
 資料１  

令和元年度・令和２年度事業報告について 

【文化財保護関係】 
 
１ 文化財一般事務   

 １ 佐倉市文化財審議会 
【令和元年度】 

・令和元年７月７日 令和元年度第一回佐倉市文化財審議会開催 出席委員９名 

     主な内容  平成３０年度事業報告について 

           令和元年度事業計画について 

     調査報告：圓應寺・千手院仏像調査、臼井田宿内砦跡発掘調査、田町愛宕神社神像等調査 

     審議事項：宝珠院のサザンカの指定申請について（諮問・現地調査） 

   ・令和２年２月２２日 令和元年度第二回佐倉市文化財審議会開催 出席委員７名 

     主な内容  報告事項 

           ・令和元年度に被災した文化財について 

           ・国登録有形文化財（建造物）の登録について 

           ・臼井田宿内砦跡発掘調査報告 

           審議事項 

           ・宝珠院のサザンカの指定申請について 

【令和２年度】 
開催なし 

 

 ２ 文化財指定・登録 

  ①宝珠院のサザンカ（市指定天然記念物） 

    ・令和２年３月２３日 指定 

  ②紫裾濃胴丸 １領 附 木箱１合、由緒書１通、折紙８通（県指定有形工芸品） 

    ・令和３年３月１９日 追加指定（附指定）及び名称変更 

  ③旧佐倉市立志津小学校青菅分校（国登録有形文化財（建造物）） 

    ・令和３年２月４日 国の登録有形文化財として登録 

 

３ 調査 

  ①県指定 松林寺本堂建物現況調査 令和 2年 12 月 千葉県文化財保護審議会 金出委員 

〃       令和 3年 2 月 調査委託（伝統技法研究会） 

佐倉城の夫婦モッコク現況調査 令和 2年 12 月 千葉県文化財保護審議会 百原委員 

②市指定 密蔵院薬師堂修復内容打合せ・調査 令和 2年 7月 濱島委員 

     寶金剛寺蔵七条袈裟・横被（2領）の納品・確認 令和 3年 3月 外山委員 

  ③未指定 神明神社神輿修復現場確認・調査 令和 2年 7月 濱島委員 

 

 

 



２ 文化財普及啓発事業  666, 

【令和元年度】  
・普及啓発のための各種事業の展開 

①文化財施設特別公開  年７回 

②甲冑試着会（旧但馬家住宅など） 年６回（文化財施設特別公開時、時代まつり） 

  協力：文化財ボランティアガイド佐倉 

④旧堀田邸活用事業 

・観月の夕べ 揚琴の演奏（青野淳子）（9月 13日）83 人参加 

・庭と音楽と夕暮れ ヒーリング音楽の演奏（宮内優里・小島ケイタニーラブ） 

（5 月 26 日）144 人参加 

・旧堀田邸モーニングヨガ（10 月 5 日）31人参加 

⑤文化財施設スタンプラリー「佐倉の夏！もののけの夏！スタンプラリー」（7～9月）1,127 人参加 

⑥佐倉囃子演奏会（イオンタウンユーカリが丘、8月 17 日）519 人参加  

出演：佐倉囃子保存会 

⑦佐倉学歴史講演会「戦国後期下総で使用されていたと想定される甲冑」（12 月 7 日）26人参加 

講師：豊田勝彦氏（凾人） 

  ⑧歴史学習会「日本遺産・港町銚子の文化に触れる」（2月 29 日予定、新型コロナのため中止） 

 

 【令和２年度】 

  ・普及啓発のための各種事業は、新型コロナウイルス感染症防止対策のため中止 

  ・「おうちで社会科見学」旧堀田邸内部のＶＲ映像コンテンツの作成・公開（5～12 月） 

 

３ 文化財施設（武家屋敷・旧堀田邸・佐倉順天堂記念館）管理運営  24,866, 

・文化財施設入館状況（詳細は別紙） 

施設名 令和元年度 令和２年度 

武家屋敷 20,964 人 12,129 人 

旧堀田邸 10,520 人 5,599 人 

佐倉順天堂記念館 7,317 人 3,774 人 

・地域創生課の佐倉フィルムコミッション事業の一環として映画･ドラマ等の撮影の受入。 

令和元年度 15 件、令和２年度 5 件（NHK 連続テレビ小説「エール」、WOWOW「華麗なる一族」ほか） 

・入館料・使用料収入など 

項目 令和元年度 令和２年度 

入館料収入 6,154,660 円 3,665,340 円 

使用料収入（施設使用・撮影） 1,832,060 円 2,291,310 円 

合計 7,986,720 円 5,958,389 円 

 

＊主な修繕工事、現状変更など 

①武家屋敷 

・旧河原家住宅屋根修理工事（令和2年3月） 

令和元年台風による破損の修理、施工：岩瀬建築 



・旧但馬家住宅屋根修理工事（令和2年3月～8月） 

令和元年台風による破損の修理、施工：岩瀬建築 

②佐倉順天堂記念館 

・壁修繕（令和2年2月～6月） 

令和元年台風による破損の修理、施工：あじま左官工芸 

③旧堀田邸（令和2年8月11月、令和3年1月） 

・旧堀田正倫庭園 松枯れ病（松くい虫）による松枯れ３本について、文化庁にき損届を提出。 

 樹木医に確認、その他の松は問題ないとのこと。 

④佐倉城の夫婦モッコク（令和2年1月） 

・国立歴史民俗博物館研究員による調査研究のため、台風により倒れた幹の根本から酸素同位体

比分析用試料採取。 

 

４ 歴史的建造物保存整備   

 ①旧平井家住宅の活用・修繕 

・佐倉の秋祭りや時代まつりにあわせた臨時公開の実施。 

地域活性化に資する事業への貸し出し。（着物の着付け体験、コスプレイベント等） 

 ・耐震調査（令和元年度） 調査：伝統技法研究会 

・強風による屋根損傷の応急修繕（令和2年5月）、施工：斉藤工務店 
・Ｒ元年台風による雨樋破損の修繕（令和3年3月）、施工：斉藤工務店 
②旧今井家住宅（国登録有形文化財） 

・耐震調査（令和元年度） 調査：伝統技法研究会 

③旧川崎銀行佐倉支店 

・耐震補強工事報告書刊行（令和3年3月） 

 

５ 文化財保護事業・文化財保存整備事業  681 

①経常管理・普及啓発に要する経費補助（指定文化財 10 件） 

 ・県指定：佐藤家住宅、堀田正俊・正睦・正倫墓、長熊廃寺跡、武術立身流、坂戸の念仏 

・市指定：山崎ひょうたん塚古墳、勝間田の池、佐倉囃子、青菅のどんどれえ 

旧佐倉町の祭礼用具一式 

 ②修復・保存保管に要する経費補助 

【令和元年度】  
  ・「六崎区神輿」分解修理（2年計画のうち 1年目） 

  ・「北条氏勝寄進資料」七条袈裟・横被修復（3年計画のうちの 2年目）【朝日新聞文化財団補助】 

・「山口家住宅」改修工事（市登録文化財） 
・「木造薬師如来立像」（畔田正光寺）の薬師堂社廻りの剪定工事 
・「長熊廃寺跡」台風による倒木処理【県補助金】 
・「旧佐倉町の祭礼用具」上町御神酒所・肴町御神酒所の修復【文化庁補助金】 

・「麻賀多神社神輿渡御」用具修理 
【令和２年度】 

  ・「六崎区神輿」修復（2年計画のうち 2年目） 



  ・「北条氏勝寄進資料」七条袈裟・横被修復（3年計画のうちの 3年目）【朝日新聞文化財団補助】 

・「密蔵院薬師堂」修復（3年計画のうち 1年目） 

・「佐藤家住宅」自動火災報知設備設置【県補助金】 

  ・「松林寺本堂」自動火災報知設備設置【県補助金】 

  ・「木造金剛力士立像」（岩名仁王尊）消火器設置 

・「旧佐倉町の祭礼用具」二番町山車修復【文化庁補助金】 

・「麻賀多神社神輿渡御」用具修理 
・「佐倉囃子」太鼓修復補助 

 

６ 日本遺産活用推進事業   

 ・日本遺産北総四都市江戸紀行活用協議会への参加 

・県と４市で連携し、県立房総のむら等で北総四都市江戸紀行のＰＲを展開。 

・佐倉を舞台としたスマホアプリゲーム サムライ RPG「天倫の桜」制作協力（令和 2年 3月～公開） 

・城下町佐倉学習ガイドマップ作成（令和 2年 3月） 

・文化財リブレット改訂版作成（令和 3年 3月） 



・令和２年度文化財施設入館状況 資料２

（単位　人）

元年度 2年度 増減 元年度 2年度 増減 元年度 2年度 増減 元年度 2年度 増減

個人 11,680 7,539 △ 4,141 2,550 1,971 △ 579

団体 2,520 716 △ 1,804 974 169 △ 805

計 14,200 8,255 △ 5,945 3,524 2,140 △ 1,384 3,216 1,734 △ 1,482 20,940 12,129 △ 8,811

個人 3,425 2,116 △ 1,309 2,526 1,912 △ 614

団体 1,470 527 △ 943 948 168 △ 780

計 4,895 2,643 △ 2,252 3,474 2,080 △ 1,394 2,066 876 △ 1,190 10,435 5,599 △ 4,836

個人 1,812 1,167 △ 645 2,240 1,715 △ 525

団体 437 154 △ 283 935 150 △ 785

計 2,249 1,321 △ 928 3,175 1,865 △ 1,310 1,893 588 △ 1,305 7,317 3,774 △ 3,543

21,344 12,219 △ 9,125 10,173 6,085 △ 4,088 7,175 3,198 △ 3,977 38,692 21,502 △ 17,190

4,389,770 2,540,030 △ 1,849,740 1,764,890 1,134,610 △ 630,280 6,154,660 3,674,640 △ 2,480,020

※（単位　円）

※令和２年度

　緊急事態宣言の発出を受け、令和２年４月８日(水)～５月３１日(日)は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館としました。

合　　　計

入館料収入（３館合計）※

単　　館　　券 ３館共通券 減免入館者 合　　　　計

武家屋敷

旧堀田邸

佐倉順天堂記念館



月　日 曜日 内　　　容 会　　場 参加人数 備　　考

4月29日 特別公開 旧堀田邸、武家屋敷、佐倉順天堂記念館 686
ガイド解説あり　武家：329名　堀田：215名
順天堂：142名

4月29日 甲冑試着会 武家屋敷 43 協力：文化財ボランティアガイド佐倉

5月1日 特別公開 旧堀田邸、武家屋敷、佐倉順天堂記念館 343
ガイド解説あり　武家：198名　堀田：96名
順天堂：49名

5月5日 特別公開 旧堀田邸、武家屋敷、佐倉順天堂記念館 606
ガイド解説あり　武家：350名　堀田：179名
順天堂：77名

5月5日 甲冑試着会 武家屋敷 46 協力：文化財ボランティアガイド佐倉

5月26日 「庭と音楽と夕暮れ」 旧堀田正倫庭園、旧堀田邸 144 演奏：宮内優里・小島ケイタニーラブ

7月20日～
9月8日

文化財施設夏休み子ども無料 武家屋敷・旧堀田邸・順天堂記念館 871

7月21日～
9月2日

文化財施設スタンプラリー「佐倉の夏！も
ののけの夏！すたんぷらりー」

武家屋敷・旧堀田邸・順天堂記念館・市立
美術館・国立歴史民俗博物館

1127

8月18日 井野長割遺跡見学会・体験会
イオンタウンユーカリが丘、
井野長割遺跡

展示鑑賞1,770名、
しおり体験177名、
遺跡見学会23名、

協力：イオンタウン株式会社、千葉県教育庁
教育振興部文化財課普及管理班、佐倉市
立井野小学校、井野長割遺跡環境保全を
守る会

8月17日 おはやし演奏会 イオンタウンユーカリが丘 519 演奏：佐倉囃子保存会

9月13日 観月の夕べ 旧堀田邸 83 演奏：揚琴奏者　青野淳子

9月16日 特別公開 旧堀田邸・武家屋敷・順天堂記念館 85
ガイド解説あり　武家：40名　堀田：33名　順
天堂12名

令和元年度　文化財関係行事実績 資料３



9月16日 甲冑試着会 武家屋敷 13 協力：文化財ボランティアガイド佐倉

10月5日 旧堀田邸モーニングヨガ 旧堀田邸座敷棟 31 ヨガインストラクター：北原由理

11月3日 特別公開 旧堀田邸・武家屋敷・佐倉順天堂記念館 299
ガイド解説あり　武家：149名　堀田：108名
順天堂42名

11月3日 甲冑試着会 武家屋敷 24 協力：文化財ボランティアガイド佐倉

11月17日 甲冑試着会（時代まつり） 旧今井家住宅 50 協力：文化財ボランティアガイド佐倉

11月17日 旧平井家住宅臨時公開 旧平井家住宅 33

11月30日 特別公開 旧堀田邸・武家屋敷・佐倉順天堂記念館 185
ガイド解説あり　武家：73名　堀田：87名　順
天堂25名

12月7日
佐倉学歴史講演会「戦国後期下総で使用
されていたと想定される甲冑」

佐倉市立美術館ホール 26 講師：豊田　勝彦　氏　（凾人）

2月～3月 ひな人形展示 旧平井家住宅 -

2月11日 特別公開 旧堀田邸、武家屋敷・佐倉順天堂記念館 476
ガイド解説あり　武家：226名　堀田：144名
順天堂106名

2月11日 甲冑試着会 武家屋敷 39 協力：文化財ボランティアガイド佐倉

2月29日
歴史学習会「日本遺産・港町銚子の文化に
触れる」バス見学

銚子市 中止 新型コロナウイルス感染症拡大のため

2月15日 国史跡　井野長割遺跡見学会＆体験会 井野長割遺跡 49
協力：佐倉市立井野小学校、千葉県教育委
員会、井野長割遺跡環境保全を守る会

3月7日 本佐倉城跡見学会 史跡本佐倉城跡 中止 新型コロナウイルス感染症拡大のため

通年
市内幼稚園・小学校、市外小学校等の文
化財施設見学

武家屋敷、旧堀田邸、佐倉順天堂記念館、
弥富文化財収蔵庫



通年
公民館事業・学校・市民団体等への講師
派遣及び協力

中央公民館、志津公民館、井野小学校、白
銀小学校、弥富小学校、寺崎小学校、佐倉
中学校等

月　日 曜日 内　　　容 会　　場 参加人数 備　　考

5月18日～
12月31日

「おうちで社会科見学」　旧堀田邸内部の
VR映像公開

- 13,629件閲覧 協力：一般社団法人VR革新機構

10月27日～
12月20日

国史跡井野長割遺跡　指定15周年記念展
示「ぜーんぶ佐倉の縄文展－地面の下の
造形美-」

佐倉市立美術館　エントランスホール 3500人

10月31日 縄文展関連行事「縄文人になろう！」 旧今井家住宅 30人

11月21日
縄文展関連行事「勾玉づくり体験/火おこし
体験」

旧今井家住宅 23人

1月16日
国史跡井野長割遺跡　指定15周年記念講
演会「注口土器が語る」井野長割遺跡の交
流」

中央公民館大ホール
（佐倉市生涯学習チャンネルで動画配信）

73人
（500人以上視聴）

講師：小倉和重（印旛郡市文化財セン
ター）、戸村正己（千葉市埋蔵文化財セン
ター）、秋田かな子（東海大学准教授）

2月～3月 ひな人形展示 旧平井家住宅 －

2月20日 本佐倉城講演会・見学会 本佐倉城跡ほか －
講演会・見学会は中止。資料をホームペー
ジで公開。

通年
市内幼稚園・小学校、市外小学校等の文
化財施設見学

武家屋敷、旧堀田邸、佐倉順天堂記念館、
弥富文化財収蔵庫

通年
公民館事業・学校・市民団体等への講師
派遣及び協力

志津公民館、井野小学校、井野小学校区ま
ちづくり協議会、志津図書館等

令和２年度　文化財関係行事実績



 資料４  

令和２年度事業報告について 

【埋蔵文化財関係】 

 

（１） 埋蔵文化財事務関係  666, 

①埋蔵文化財取扱い確認・協議件数       ３８件（昨年３７件） 

・文化財保護法届出通知必要       １６件 

・文化財保護法届出通知不要             ２２件 

②文化財保護法９２条の届出（発掘調査）     ６件（昨年６件） 

※印旛郡市文化財センター 

③文化財保護法９３条の届出（民間）      １４５件（昨年１０９件） 

【取扱い：事後報告１・慎重工事２０・工事立会９７・発掘調査２７】 

      ※事後報告は令和元年の台風被害に係る緊急工事の届出 

④文化財保護法９４条の通知（公共）     ２２件（昨年３１件） 

※国８件、県０件、市１４件 

                【取扱い：慎重工事２・工事立会１９・発掘調査１】 

⑤文化財保護法９９条の報告（直営調査）  ３２件（昨年３２件） 

【国庫補助２９件、県費補助（不特定）１件、市単費２件】 

⑥発掘調査 
・発掘委託（法９２条）          ６件〔太田向原遺跡（第５次）、佐倉

城跡（歴博第１２次）、太田向

原遺跡（第６次）、宮本手洗遺

跡（第３次）太田向原遺跡（第

７次）、佐倉城跡（歴博第１３

次）〕 

※印旛郡市文化財センター委託   

・整理委託                            １件 

３０遺跡 

本町遺跡（第４次）、米戸縄作遺跡、新町遺跡（第１３地点）、吉見稲荷山遺跡

（第１５次）、佐倉城跡（根曲輪第９地点）、田町遺跡（第８地点）、佐倉城跡（根

 古谷第２地点）、生谷古新山南遺跡（第４次）、吉見稲荷山遺跡（第１６次）、

 大蛇麻賀多脇遺跡（第２次）、土浮長山遺跡（第４次）・土浮６号墳（第３次）、

 生谷古新山南遺跡（第５次）、志津城跡（第２次）、宮本手洗遺跡、土浮長山遺

 跡（第５次）、佐倉城跡（根曲輪第１０地点）、曲輪ノ内遺跡（第１３次）、臼

 井台大名宿遺跡（第５次）、田町遺跡（第９地点）、臼井台大名宿遺跡（第６次）、

 太田向原遺跡（第４次）、弥勒北臺遺跡（第３次）、弥勒北臺遺跡（第４次）、

 間野台貝塚（第１３次）、鍋山西ノ切遺跡（第７次）、土浮長山遺跡（第６次）、

 宮本手洗遺跡（第２次）、六崎外出遺跡（第２７次）、宮本宮後遺跡C地区（第２

 次１区）、臼井田宿内砦跡（主郭部第１～４次） 



⑦測量調査 

 地形測量：佐倉城跡、臼井田宿内砦跡、小竹城跡 

  

（２） 報告書刊行  666, 

・令和元年度佐倉市埋蔵文化財発掘調査報告書（令和２年度発行）  

…本町遺跡（第４次）他 

 ・臼井田宿内砦跡（主郭部第１・２・３・４次）発掘調査報告書（令和２年度発行） 

 

（３） 本佐倉城跡保存整備事業  666, 

・草刈１０回（指定範囲の必要箇所：委託２回） 

・樹木伐採２回（指定範囲の必要箇所：委託２回） 

・倒木撤去４回（指定範囲の必要箇所：委託２回） 

・講演会・現地見学会（令和３年２月２０日）（酒々井町と共催） 

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止。資料はホームページで公開した。 

 

 
（４） 井野長割遺跡保存整備事業  666, 

・草刈８回（指定範囲の必要箇所：委託３回） 

・伐採１回（指定範囲の必要箇所：委託１回） 

・倒木撤去２回（指定範囲の必要箇所：委託１回） 

・国史跡指定１５周年記念展示「ぜーんぶ佐倉の縄文展―地面の下の造形美―」 

（令和２年１０月２６日～１２月２０日）来場者３，５００名 

 ・記念展示関連イベント 

   ①縄文人になろう！：令和２年１０月３０日 

            縄文衣装の試着・石斧を持つ体験・縄文スタンプ体験・ 

            クルミ割り体験・スタンプ型土製品でボディペィンティング・ 

            土製品レプリカに触れる体験 参加者３０名 

   ②勾玉づくり・火おこし体験：令和２年１１月２１日 参加者１８名 

・国史跡指定１５周年記念講演会「注口土器が語る井野長割遺跡の交流」 

（令和３年１月１６日）参加者７３名 

 



 資料５  

令和３年度事業計画について 

 
１ 文化財一般事務 予算 624 千円 

 １ 佐倉市文化財審議会 
・令和３年度第１回佐倉市文化財審議会開催（書面会議） 令和３年７月 

     主な内容  令和元年度・２年度事業報告、令和３年度事業計画 

            

    ・令和３年度第２回佐倉市文化財審議会開催（年度後半を予定） 

主な内容  密蔵院薬師堂修復工事の見学 

臼井田宿内砦跡の指定について（審議） 

文化財保存活用地域計画の策定について 

 
２ 文化財普及啓発事業 決算見込 694 千円 

・旧堀田正倫庭園 「庭と音楽と夕暮れ」（民間の実行委員会主催、市教委後援。5/29（土）実施、

152人） 

・旧堀田邸･武家屋敷・順天堂記念館特別公開（未定） 

・甲冑試着会（未定、2回程度） 

・夏休み文化財施設子ども無料公開（夏休み、対象：市内外の小･中学生） 
・おはやし演奏会（未定、出演：佐倉囃子保存会） 

・宝金剛寺「北条氏勝寄進資料」の講演会（3か年で実施した七条袈裟・横被修復が昨年度完了） 

・その他事業（旧堀田邸観月の夕べ、旧堀田邸ヨガ等）に関しては、新型コロナウイルスの感染防

止のため中止。 

 

３ 文化財施設（武家屋敷・旧堀田邸・佐倉順天堂記念館）管理運営事業   

 ・文化財施設３館（佐倉順天堂記念館・武家屋敷・旧堀田邸）の管理運営。 

・地域創生課の佐倉フィルムコミッション事業の一環として映画･ドラマ等の撮影の受入。 

・文化財施設 VR 映像作成・公開（地域振興課と連携） 

・旧堀田邸玄関棟の襖修繕 

・順天堂記念館の展示替え 

 

４ 歴史的建造物（旧平井家住宅・旧今井家住宅）保存整備 予算 524 千円 

 ①活用計画の検討 

 ・活用について産業振興課、各部署と連携して方針を具体的に検討。 

 ②経常的な保存・活用 

 ・軽微な損傷個所の修繕 

・時代まつり等にあわせた臨時公開の実施。 

・地域活性化に資する事業への貸し出し。 

 
 



５ 文化財保護事業 予算 782 千円 

 ①経常管理・普及啓発に要する経費補助（県・市指定文化財 10 件予定） 
 ②修復・保存保管に要する経費補助 
・「密蔵院薬師堂」修復工事（3年計画のうちの 2年目） 

 ・「旧佐倉町の祭礼用具」上町山車漆塗り修復【文化庁補助金】 

 ・「麻賀多神社神輿渡御」用具整備 

 ③文化財保存活用地域計画の策定開始 

 ・市域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画。R5年度策定を想定。 

 

６ 市民文化資産保全活用事業 予算 140 千円 

 ・佐倉市市民文化資産運用委員会の開催 
 
７ 日本遺産活用推進事業 予算 8,645 円 

 ・日本遺産北総四都市江戸紀行活用協議会への参加 

・各種PRイベント協力（北総四都市内イベントなど） 

・佐倉城、城下町絵図等調査 

 

８ 本佐倉城跡災害復旧事業 予算 8,645 円 

 ・令和元年台風 15 号・21 号による土砂崩れ・倒木の復旧工事【文化庁補助金】 

 


