケット販売を実施して利便性向上を図りました。 

    カ 福島県文化会館内に財団情報コーナーを設置し、財団の事業活動の周知及び福島県歴

史資料館、福島県文化財センター白河館の来館者増に努めました。 

    キ インターンシップに賛同し、研修生２名を２回（７/11～７/15、９/５～９/９）受け

入れました。 

    ク 芸術文化振興事業の運営に携わるボランティアを募集し、古典劇場「狂言公演」事業

参加の際に、入場受付、チケットもぎり、客席案内等の補助を実施しました。 

    ケ 全館休館を利用して、東京芸術劇場及び彩の国さいたま芸術劇場での舞台職員の長期

研修を実施し、職員の資質の向上に努めました。 

 （４） 福島県歴史資料館関係事業 

     指定管理者として、福島県との基本協定、年度協定に基づき、歴史資料の収蔵・展示・

講習会などを通した文化振興事業を実施しました。 

① 利用状況 

      開館日数 269日 総利用者数 9,329名 

   ② 県に関する文書資料、考古資料、民俗資料その他の歴史資料の収集、整理、保管及び展

示に関すること 

    ア 県内外諸家文書の収集等 

      資料調査の依頼を受け、個人蔵の資料調査を行いました。また、市町村が新たに刊行

した自治体史や資料目録などから資料所在情報の把握に努めました。 

      山崎行弘家文書・星昭男家文書を返却したため、現在の福島県歴史資料館の収蔵総数は、

行政文書の簿冊48,876冊を含めて254,168点となりました。 
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    イ 資料整理業務 

      福島県の歴史に関係する行政文書・古文書などの資料のクリーニング、補修、一覧作

成など、約3,000点の歴史資料を整理しました。 

    ウ 展示公開業務 

     ａ 「名所図会の世界―江戸時代の観光ガイドブック―」 

       実施期間：４月23日（土）～６月30日（木） 

「アフターふくしまデスティネーションキャンペーン」に合わせた展示です。 

     ｂ 「描かれた江戸時代の伊達郡」 実施期間：７月16日（土）～９月４日（日） 

     ｃ 「新公開史料展」 実施期間：９月17日（土）～11月23日（水）      

    エ 歴史資料館収蔵資料の公開 

     ａ 未公開であった収蔵資料を整理し、その目録を作成し、『福島県歴史資料館収蔵資料

目録』第48集として公開しました。 

     ｂ 収蔵資料目録デジタル化の一環として、「明治期地籍図・地籍帳・丈量帳」の小字別

検索目録の作成を継続し、新たに安達郡と田村郡の目録をホームページ上で公開しま

した。 

     ｃ 資料閲覧や写真掲載希望などへの対応業務を日常的に実施しました。 

   ③ 歴史資料に関する専門的又は技術的調査研究に関すること 

    ア 歴史資料の情報、収蔵資料の紹介、歴史資料の調査研究成果などを『福島県史料情報』

として、第45号から47号まで３回刊行し、県・市町村をはじめとする関係機関に配布し

ました。 

    イ 展示公開などに資するため、収蔵資料の調査・研究を行い、その成果を収蔵資料展や

『福島県史料情報』などに活用しました。 

   ④ 歴史資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会などの主催及びその開催の援助に関

すること 

    ア 古文書講座の開催 

      歴史資料の利用促進を図るため、希望者を対象とした古文書講座を開講しました。「半

田銀山の文書を読み解く」をテーマに４回開講しました。 

    イ 市町村史編纂に対する協力・援助 

      福島市史・相馬市史・原町市史・三島町史などの市町村史編纂に対する協力・援助を

行いました。 

    ウ 市町村の生涯学習・歴史講座等への協力       

      市町村や生涯学習団体などが実施する学習会・講習会などに講師を派遣し、その開催

を支援しました。また、休館中の平成29年１月6日（金）から２月12日（日）の会期で「名

所図会の世界―江戸時代の観光ガイドブック―」展を福島県立図書館で開催しました。 

エ 講演会・講習会・研究会 

      12月10日（土）に、いわき市生涯学習プラザ４階大会議室で神奈川県立金沢文庫学芸

課長西岡芳文・当財団学芸員など３名の講師による地域史研究講習会を開催しました。 
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    オ 映写会 

下記の記録映像をそれぞれ上映しました。 

      第１回「興福寺 春日大社―神仏習合の祭儀と支える人々―」「川口の鋳物師」 

      第２回「鬼来迎」「柱松神事」「なのむしおくれ」「森のくらし 第５章 鷹匠」 

      第３回「東北の人と文化 第４集 染と織」「東北の人と文化 第５集 農の祈り」 

         「加賀象嵌 中川衛 美の世界―新たな伝統を創る―」 

   ⑤ 提案によるその他の事業等 

    ア 中学生の職場体験や大学の学芸員養成課程の博物館実習などを実施しました。 

    イ 「福島県歴史資料館友の会」の活動を支援しました。           

                           （平成29年３月末現在の会員数131名） 

    ウ 災害時にともなう歴史資料の散逸を防ぐため、「福島県被災文化財等救援本部」「ふく

しま歴史資料保存ネットワーク」の活動を支援しました。 

    エ 温湿度が不安定な収蔵環境を適宜補正し、文書庫および収蔵庫の害虫モニタリング調

査を実施しました。 

   ⑥ その他 

    ア ６月に空調設備の故障が発生したため、大型除湿機・サーキュレーターなどを併用し、

文書庫・収蔵庫・展示室の湿度上昇を抑え、収蔵・展示環境悪化の低減に努めました。

また、閲覧室には窓用エアコン・大型除湿機などを設置し、資料閲覧者のアメニティー

の確保に努めました。 

    イ 休館中は収蔵庫の文書箱を整理し、今後整理されて配架される文書のスペース確保に

努めました。 

    ウ 休館中の地籍図・地籍帳・丈量帳の資料閲覧は、事前予約制により文化センター会議

室で対応し、県民サービスの維持に努めました。 
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公２公２公２公２    遺跡発掘調査及び出土文化財の劣化防止処理、文化財保護の教育普及を目的とした講演会や遺跡発掘調査及び出土文化財の劣化防止処理、文化財保護の教育普及を目的とした講演会や遺跡発掘調査及び出土文化財の劣化防止処理、文化財保護の教育普及を目的とした講演会や遺跡発掘調査及び出土文化財の劣化防止処理、文化財保護の教育普及を目的とした講演会や

体験学習及び文化財の展示等の文化財保護事業体験学習及び文化財の展示等の文化財保護事業体験学習及び文化財の展示等の文化財保護事業体験学習及び文化財の展示等の文化財保護事業    

    

 １ 埋蔵文化財関係事業 

 （１） 埋蔵文化財調査 

     福島県教育委員会からの委託を受け、開発に伴う遺跡の記録保存のため、分布調査、発

掘調査を行い、報告書を作成するとともに、市町村埋蔵文化財調査への技術協力を実施し

ました。 

     また、各事業に関する連絡・調整・進行管理及び庶務・経理事務などを行いました。 

   ① 遺跡分布調査事業 

    ア 分布調査       １事業     190ha 

    イ 試掘・確認調査    ２事業  97,150㎡ 

    ウ 調査報告書刊行    １冊  

   ② 遺跡発掘調査事業 

    ア 発掘調査事業     ７事業  45,850㎡  

    イ 調査報告書刊行    ６冊  

   ③ 県内市町村埋蔵文化財調査への技術協力事業 １市９町１村 延べ16事業 

 （２） 文化財センター整備業務 

     福島県教育委員会からの委託を受け、出土品の保管管理、整理・梱包・搬送、文化財デ

ータベースの入力作業などを行いました。 

   ① 出土品などの保管管理業務  

     出土品のうち、上吉田遺跡などの木質・金属質遺物等6,027件の管理及び劣化防止処置と

屋敷遺跡などの遺物500件の点検、白山Ｄ遺跡などの遺物204件の保存処理、合計6,731件の

出土品の管理などの業務を行いました。 

   ② 出土品の整理・梱包・搬送などの業務 

     報告書の作成が完了した出土品など（常磐自動車道遺跡発掘調査：中山Ｃ遺跡など）1,075

箱の資料を整理し、福島市から福島県文化財センター白河館へ搬送しました。 

   ③ 文化財データ入力業務 

     平成25年度発行報告書７冊分（会津縦貫北道路遺跡発掘調査報告書：西木流Ｃ遺跡など）

の遺物・写真などの文化財データを作成しました。 
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 ２ 福島県文化財センター白河館関係事業 

   福島県文化財センター白河館の指定管理者として、福島県教育委員会との基本協定及び年度

協定に基づき、下記施設の管理運営を行いました。 

 （１） 施設管理業務 

   ① 受託施設   

敷地面積 51,794.00㎡ 

本館棟 2,337.73㎡ 

収蔵庫棟 3,052.86㎡ 

体験学習館 89.43㎡ 

野外展示施設 縄文時代の家、前方後円墳、奈良時代の家、奈良時代の米倉、 

平安時代の製鉄炉、室町時代の館 

     福島県文化財センター白河館は、開館から15年を経過し、施設の老朽化が進んでいます。

このため、適宜修繕を加えながら維持管理を行い、大規模修繕が必要なものについては、

施設設置者である県に対して修繕要望を提出してきました。平成28年度は、県施工による

室町時代の館の改修工事が実施されました。 

   ② 利用状況 

     開館日数              311日（前年度 311日） 

     総利用者数           35,217名（対前年 107.7％） 

      入館者数           29,341名（対前年 107.8％） 

      館外利用者数       （※）5,876名（対前年 107.5％） 

                    ※移動展、館外文化財研修、おでかけまほろん等 

     入館者数の地域別利用者状況 

      県 内            24,494名（全体の83.5％） 

      県 外             4,847名 

     入館者数の年齢層別利用状況 

      高校生以下           12,134名（全体の41.4％） 

      一 般            17,207名 

     入館者数のうち団体利用      8,821名（全体の30.1％） 

     入館者数と館外利用者数を合わせた総利用者数は35,217名となり、前年度に比べ2,522名

増加しました。 

     入館者数は、29,341名となり、前年度に比べ2,114名増加しました。 

 （２） 文化財の収蔵・保管及び活用に関する業務 

   ① 考古資料の収蔵・保管 

    ア 県教育委員会から搬入された総計50,964箱の出土品や写真・図面等の発掘調査資料を

収蔵・保管するとともに、館外への貸し出しや館内の資料閲覧、見学等の対応を行いま

した。 
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   ② 考古資料、考古資料以外の文化財及び文化財に関する資料の展示 

    ア 常設展示室においては、「話題の遺跡」の展示コーナーなどにおいて県内自治体と連携

して、適宜展示替えを行いました。 

    イ 企画展では、特別展示室を会場として、ふくしま震災遺産保全プロジェクト実行委員

会との連携による、ふくしま復興展「震災遺産と文化財」を開催しました。 

ふくしま復興展「ふくしま平安ものがたり」では、貞観地震が発生した平安時代前期の

庶民の暮らしの様子を、子どもにもわかりやすい内容で紹介しました。 

指定文化財展「開館15周年記念展 城跡の考古学」では、県指定史跡の梁川城跡など県

内外の城館跡の発掘調査成果を紹介し、関連シンポジウムも実施しました。 

まほろん収蔵資料展「縄文土器の年代Ⅱ－縄文中期の世界に迫る－（前期展示）」では、

収蔵資料の放射性炭素年代測定と炭素・窒素安定同位体比分析の結果を公開しました。 

   ③ 文化財に関する講演会等の開催 

ア 館長講演会は、シリーズ「北日本の考古学」と題して、５回実施しました。 

イ 企画展の内容に関連するテーマを中心に、文化財講演会・講座を５回（延べ７日間）、

文化財ビデオ上映会を１回開催しました。 

   ④ 文化財等を活用した体験学習の実施 

ア 勾玉づくり、火おこしなどの常時体験型体験学習、土器づくりなどの募集型体験学習の

ほか、「おでかけまほろん」等の館外体験学習を行いました。 

イ まほろん森の塾では、小学生の塾生が昔の技を学び、紙づくりなどの体験活動を行いま

した。 

ウ 「ゴールデンウィークまほろんまつり」、「歴史と植物を学ぶ野外展示解説会」、「まほろ

んを描こう」、「まほろん15周年体験フェスタ」などの体験イベントを年９回（延べ23日間）

開催しました。「まほろん15周年体験フェスタ」は、青森県から佐賀県までの博物館・遺

跡公園等の協力を得て、さまざまな古代体験メニューが一堂に集う内容としました。 

   ⑤ 文化財に関する情報発信 

    ア ホームページ等を利用して白河館の業務に関する情報や県内の文化財情報、文化財デ

ータベース等の情報を発信しました。 

    イ 『まほろん通信』を年４回各4,000部発行し、県内の学校や県内外の教育機関・文化施

設等へ配布しました。 

   ⑥ 文化財に関する調査、研究を担当する市町村等の職員の研修 

    ア 文化財を担当する市町村等の職員を対象として、基礎・専門・特別の３つの研修区分

により、文化財の保護・活用技術や関連科学等の研修を行い、378名が受講しました。 

   ⑦ 考古資料の保管及び文化財の保存・活用に関する専門的又は技術的な調査研究 

ア 収蔵資料に付着した炭化物を用い、放射性炭素年代測定と炭素・窒素安定同位体比分析

を行いました。 

イ まほろん収蔵資料のAMS年代測定結果報告（平成28年度分）」等を収録した『研究紀要

2016』を発行しました。 
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 （３） その他の事業 

   ① ボランティアの運営 

     登録ボランティア20名により、展示解説補助のほか、縄文時代の家及び奈良時代の家の

燻蒸補助、文化財研修や体験イベントの開催補助などを行いました。 

   ② 年報の発行 

     白河館運営に係る平成27年度の実績をまとめた『年報2016』を発行しました。 

   ③ 運営協議会の開催 

     白河館の適正な管理運営を図るため、各分野の専門家による協議会を開催しました。 

       第１回 10月１日（土） 第２回 平成29年３月11日（土） 

   ④ 他機関との連携 

     教育普及機関・研究機関等と連携して、以下の事業を実施しました。 

    ア 福島県立図書館との連携 

      まほろん移動展「縄文土器の年代－ススとコゲからなぞをとく－」 

       実施期間：６月３日（金）～７月６日（水） 場所：福島県立図書館 

      移動図書館（あづま号）コーナー設置 

  実施日：11月27日（日）（まほろん感謝デー） 場所：白河館正面玄関前 

    イ ふくしま海洋科学館（アクアマリンふくしま）との連携 

      移動水族館（アクアラバン）開催 

       実施日：11月26日（土）・27日（日）（まほろん感謝デー）場所：白河館正面玄関前 

      鹿角製釣針づくり体験講座への講師派遣 

       実施日：11月５日（土） 場所：ふくしま海洋科学館 

    ウ 国立那須甲子青少年自然の家・国立磐梯青少年交流の家・那須高原ビジターセンター

と連携し、イベント実施時に相互に体験ブースを設置 
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公３公３公３公３    地域文化の振興を図るための助成及び顕彰事業地域文化の振興を図るための助成及び顕彰事業地域文化の振興を図るための助成及び顕彰事業地域文化の振興を図るための助成及び顕彰事業    

    

 １ 助成・顕彰事業 

 （１） 助成事業 

     県民の文化活動が自主的に活発に推進されるよう、個人又は文化団体等の活動を援助・

奨励し、本県文化の振興に寄与することを目的として実施しました。 

   ① 助成件数 84件  

    【部門別内訳】 

    ア 成果発表事業          63件 

    イ 発表会等への参加事業      ５件 

    ウ 文化団体への事業費       ６件 

    エ 特認事業            １件 

    オ 文化財の保護事業        ４件 

    カ 文化振興による地域づくり事業  ２件  

    キ 被災者文化活動事業       ３件 

   ② 助成金総額  15,977,476円  

 （２） 顕彰事業 

     本県文化の普及、向上、保存及び伝承に貢献した個人又は団体を顕彰しました。 

   ① 表彰式 実施日：平成29年３月５日（日） 場所：２階会議室 

   ② 件 数 ５件（３個人、２団体）  

 

 

 

 

 

 

    

    

公４公４公４公４    本県復興に資するための文化振興事業本県復興に資するための文化振興事業本県復興に資するための文化振興事業本県復興に資するための文化振興事業    

    

 １ 被災ミュージアム再興事業 

   福島県教育委員会からの委託により、原発事故に伴う避難指示区域に指定された双葉町・大

熊町・富岡町の資料館から搬出した文化財について、福島県文化財センター白河館敷地内の仮

保管施設において、資料保全作業のほか、写真撮影、目録作成などの資料整理作業を行いまし

た。 

 

部 門 種 別 氏 名・団体名 住 所 

美 術 個 人 菊田 博 福島市 

音 楽 団 体 福島県ﾊｰﾓﾆｶ協会 福島市 

文 学 個 人 大河原 博美 郡山市 

演劇(能楽) 個 人 成清 攝枝 いわき市 

郷土史誌 団 体 石陽史学会 石川町 
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ⅡⅡⅡⅡ    収益事業収益事業収益事業収益事業    

 

収１収１収１収１    公益目的事業以外の施設貸与に関する事業公益目的事業以外の施設貸与に関する事業公益目的事業以外の施設貸与に関する事業公益目的事業以外の施設貸与に関する事業    

    

 １ 福島県文化会館の施設貸与 

   公益目的事業以外についても福島県文化会館の施設・設備の貸出しを行い、施設の有効活用

を図りました。これによる利用料金収入は339件 15,893,011円となりました。 

 

収２収２収２収２    物品の販売等に関する事業物品の販売等に関する事業物品の販売等に関する事業物品の販売等に関する事業    

    

    １ 物品の販売等に関する事業 

 （１） 福島県文化会館関連事業 

     来館者の利便を図るため、チケットの受託販売、自動販売機による飲料販売、軽食・弁

当販売等を行いました。 

 （２） 福島県文化財センター白河館関連事業 

     勾玉等の体験学習用の材料販売、企画展や開館15周年に合わせたオリジナル商品の開発

を行い、新商品を販売しました。 
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平成平成平成平成28282828年度事業報告附属明細書年度事業報告附属明細書年度事業報告附属明細書年度事業報告附属明細書    

法人の概況関係法人の概況関係法人の概況関係法人の概況関係    

１ 役員名簿                          平成29年3月31日現在 

職 氏 名 現   職 

評議員 

安齋睦男 福島県企画調整部文化スポーツ局長 

五十嵐乃里枝 一般社団法人会津自然エネルギー機構代表理事 

懸田弘訓 福島県文化財保護審議会委員 

小松信之 福島県市長会常務理事兼事務局長 

齋藤美保子 郡山女子大学短期大学部教授 

澤田 修 企業組合劇団風の子東北代表理事 

新妻香織 ＮＰＯ法人フー太郎の森基金理事長 

馬目順一 いわき市教育委員会教育長職務代理者 

安田清敏 福島県町村会事務局長 

理事長 杉 昭重 福島県文化センター館長  

副理事長 菊池徹夫 
福島県文化財センター白河館長 

早稲田大学名誉教授 

専務理事 大河原 薫 事務局長 

理 事 

阿部雅人 福島県企画調整部文化スポーツ局次長 

小野利廣 

福島県南土建工業株式会社代表取締役 

白河地区経営者協会会長 

一般社団法人福島県建設業協会会長 

新城猪之吉 

末廣酒造株式会社代表取締役 

福島県酒造組合会長 

日本酒造組合中央会理事東北支部長  

須佐由起子 
元福島県教育委員会委員長 

一般財団法人脳神経疾患研究所理事 

髙城俊春 

元福島県教育委員会教育長 

福島県芸術文化団体連合会会長 

公益財団法人東邦銀行教育・文化財団理事長 

高萩阿都志 
株式会社タイヘイドライバーズスクール代表取締役社長 

いわき中央地区交通安全事業主会会長 

平田公子 国立大学法人福島大学名誉教授 

山口晢子 宇都宮文星短期大学名誉教授 

渡邉和裕 
一般社団法人日本旅館協会副会長、東北支部連合会長 

福島市観光コンベンション協会会長 

監事 
齋藤 忠 公認会計士 

芳賀 裕 司法書士 
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役員      3名 (2名) *無報酬役員を除く

正規職員 53名 *うち県への出向職員1名

派遣職員  3名　　　　　　　

出向職員  3名 　　　　　　　　　　　

嘱託職員  8名 (2名)

    小計 67名

臨時職員 27名

     計  97名 (4名)    (  )うち県出身者

調査課長

専務理事

課員30名

部長

２　組織及び職員数

平成29年3月31日現在

理事長

（専務理事兼務）

副理事長

総務課長

文化推進

課長

歴史資料

課長

副館長

理事

事務局長

課員4名 課員7名 課員3名

副館長

課員3名 課員12名

館長

（理事長兼務）

館長

（副理事長兼務）

総務課長

 
（副館長兼務）

学芸課長

文化財センター白河館

事務局

評議員会

理事会

福島県文化センター 遺跡調査部

事務局

財団事務局

評議員会

理事会
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事業の概況関係

事業の概況関係事業の概況関係

事業の概況関係

公１-１　芸術文化振興事業関係    　　

事　　業　　名 期日・開催場所 内　　　　　　　　容 入場者数等

派遣事業

12,710名

実施回数：130回

派遣講師：延べ222名

共同鑑賞事業 共同鑑賞事業

新地町公演 283名

　実施日：12月17日（土）

　場所：新地町農村環境改善センター

白河市公演

　実施日：平成29年１月14日（土）

　場所：福島県文化財センター白河館

会津若松市公演

　実施日：平成29年１月28日（土）

　場所：会津若松市生涯学習センター

実施期間：6月8日(水)～6月30日(木)

参加学校数 124校

対象：小学生 10,837名

演目／「ぼくはにんじゃのあやし丸」

制作（出演）／劇団うりんこ

　　12日間、15公演を実施

原作／広瀬寿子　脚本／佃典彦　演出／松本祐子

場所：県内7町 音楽公演

対象：児童～一般 248名

【音楽公演】

　実施日：10月7日（金）

　開催地：矢祭町

【児童劇公演】 児童劇公演

　実施日：　10月5日（水）～7日（金）、

　　　　　　10月11日（火）～13日（木）

1,644名

　開催地：西会津町・柳津町・昭和村・

　　　　　只見町・桑折町・猪苗代町

歴史再発見ツアー

　実施日：7月28日(木) 　46名

　場所：高木遺跡

　　　　福島県文化財センター白河館

歴史再発見資料展「編み組技術のルーツと現

在」

　1,470名

歴史再発見講演会

　実施日：平成29年1月21日（土） 　77名

研ナオコ 野口五郎special stage

～お気に召すかな!?～part3

実施日：7月3日（日）場所：大ホール 主催／株式会社ラジオ福島 1,350名

MONKEY MAJIK JAPAN TOUR2016福島公演 実施日：7月22日（金）場所：大ホール 主催／株式会社ニュース・プロモーション 900名

高橋真梨子Mariko Takahashi

Concert vol.40 2016

実施日：7月30日（土）場所：大ホール 主催／株式会社ノースロード・ミュージック 1,700名

没後45年放浪の天才画家

山下清展

実施期間：8月10日(水)～9月18日(日)

場所：３階展示室

主催／株式会社福島民報社 25,572名

久石譲＆ワールドドリームオーケスト

ラ2016

実施日：8月9日（火）場所：大ホール 主催／株式会社キョードー東北 1,700名

劇団四季ミュージカル

「ウエストサイド物語」

実施日：11月13日（日）場所：大ホール 主催／株式会社テレビユー福島 1,650名

リトグリライブツアー2016

　～Little Colorful Monster～

実施日：9月25日（日）場所：大ホール 主催／福島テレビ株式会社 1,431名

34,303名

　ふくしまに伝えられてきた編み組細工に着目する

資料展を開催しました。また、その技術の変遷を物

語る資料を、製作実験による復元品とともに展示し

ました。

　東京都スポーツ文化事業団の飯塚武司先生をお迎

えし、「木の器」と題し製作技術の歴史と個人の食

器としての使用の始まりについてご講演いただきま

した。

　場所：福島市アクティブシニアセンター

　　　　A・O・Z

 児童の情操教育を目的に、県内各地の教育委員会等

との共催により、子供たちが楽しめる良質な演劇公

演を実施しました。

開催地：県内5市4町（福島市・郡山市・須賀

川市・白河市・会津若松市・国見町・川俣

町・矢吹町・南会津町）

子どもの芸術文化体験事業

実施期間：7月11日（月）～平成29年2月15日

（水）

キッズシアター

歴史再発見事業

ファミリーシアター

　実施期間：平成29年1月14日（土）～2月

　　　　　　12日（日）

ふ

く

し

ま

文

化

復

興

事

業

ふ

く

し

ま

文

化

復

興

事

業

復

興

共

催

事

業

復興共催事業入場者数

  福島県の復興を担う子どもたちの健全な育成に資

するため、当財団が実行委員会を立ち上げ文化庁か

らの委託を受け、多くのジャンルのアーティストを

県内の幼稚園や学校等に派遣しました。

　休館期間中に、浜通り・中通り・会津の3地域にお

いて、周辺地域の子供たちを対象に共同鑑賞事業を

開催しました。

  （公財）日本青少年文化センター、（公社）日本

児童青少年演劇協会並びに開催地教育委員会が主催

し、当財団が希望開催地のとりまとめ等の調整を行

い、本格的なホールを持たない地域の子供たちを対

象に舞台芸術の巡回公演を実施しました。

【音楽公演】

『姜建華　シルクロードデュオコンサート～二胡と

中国琵琶による悠久のしらべ～』

出演／姜建華(ジャン・ジェンホワ)二胡奏者、ほか

【児童劇公演】演目／音楽劇・イソップランドの動

物たち

出演／演劇集団遊玄社

　親子対象の歴史再発見ツアーでは、遺跡発掘調査

の現地見学会と発掘体験を実施しました。併せて文

化財センター白河館を訪ねて県土の歴史に触れる機

会を提供しました。
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事　　業　　名 期日・開催場所 内　　　　　　　　容 入場者数等

松竹大歌舞伎公演 実施日：７月12日(火) 1,683名

昼・夜２回公演

場所：大ホール 出演／市川染五郎、他

演目／市川染五郎『ご挨拶』、『晒三番叟』 ほか

制作／松竹株式会社

歌舞伎セミナー 実施日：6月17日（金） 130名

　 場所：小ホール

狂言公演 実施日：10月28日(金) 1,164名

場所：大ホール

出演／野村万作、野村萬斎、他

演目／「佐渡狐」　「二人袴」

制作／アオイスタジオ株式会社

狂言セミナー 実施日：10月7日（金） 64名

場所：2階会議室

講師／深田博治（万作の会）

子ども映画会 455名

場所：小ホール

実施日：8月11日（木）～15日（月） 48名

場所：福島県文化財センター白河館講堂

名作シネマ 実施日：9月6日（火）・7日（水） 360名

場所：小ホール

上映作品／「暁の脱走」「隠し砦の三悪人」「悪

名」「嵐を呼ぶ男」

平成29年2月5日（日） 86名

場所：南相馬市「朝日座」

実施日：9月9日(金) 866名

場所：大ホール

第70回福島県総合美術展覧会 実施期間：6月17日(金)～26日(日)

主催／福島県、他

6,707名

場所：２･３階展示室

福島民報創刊125周年記念事業

主催／福島民報社

1,973名＊

「岩合光昭の世界ネコ歩き」写真展

場所：３階展示室

大震災からの復興と歴史・文化の継承

（東日本大震災関連シンポジウム）

実施期間：5月14日（土）場所：2階会議室 主催／地方史研究協議会

第40回福島県書道連盟選抜展

実施期間：10月13日（木）～10月16日（日）

場所：3階展示室

主催／福島県書道連盟、福島県芸術文化団体連合会

第44回福島県写真展

実施期間：10月4日（火）～10月9日（日）

場所：3階展示室

主催／福島県写真連盟、福島県芸術文化団体連合会

国見町文化財センター「あつかし歴史

館」オープンイベント

実施日：平成29年1月14日（土）

場所：あつかし歴史館

主催／国見町教育委員会

実施期間：平成29年3月25日（土）～

          5月7日（日）

　日本古来より民衆の生活に生き、育まれてきた日

本伝統芸能の中でも人気の高い狂言公演を実施しま

した。

　「狂言公演」に先がけ、狂言の基礎知識や上演演

目の見どころなどをわかりやすく解説するセミナー

を実施しました。

上映作品／「ねぎぼうずのあさたろう」「トムと

ジェリー」「メアリーと秘密の王国」他

古

典

劇

場

　「松竹大歌舞伎」公演に先がけ、歌舞伎の基礎知

識や上演演目の見どころなどをわかりやすく解説す

るセミナーを実施しました。

　音楽の力による「心の復興」を目的として、岩手

県民会館・東京エレクトロンホール宮城（宮城県民

会館）・福島県文化センターの３館連携企画で、9月

にセルジオ・メンデス・ケニー・バロン・トリオに

よるジャズ・コンサートを開催しました。

上映作品／「シンドバッドの冒険」「ハーメルンの

笛吹き男」「ウイリアム・テル」他

共

催

・

後

援

事

業

舞

台

芸

術

等

鑑

賞

事

業

映

画

鑑

賞

事

業

実施日：7月22日（金）、7月29日（金）、

　　　　8月4日（木）

講師／葛西聖司氏（元ＮＨＫアナウンサー、古典芸

能解説者）

　日本古来の伝統芸能の継承･普及を目的に、歌舞伎

公演を実施しました。

　子どもたちの健全な育成を目的に、学校の夏休み

期間中に実施しました。

LIVE IN ふくしま

ジャズ・コンサート　vol.3

後

援

事

業

共

催

事

業

（＊H28/3/31までの人

数）

　映画人口の増加と映像文化の振興を目的とする文

化庁の優秀映画鑑賞推進事業を利用し、歴史に残る

名画を上映しました。

　休館期間中に商業映画施設のない相双地区で上映

しました。

上映作品／「超高速!参勤交代」

出演／・セルジオ・メンデス

　　　・ケニー・バロン（ピアノ）・トリオ

※県北地区の吹奏楽部及び器楽部に所属する高校生

　105名を無料招待。
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公1-２　福島県文化センター関係事業関係

（１）　福島県文化会館利用者実績

大ホール 小ホール 視聴覚室 １F会議室 応接室 ２F会議室 ３F展示室

３Fギャラリー

小計

窓口利用者 館外利用者

合　 　　計 前　年　度

28 /04月

14,713 1,984 102 139 6 1,253 0 0 18,197 1,652 0 19,849 28,017

28 /05

13,994 1,514 550 97 10 1,450 1,079 0 18,694 862 0 19,556 22,992

28 /06

6,451 5,597 283 217 12 6,842 7,131 6,842 33,375 948 10,837 45,160 56,554

28 /07

25,561 2,984 236 236 13 2,210 1,249 0 32,489 1,920 968 35,377 29,263

28 /08

17,276 2,007 116 33 5 4,271 12,109 0 35,817 1,564 1,089 38,470 26,516

28 /09

23,369 3,966 223 75 2 1,982 15,771 0 45,388 1,401 2,024 48,813 31,132

28 /10

17,178 0 152 163 7 1,624 5,839 0 24,963 887 4,290 30,140 44,896

28 /11

21,287 0 252 140 0 2,168 4,640 1,868 30,355 461 2,368 33,184 36,156

28 /12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 2,268 2,498 31,475

29 /01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 1,633 1,824 23,127

29 /02

0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 886 1,187 17,892

29 /03

0 2,029 127 59 0 1,729 2,062 0 6,006 547 0 6,553 20,532

139,829 20,081 2,041 1,159 55 23,529 49,880 8,710 245,284 10,964 26,363 282,611 368,552

172,749 40,984 2,293 1,660 113 25,677 76,426 9,102 329,004 13,035 26,513 368,552

《備考》 ＊窓口利用者とは、会館利用に関する問い合わせ、相談などで来館された人数及びプレイガイド利用者数の合計

         ＊館外利用者とは、館外で実施した芸術文化振興事業の参加者数

（２）　福島県文化会館稼働日数・稼働率

大ホール 小ホール 視聴覚室 １F会議室 応接室 ２F会議室 ３F展示室

３Fギャラリー

167 121 92 143 91 201 180 86

70 68 34 53 34 75 67 32

240 179 269 269 269 269 269 269

《備考》 ＊受変電設備およびトイレ、大・小ホールの空調設備改修工事による休館のため、施設毎に開館日数を表示した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    ＊稼働日数は施設利用のある日数

    ＊稼働率は稼働日数÷開館日数×100％

（３）　福島県文化会館利用者数推移

《注1》 ＊平成20年度以降は、福島県文化会館利用状況に窓口利用者数並びに館外利用者数を加えた数である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

《注2》 ＊平成28年度は、福島県文化会館利用状況の245,284人に窓口利用者数10,964人、館外利用者数26,363人を加えた282,611人である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開館日数

（単位：人）

合計

前年度

稼働日数

(日)

稼働率

（％）
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３Ｆ展示室

全入場者数
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（４） 福島県歴史資料館利用者数

（単位：人）

資料閲覧

者

収蔵展入場

者

館外

利用者

講習会等

受講者

合　計 前年度

28/04月 117 197 0 29 343 485

  /05 104 828 0 7 939 1,217

  /06 106 669 0 73 848 799

  /07 135 688 0 218 1,041 866

  /08 126 1,419 0 142 1,687 960

  /09 128 717 0 104 949 1,592

  /10 84 736 0 38 858 1,564

  /11 124 529 0 6 659 824

  /12 5 0 0 75 80 739

29/01 10 0 1,075 0 1,085 646

  /02 11 0 661 0 672 1,145

  /03 168 0 0 0 168 776

合計 1,118 5,783 1,736 692 9,329 11,613

前年度 1,409 8,364 1,147 693 11,613

（５） 福島県歴史資料館利用状況

件数 人数 点数

614 410 2,348

972 67 972

329 177 1,558

165 464 168

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2,080 1,118 5,046

8 61

3 27

0 0

0 0

2 28

13 116

4 7,249

1 75

4 390

3 58

2 11

6 270

13 158

33 8,211

2,126 9,329 5,162

合　計

講師派遣等

国見町、福島県文化財センター白河

館（まほろん）、歴史再発見、福島

県立図書館、保原町文化財保存会、

飯坂ロータリークラブ

友の会

小計

古文書講座

フィルム上映会

博物館学実習 専修大学、福島大学

その他 福島県立美術館、福島県立博物館

小計

事業

収蔵資料展

収蔵資料展、移動展（福島県立図書

館）

団体利用2件28名（国見町教育委員

会、桜の聖母中学校）

ギャラリートーク10件161名

講習会 地域史研究講習会

貸出利用

諸家寄託文書

須賀川市立博物館、福島県立美術

館、種徳美術館、伊達市梁川美術

館、保原歴史文化資料館、ふれあい

歴史館移動展、福島県文化財セン

ター白河館（まほろん）

県庁文書

福島県議会資料事務局（複製）、福

島県立美術館、保原歴史文化資料館

県市町村史

図書文献

写真・フィルム

その他  

小計

備考

閲覧利用

地籍丈量帳

県庁文書

諸家寄託文書

図書文献

考古資料

民俗資料
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（６） 福島県歴史資料館資料収蔵状況

平成27年度

現在 受入 返却 合　計

福島県庁文書 (冊) 36,936 0 0 36,936

市町村文書 (冊) 11,940 0 0 11,940

計 (冊) 48,876 0 0 48,876

諸家寄託文書 (点) 139,337 0 539 138,798

諸家寄贈文書 (点) 4,034 0 0 4,034

複写収集文書 (点) 3,465 0 0 3,465

その他 (点) 13,565 0 0 13,565

計 (点) 160,401 0 539 159,862

寄贈文献 (点) 38,339 0 0 38,339

寄託文献 (点) 3,871 0 0 3,871

購入文献 (点) 2,553 0 0 2,553

備品図書 (点) 173 0 0 173

計 (点) 44,936 0 0 44,936

寄託考古資料 (点) 3 0 0 3

計 (点) 3 0 0 3

寄贈民俗資料 (点) 15 0 0 15

寄託民俗資料 (点) 8 0 0 8

計 (点) 23 0 0 23

資料調査フィルム (点) 131 0 0 131

寄贈フィルム (点) 40 0 0 40

計 (点) 171 0 0 171

堀切善次郎家資料 (点) 288 0 0 288

佐藤健一家中世文書 (点) 5 0 0 5

富田健吾家絵図 (点) 4 0 0 4

計 (点) 297 0 0 297

　合　　　　　　計 (点) 254,707 0 539 254,168

文献

考古資料

民俗資料

フィルム

特別資料

古文書資料

（平成29年3月31日現在）

　　区　　分 　　種　　別

平成28年度

行政文書資料
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（７） 福島県歴史資料館事業実施状況

＜展示＞

＜展示＞＜展示＞

＜展示＞ 実施期間 日数 人数

4/23～6/30 67 1,694

7/16～9/4 49 2,406

9/17～11/23 68 1,683

H29/1/6～2/12 32 1,466

合計 216 7,249

＜講習会＞

＜講習会＞＜講習会＞

＜講習会＞ 実施日 日数 人数

平成28年度地域史研究講習会 12/10 1 75

合計 1 75

＜講師派遣＞

＜講師派遣＞＜講師派遣＞

＜講師派遣＞ 実施日 日数 人数

H29/1/14 1 30

まほろん文化財講座 H29/1/15 1 20

歴史再発見事業講演会 H29/1/21 1 77

H29/1/22 1 44

伊達市保原町文化財保存会新春講演会 H29/2/4 1 70

飯坂ロータリークラブ講演 H29/2/16 1 29

合計 6 270

＜博物館学実習＞

＜博物館学実習＞＜博物館学実習＞

＜博物館学実習＞ 実施期間 日数 人数

8/1～8/6 6 1

博物館実習（後期）福島大学 9/24～9/29 6 10

合計 12 11

実施日 日数 人数

7/2 1 102

7/30 1 109

8/20 1 92

9/10 1 87

合計 4 390

＜フィルム上映会＞

＜フィルム上映会＞＜フィルム上映会＞

＜フィルム上映会＞ 実施日 日数 人数

6/18 1 21

8/27 1 27

10/15 1 10

合計 3 58

実施日 日数 人数

10/28 1 7

合計 1 7

＜ギャラリートーク＞

＜ギャラリートーク＞＜ギャラリートーク＞

＜ギャラリートーク＞ 実施日 日数 人数

4/23、5/14、6/4 3 33

「描かれた江戸時代の伊達郡」 7/16・23、8/20、9/3 4 87

「新公開史料展」 9/24、10/22、11/5 3 41

合計 10 161

＜福島県歴史資料館友の会＞

＜福島県歴史資料館友の会＞＜福島県歴史資料館友の会＞

＜福島県歴史資料館友の会＞ 実施日 日数 人数

4/12、4/23、5/10、

6/14・18・25、7/12、

8/9・27、9/13、

10/10・22、11/8

13 158

合計 13 158

「名所図会の世界―江戸時代の観光ガイドブック―」

平成28年度総会、友の会講座4回、研修旅行、古文書を読む会

など

第2回古文書講座 「半田銀山の文書を読み解く」

第3回古文書講座 「半田銀山の文書を読み解く」

第4回古文書講座 「半田銀山の文書を読み解く」

第1回フィルム上映会 「日本の伝統文化」

第2回フィルム上映会 「日本の伝統文化」

第3回フィルム上映会 「日本の伝統文化」

桜の聖母中学校生徒展示見学

収蔵資料展「名所図会の世界―江戸時代の観光ガイドブック―」

収蔵資料展「描かれた江戸時代の伊達郡」

収蔵資料展「新公開史料展」

歴史資料館移動展「名所図会の世界―江戸時代の観光ガイドブック」

国見町文化財センター「あつかし記念館」オープン記念講演

歴史資料館移動展関連講座「名所図会の世界」（福島県立図書館）

博物館実習（前期）専修大学

＜古文書講座＞

＜古文書講座＞＜古文書講座＞

＜古文書講座＞

第1回古文書講座 「半田銀山の文書を読み解く」

＜学校教育＞

＜学校教育＞＜学校教育＞

＜学校教育＞
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公２－１　埋蔵文化財関係事業関係

（１） 埋蔵文化財調査

①　遺跡分布調査事業

　ア　分布調査

No

事業名

所在地 調査期間

1

会津縦貫北道路遺跡分布調査 会津若松市

4/21～22

　イ　試掘・確認調査

No

事業名

所在地 調査期間

伊達市

4/19～11/30

桑折町

5/19～11/10

2

一般国道289号南倉沢バイパス遺跡

分布調査

下郷町

9/26～10/5

　ウ　報告書刊行

No

事業名

1

遺跡分布調査

②　遺跡発掘調査事業

　ア　発掘調査事業

No

事業名 市町村 遺跡名

調査面積（㎡）

調査期間 時代

須賀川市 高木 5,400

4/18～H29.1/31

弥生・古墳・

奈良・平安・

中世

小　計 １遺跡 5,400

沼ヶ入

（2次調査）

4,000

6/27～9/9

中世・近世

上ノ台館 8,700

8/1～12/9

縄文・中世

川原田 3,700

5/16～10/27

縄文・平安

桑折町 馬場 600

10/27～11/7

中世・近世

新宿 1,850

10/17～H29.1/27

奈良・中世

小　計 5遺跡 18,850

下郷町 瀧ノ入 4,100

5/11～11/25

縄文・弥生・

平安・中世

小　計 1遺跡 4,100

楢葉町 大谷上ノ原 1,700

5/24～10/26

旧石器・縄文

小　計 1遺跡 1,700

南相馬市

谷地中

8,000

5/25～12/2

縄文・弥生・

古墳・奈良・

平安

小　計 １遺跡 8,000

南相馬市

桶師屋

2,600

5/11～H29.2/10

古墳・奈良・

平安・中世・

近世

小　計 １遺跡 2,600

南相馬市 植松Ｃ 5,200

4/25～H29.2/10

縄文・平安

小　計 １遺跡 5,200

　3市3町 　11遺跡 45,850

2

4

一般国道115号相馬福島（霊山道

路）道路遺跡発掘調査

阿武隈川上流河川改修事業

遺跡発掘調査

3

会津縦貫南道路遺跡発掘調査

1

伊達市

75,200

石器集中ヵ所１　土坑8

竪穴住居80　掘立柱建物19　柱

穴列3　土坑56　溝7　畑跡7

土器集中地点1　土器埋設遺構1

堅穴住居1　土坑33　焼土遺構2

集石2　井戸1

頁　数

46

主な検出遺構など

掘立柱建物1　土坑8　溝1

土坑3　溝2

堅穴住居2　土坑6　溝2　堀1

道1

木炭窯1　土坑3　溝2　平場1

掘立柱建物1　土坑17　溝2　井

戸1

結　　果

埋蔵文化財包蔵地範囲変更

報告書名

福島県内遺跡分布調査報告23

収録遺跡名

試掘・表面調査22遺跡

合　　　計

5

農山漁村地域復興基盤総合整備事業

（金沢地区）

7

県道浪江鹿島線整備事業遺跡発掘調

査

竪穴住居6　鍛冶遺構1　土坑30

集石2　溝2

竪穴住居11　掘立柱建物6　土

坑15　溝3

竪穴住居6　掘立柱建物4　土坑

78　溝15　井戸17

常磐自動車道路遺跡発掘調査

6

農山漁村地域復興基盤総合整備事業

（右田海老地区）

1

合　　　計

結　　果

３遺跡確認

１遺跡確認

要保存範囲なし

調査面積(㎡）

17,250

4,700

97,150

一般国道115号相馬福島道路

遺跡分布調査

1,900,000

調査面積(㎡）
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　イ　報告書刊行

No 頁　数

1
会津縦貫南道路遺跡発掘調査 53

2
81

3
186

4
62

5
267

6
68

603

1 下郷町 舘本 400 縄文 4/20～21 確認調査 ― ―

県道高陦田島線拡

幅

2 南会津町 万福寺 4,000 縄文・中世 5/16～20 確認調査 土坑・小穴 ―

クロスカントリー

スキーコース建設

3 西会津町 横町館 5,710 中世

6/6～10/21

のうち35日

間

本発掘調査

掘立柱建物・土坑・

堀跡・溝跡・小穴

陶磁器・鉄製

品・木製品・銭

貨

町役場建設

4 金山町

宮崎遺跡隣

接地

40 ― 6/21 試掘調査 ―

縄文土器・弥生

土器・須恵器・

陶磁器・石器・

剥片

国道252号道路改良

5 昭和村

国道401号改

良工事区内

5,400 縄文 12/5～9 試掘調査 土坑 ― 国道401号道路改良

6 中山 1,000 縄文

4/18～5/27

のうち5日間

本発掘調査 遺物包含層・土坑 縄文土器・石器 国道349号道路改良

7

国道349号改

良工事区内

22,000 ―
6/27

分布調査 ―
―

国道349号道路改良

8 中子・宮平 7,100

縄文・奈良・

平安

7/25～28 確認調査 遺物包含層

縄文土器・土師

器・須恵器・剥

片

国道349号道路改良

9 割目 3,100

縄文・弥生・

古墳・平安

9/12～15
確認調査 住居跡・遺物包含層

縄文土器・土師

器・須恵器・剥

片

県農道整備

10 古殿町 竹貫城 4,000 中世
11/28～12/2

確認調査 ― ― 町活用施設

11 川俣代官所 2,000 近世 10/25～28 確認調査 土坑・溝跡・杭列 陶磁器・杭

埋蔵文化財包蔵地

の確認調査

12

国道349号改

良工事区内

75,000 ― 11/7～8 分布調査 ― ― 国道349号道路改良

13 矢吹町 西袴館 380,000 中世 11/14～17 分布調査 ― ― メガソーラ建設

14 森宿地区内 705,000 奈良･平安 2/6～10 分布調査 ― 土師器 農地整備

15 滑川地区内 294,000 ― 2/13～15 分布調査 ― ― 工業団地整備

16 楢葉町 天神原 400 弥生 12/12～16 確認調査 土器棺墓 弥生土器

県指定史跡の墓域

の確認調査

浜

通

り

備　　　考

一般国道115号相馬福島道路

事業名 収録遺跡名報告書名

会津縦貫南道路遺跡発掘調査報告1

一般国道115号相馬福島道路5

栗林（１次）

上ノ台　福田　沼ヶ入（１次）

遺跡名ほか

五畝田・犬這農山漁村地域復興基盤総合整備関連遺跡調査報告2

県道北泉小高線関連遺跡発掘調査報告2

県道広野小高線関連遺跡発掘調査報告1

 ※市町村数及び延べ事業数

  １市９町１村（会津：４町１村、中通り：１市４町、浜通り：１町）　延べ１６事業

五畝田Ｂ

南代

８遺跡

復興基盤総合整備（雫地区）

県道北泉小高線

県道広野小高線

合計

遺　構 遺　物

常磐自動車道遺跡調査報告73 大谷上ノ原

③　県内市町村埋蔵文化財調査への技術協力事業

№ 時　期面積（㎡）市町村名

常磐自動車道

期　　間 業務内容

表面調査・試掘調査・発掘調査・その他

６冊

矢祭町

川俣町

須賀川市

会

津

中

通

り
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（２）　文化財センター整備業務

業務名 箇　所 内　容 数　量

上吉田遺跡（会津若松市）など

木質遺物

獅子内遺跡（福島市）など

金属質遺物

上吉田遺跡（会津若松市）など

その他の資料

小　計

 6,027件

白山Ｄ遺跡（矢吹町）など

保存処理

　   204件

屋敷遺跡（会津若松市）など

点検

500件

合　計

6,731件

出土遺物

1,023箱

記録写真

 52箱

合　計

1,075箱

　　　　 ７冊分

（入力数：6,062件）

③　文化財データ入力

会津縦貫北道路遺跡発掘調査報告書

西木流Ｃ遺跡（会津若松市）など

遺物データベース入力

劣化防止処理

2,627件

2,953件

447件

常磐自動車道遺跡発掘調査

中山Ｃ遺跡（南相馬市）など

①　出土品の管理

②　出土品の整理・搬送
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公２-２　福島県文化財センター白河館関係事業関係

（１）　平成28年度利用者数

幼小中高 一般 県内 県外

28/04月 1,067 1,063 1,917 213 2,130 396 2,526 2,420

  /05 1,883 2,103 3,361 625 3,986 224 4,210 3,907

  /06 1,627 1,322 2,696 253 2,949 1,272 4,221 4,880

  /07 1,842 1,698 2,415 1,125 3,540 303 3,843 3,130

  /08 982 1,720 1,753 949 2,702 0 2,702 2,544

  /09 1,426 1,551 2,614 363 2,977 105 3,082 3,188

  /10 880 1,489 2,061 308 2,369 178 2,547 3,804

  /11 577 1,388 1,626 339 1,965 1,609 3,574 2,110

  /12 242 1,039 1,062 219 1,281 1,729 3,010 2,299

29/01 342 742 1,014 70 1,084 14 1,098 1,199

  /02 902 1,489 2,253 138 2,391 28 2,419 1,719

  /03 364 1,592 1,722 245 1,967 18 1,985 1,495

合計 12,134 17,196 24,494 4,847 29,341 5,876 35,217 32,695

（２）　利用者数の推移

前年度

総利用者数

①＋②

28年度

入館者数

①

館外利用者

※

②

年齢別属性 地域別属性

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

入館者数 館外利用者 利用者総数

※館外利用者とは、館外における文化財研修やおでかけまほろんなどの利用者及び館外

での移動展示の観覧者数。

年度
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（３） 資料の活用状況

件数

380,903

406

128,496

13

28

12

2

（４） 常設展示室の展示替え内容

展示替え回数

5

3

5

5

6

（５） 企画展の内容

開催期間 入場者数

3/5～5/8

4,531

（28年度中観覧者）

5/28～7/3 3,447

7/23～9/25 7,070

10/15～12/18 4,391

H29/3/4～3/30 1,846

（６） 体験学習

館外学習 開催箇所数 体験者数

42 860

8 297

7 2,265

募集型 回数・開催日 体験者数

19回 254

6回 68

9回 4,590

5/3～5 1,808

6/26 26

7/31 329

8/11～15 37

9/25 732

10/23 11

11/27 574

H29/1/7～15 16

H29/2/19 1,057

通年 20,298

写真等掲載・転載

「しらかわ歴史名場面」 泉崎村関和久上町遺跡出土の瓦ほか

「話題の遺跡」 白河市小峰城跡石垣修復関連資料ほか

出土品貸出し

復元品・模型貸出し

コーナー 主な展示品

「みんなの研究ひろば」

文化財データベース公開数

文化財情報提供システム公開数

文化財データベースアクセス数 

収蔵品館内閲覧

被災地から救出された文化財など

「ふくしまの宝物」ほか 三春町柴原A遺跡出土の土偶ほか

名称

収蔵資料展

「縄文土器の年代－その古さを読み解く－」

「土器年代測定結果コーナー」
富岡町本町西A遺跡出土の縄文土器ほか

ふくしま復興展

「震災遺産と文化財－震災からの救出活動と再生への取り組み－」

　・ＧＷまほろんまつり

　・歴史と植物を学ぶ野外展示解説会

　・まほろん15周年体験フェスタ

収蔵資料展

「縄文土器の年代Ⅱ－縄文中期の世界に迫る－」（前期展示）

「おでかけまほろん」

ふくしま復興展

「ふくしま平安ものがたり」

指定文化財展

「城跡の考古学」

「まほろん出前講座」

「まるごとまほろん」

「実技講座」

「まほろん森の塾」 

「まほろんイベント」

　・まほろん夏まつり

　・まほろんを描こう

　・歴史と植物を学ぶ野外展示解説会

　・まほろん感謝デー　　　　　　　　　

　・まほろん写真コンテスト

　・まほろん冬まつり　　　　　　　　　

常時体験型
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（７） 講演会等

開催日 人数

5/21 51

7/16 37

9/17 49

11/12 26

H29/2/4 48

211

開催日 人数

6/5 16

8/28 44

10/29・30 155

12/3・4 151

12/17 15

H29/1/15 20

401

（８） 文化財研修

開催日 参加者数

5/1 34

6/18 10

8/3～5 18

12/17 10

H29/2/25 19

91

開催日 参加者数

7/16 12

9/10 14

10/13･14 150

11/19 11

187

随時 100

ホームページアクセス件数

財団 文化センター 歴史資料館 遺跡調査部 まほろん 合計
平成22年度 9,676 58,676 15,654 11,931 46,550 142,487
平成23年度 11,251 36,263 10,918 14,325 40,235 112,992
平成24年度 11,238 72,608 10,197 10,951 41,551 146,545
平成25年度 11,261 95,864 12,734 9,799 43,995 173,653
平成26年度 11,295 83,257 13,544 13,772 42,139 164,007
平成27年度 11,618 107,405 15,176 16,662 46,785 197,646
平成28年度 12,203 77,465 15,200 14,831 47,999 167,698

　合計

テーマ

　合計

講座「古代ふくしまの歴史的画期」

文化財ビデオ上映会「ふくしまの伝統技術」

第5回「謎のオホーツク人とアイヌ文化」　

　館長講演会　シリーズ『北日本の考古学』

第1回「君の故郷に弥生はあるか？」

第2回「北日本に人はどう住み始めたか？」　

第3回「北日本の縄文時代後半期から続縄文期」

第4回「北日本の民族文化はどう形づくられたか？」　

　文化財講演会・講座等

講演会「震災遺産と文化財を考える」

講演会「白河郡衙遺跡群について」　　　　　

講演会・シンポジウム「城跡を掘るⅠ－城跡研究のいま－」　　　　　　　

講演会・シンポジウム「城跡を掘るⅡ－近世城郭の展開－」　　　　　　　

基礎研修　　  

「文化財保護・活用基礎研修」

「文化財と関連科学研修」

「教職員等発掘調査体験研修」

「無形の文化財研修」

「地方史研修」

「考古資料研修」

　合計

特別研修（職員派遣研修）

「文化財保護・活用専門研修」

「文化財保護指導者研修会」

「考古学専門研修」

　合計

テーマ

専門研修　　　
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