愛史協の活動一覧(平成３年度～)

【資料３－０】
※太字は複数回取り上げられた史跡、複数回会長・副会長職にあった市、及び複数回発表をした市町の担当者。また、特記事項以外の空白は、手許に資料が無いため把握できなかった部分。

期
1
2
3
4

年

総

度

1991（H３）
1992（H４）
1993（H５）
1994（H６）

会 場
名古屋市
犬山市
豊川市
春日井市

5 1995（H７） 田原町

6 1996（H８） 岡崎市

会
内

研
容

史跡
史跡
天然
名勝

視察：田原町博物館
国史跡・吉胡貝塚

視察：岡崎市美術博物館
国史跡・北野廃寺跡

会場市
小牧市
岡崎市
武豊町
名古屋市

瀬戸市

豊橋市

修

会

尾

内

容

史跡にかんすること
史跡にかんすること
天然記念物にかんすること
名勝にかんすること

8 1998（H10） 豊田市

視察：豊田市美術館
七州城
百々貯木場

名古屋市

講演「埋蔵文化財をめぐる現状と課題」
岡村道雄（文化庁記念物課）

12 2002（H14） 豊橋市

視察：市史跡・二川宿本陣

－

－

－

－

－

豊川市

13 2003（H15） 半田市

視察：ミツカン酢の里
国盛酒の文化館

14 2004（H16） 鳳来町

視察：国史跡・長篠城跡
国重文・鳳来寺山東照宮
四谷千枚田

犬山市

15 2005（H17） 江南市

視察：曼荼羅寺

豊橋市

16 2006（H18） 安城市

17 2007（H19） 一宮市

18 2008（H20） 蒲郡市

19 2009（H21） 常滑市

豊田市

内

協

議

会

容

協議：埋蔵文化財発掘調査に係る施設及び出土品の保管状況
について
指定史跡（古窯）の保存と活用について
愛史協地区協議会の組織強化について
視察：鵜ノ池古窯

報告：春日井市における発掘調査体制の推移と史跡の保存
協議：埋蔵文化財の調査記録と普及・啓発活動について
発掘現場の諸問題について
春日井市
土木工事等による発掘調査費の原因者負担について
視察：松河戸遺跡発掘調査現場

鳳来町

11 2001（H13） 名古屋市 視察：国特別史跡・名古屋城跡

区

報告：「葦毛湿原保護の概要について」
市川嘉彦（豊橋市教委）
「葦毛湿原の植生回復作業について」
岩瀬直司（葦毛湿原保護の会）

視察：国史跡・小長曽陶器窯
瀬戸市歴史民俗資料館

10 2000（H12） 吉良町

地

半田市

7 1997（H９） 瀬戸市

9 1999（H11） 小牧市

張

講演：「県下の史跡整備の現状と課題」
赤羽一郎（愛知県教委）
報告：「県陶磁資料館における古窯跡の保存と活
用について」野末浩之（県陶磁資料館）
視察：県陶磁資料館の古窯と企画展

講演：「すばらしい奥三河の自然」
横山良哲（町立鳳来寺山自然科学博物館）
視察：国名勝・天然記念物鳳来寺山

視察：国史跡・小牧山
メナード美術館

会 場
犬山市
瀬戸市
長久手町
一宮市

－
視察：豊川地域文化広場
国史跡・三河国分尼寺跡
ミニシンポ：「史跡整備の理想と現実」
三河国分尼寺：前田清彦（豊川市教委）
北野廃寺：内藤高玲（岡崎市教委）
真宮遺跡：内藤高玲（岡崎市教委）
青塚古墳：平松久和（犬山市教委）
史跡小牧山：中嶋隆（小牧市教委）
瓜郷遺跡：小林久彦（豊橋市教委）
講演：「近代化遺産の保存と活用」
馬場俊介（岡山大学教授）
「愛知県の史跡整備展望」
赤羽一郎（愛知県教委）
講演：「青塚古墳史跡公園の活用と問題点」
正岡久直（青塚古墳史跡公園学芸員）
「東之宮古墳の景観復元について」
赤塚次郎（愛知県埋蔵文化財センター）
視察：国宝・犬山城
国史跡・青塚古墳
ミニシンポ：「埋蔵文化財保護行政の光と影」
「埋蔵文化財保護制度の内容」
竹内宇哲（名古屋市教委）
「埋蔵文化財行政の光と影－千葉県の事例を
中心に－」佐久間豊（千葉県教育庁）
「市町村の現状と課題」
豊橋市：岩原剛 長久手町：高崎祥一郎
豊川市：林弘之 安城市：岡安雅彦
「埋蔵文化財行政黎明期の思い」
立松彰（東海市立平洲記念館）

設立15周年記念研修会
「史跡・天然記念物フォーラム」
講演①：「天然記念物の活用」
桂 雄三（文化庁記念物課）
体験講座：
「復元ハニワの制作・勾玉づくり」春日井市
「古代の塩づくり体験」東海市・東浦町・美浜町
「古代の彫金体験 毛彫文馬具をつくる」豊橋市
視察：本証寺
春日井市
「市民が親しむ三河国分尼寺跡史跡公園」豊川市
「土器つくり教室」安城市
「縄文・弥生時代の布づくりに挑戦！」一宮市
「手回しガラ紡体験」など 豊田市
「貝のアクセサリーづくり」など 田原市
考古学落語：「縄文さん」桂九雀（落語工房）・
服部哲也（名古屋市見晴台考古資料館）
講演②：「史跡公園をみつめなおす」
広瀬和雄（国立歴民博教授）
講演：「加曽利貝塚での史跡整備とその活用について」
視察：県史跡・妙興寺境内地
村田六郎太（千葉市加曽利貝塚博物館）
国史跡：冨田一里塚
田原市
「吉胡貝塚の史跡整備について」
一宮市尾西歴史民俗資料館
増山禎之（田原市教委）
視察：吉胡貝塚史跡公園
講演：「史跡整備の現状と課題」
事例報告：
－城館跡の場合を考える－
①田原市「吉胡貝塚の史跡整備について」
「江馬氏館の整備と活用」
増山禎之（田原市教委）
小牧市
大平愛子（飛騨市教委）
②豊川市「三河国分尼寺の史跡整備について」
「史跡小牧山の整備」
前田清彦（豊川市教委）
中嶋隆（小牧市教委）
視察：国史跡・小牧山
「史跡整備における現状と課題
－史跡における現状変更・整備・復元について考える－」
講演：「史跡における現状変更・整備・復元
講演：「地域に生きる史跡」
知立市
―平城宮跡の整備・復元をとおして―」
赤羽一郎（愛院大非常勤講師）
島田敏男（奈文研建造物研究室）
「史跡三河国分寺跡の保護の経緯とこれから」
平松弘孝（豊川市教委）

西

地

区

協

議

会（H18から三河地区協議会）
内

容

東

三

河

地

会 場
豊川市
田原町
鳳来町
蒲郡市

区

協

議

会（H18から三河地区協議会）
内

西尾市

協議：市町村指定文化財の補助金制度と実用実績につい
て
豊橋市
愛史協東三河地区協議会の今後の活動について
平成９年度地区協議会開催市町村について
視察：市史跡・二川宿本陣

知立市

協議：遺跡地図の作成状況と埋蔵文化財の周知について
遺跡の整備・活用状況について
平成10年度西三河地区協議会開催市町村について
視察：知立市歴史民俗資料館
腰前遺跡発掘調査現場
県史跡・来迎寺一里塚

音羽町

幸田町

協議：市町村史跡等の指定について
次期役員の改選について
平成11年度地区協議会開催市町村について
視察：浄土寺十二神将像
町史跡・青塚古墳

幡豆町

協議：博物館・資料館等における資料の整理について
協議会への要望事項について
平成12年度地区協議会開催市町村について
視察：寺部城址
町史跡・とうてい山古墳
協議：史跡名勝天然記念物と自然災害について
協議会への要望事項について
視察：町天然記念物・川面のシラカシ
足助資料館
城跡公園足助城

協議：文化財保護事業に対する助成制度について
次期役員の改選について
平成11年度地区協議会開催市町について
視察：国史跡青塚古墳

常滑市

協議：指定文化財の広報活動と活用状況について
参加市町の情報交換について
指定史跡名勝天然記念物資料集作成の準備について
平成12年度地区協議会開催市町村について
視察：常滑市歴史民俗資料館
国民俗・やきものの散歩道および登窯

小牧市

協議：史跡名勝天然記念物の管理体制について
史跡で開催される一般対象の催しについて
視察：国史跡・小牧山
メナード美術館

足助町

東海市

協議：市町指定史跡の指定基準（理由）について
史跡用地公有化の現状について
史跡・文化財等の説明・案内看板について
視察：市史跡・岩谷口古墳
市史跡・浜新田遺跡
市立平洲記念館・郷土資料館

三好町

協議：史跡名勝天然記念物の保存維持と活用について
視察：福谷城
町史跡・黒笹27号窯跡
三好町立歴史民俗資料館

長

名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市

協議：史跡整備の現状について
視察：歴史公園、資料館、八王子貝塚、実相寺

犬山市

会

副 会 長

特

記

事

項

容

刈谷市

津島市

知多市

河

協議：文化財保護審議会について
史跡等文化財案内板について
今後の史跡整備・文化財指定の予定について
愛史協、地区協議会の組織強化について
その他
視察：刈谷市美術館・茶室「佐喜知庵」
国天然記念物・小堤西池カキツバタ群落

協議：文化財（史跡等）の有効な活用方法について
指定文化財（史跡等）の見直しについて
愛史協の活性化について
視察：国重文堀田家住宅
国重文等津島神社

協議：天然記念物(植物)が衰弱した場合の対処方法について
指定文化財の台帳整備について
視察：知立市歴史民俗資料館
市史跡・七曲古窯址
佐布里緑と花のふれあい公園「梅っ花そうり」

三

会 場
岡崎市
吉良町
豊田市
安城市

犬山市
犬山市
犬山市
犬山市

豊川市
豊川市
豊川市
豊川市

協議：指定文化財の台帳整備状況
史跡・天然記念物等の活用状況
愛史協・地区協議会の組織強化について
新城市
平成８年度東三河地区開催市町村について
視察：県史跡・断上山９・10号墳
市史跡・設楽原古戦場

名古屋市 犬山市 豊川市

名古屋市 犬山市 豊川市

協議：史跡等の普及啓発について
文化財保護審議会について
平成10年度東三河地区協議会開催市町村について
視察：町建造物・大橋屋
町史跡・岩略寺城
協議：今後の文化財指定及び史跡整備の予定について
指定文化財の管理・活用状況について
平成11年度地区協議会開催市町村について
渥美町
次期役員の改選について
視察：国史跡・伊良湖東大寺瓦窯跡
町天然記念物・ハマボウ自生地
町史跡・皿焼12号窯
協議：記念物指定について
記念物保護の実際について
平成12年度地区協議会開催市町村について
一宮町
視察：町名勝・牛の滝とその付近の自然
町天然記念物・わくぐり神社の社叢
県天然記念物・砥鹿神社のケヤキ

名古屋市 犬山市 豊川市

名古屋市 犬山市 豊川市

■『指定史跡名勝天然記念物資料集』
準備作業着手

名古屋市 岡崎市 豊川市

名古屋市 岡崎市 豊川市
協議：史跡の指定や整備に関する問題点について
講演：作手村における史跡整備の歩み
作手村
視察：作手村史跡めぐり
※亀山城跡、国天然・甘泉寺のコウヤマキなど

豊川市

小牧市 豊田市

津具村

協議：市町村史跡名勝天然記念物の指定及び整備事業の
問題点について
講演：津具村誌あれこれ
視察：津具村立民俗資料館

豊川市

小牧市 豊田市

■『指定史跡名勝天然記念物資料集』
作成着手

■『指定史跡名勝天然記念物資料集』
作業部会発足

旭町

協議：市町村の文化財補助制度について
協議会への要望事項について
視察：旭町郷土資料館

豊根村

協議：文化財・史跡等の管理に関する問題点について
東三河地区協議会の今後の活動について
視察：国重文・熊谷家住宅

東海市

岡崎市 豊橋市

豊明市

協議：史跡・文化財等の普及事業の実施状況について
次年度尾張地区協議会開催地について
尾張地区からの次期役員選出について
視察：桶狭間古戦場伝説地

小原村

協議：他部局と連携した文化財の活用について
指定文化財の把握状況について
次年度西三河地区協議会開催地について
西三河地区選出役員ローテーションについて
視察：市場城跡

東栄町

協議：情報提供等について
次年度東三河地区協議会開催地について
視察：花祭り会館

東海市

岡崎市 豊橋市

東郷市

協議：史跡・文化財等の普及事業の実施状況について
次年度尾張地区協議会開催地について
尾張地区からの次期役員選出について
視察：黒笹７号窯

岡崎市

協議：市町村指定文化財の指定基準について
文化財保護審議会について
文化財の指定手続きについて
地区協議会の開催がっぺいについて
視察：史跡真宮遺跡公園

豊川市

協議：市町村指定文化財（記念物）の指定基準について
東三河地区協議会の今後の活動について
視察：三河国分尼寺史跡公園

岡崎市

一宮市 田原市

■『指定史跡名勝天然記念物資料集』
刊行
■15周年記念事業開催

豊田市

協議：埋蔵文化財緊急調査国庫補助対象事業基準について
近代化遺産の保存と活用について
愛史協の今後の活動について
視察：豊田市近代の産業とくらし発見館

岡崎市

一宮市 田原市

■１５周年記念「史跡天然記念物
フォーラム」開催
■東西三河地区協を統一
■企画運営委員会発足

田原市

協議：文化財管理等の現況について
平成20年度愛史協新規事業(案)について
三河地区協議会の運営について
視察：吉胡貝塚史跡公園

犬山市

幸田町 新城市

吉良町

協議：史跡整備の問題点について
史跡整備資料集について
東三河地区の役員ローテーションの変更について
視察：東条城跡
国宝・金蓮寺弥陀堂
国史跡・正法寺古墳

犬山市

幸田町 新城市 ■『愛知県史跡整備事例集』刊行

新城市

協議：指定文化財の災害と復旧（アンケート調査より情報交換、事例報告）
天然記念物保護・活用事例集作成について
視察：国名勝天然記念物・鳳来寺山、国重文・鳳来山東照宮

豊橋市

津島市 三好町

協議：郷土芸能の保存継承について
指定文化財の保存活用について
文化財ボランティアの育成について
「埋蔵文化財の緊急調査のうち補助事業として採択で
甚目寺町
きる事業についての基準」（14教生第359号）の運用
における各市町村の実情と問題点について
尾張地区からの次期役員選出について
次年度尾張地区協議会開催地について
視察：甚目寺観音

愛西市

協議：平成20年度愛史協新規事業（案）について
次年度尾張地区協議会の開催について
尾張地区役員・地区協開催ローテーションについて
視察：木曽川文庫
船頭平閘門

協議：協議事項について
史跡整備資料集作成の経過報告
阿久比町
視察：久松松平家葬地
板山長根古窯

東浦町

協議：文化財の防火・防犯対策について
天然記念物保護・活用事例集について
視察：国史跡・入海貝塚、乾坤院（町史跡・水野家墓所）

■愛史協広報用パンフレット作成

20 2010（H22） 幸田町

視察：本光寺松平家墓所

21 2011（H23） 西尾市

視察：西尾市歴史公園・実相寺

22 2012（H24） 愛西市

視察：船頭平閘門・木曽川文庫

23 2013（H25） 知多市

公演：尾張万歳

24 2014（H26） 知立市

講演：「島原藩主深溝松平家墓所の
国史跡指定について」
神取龍生（幸田町教委）

25 2015（H27） 津島市

講演：「尾張津島の天王祭と史跡めぐり」
黒田剛司（津島市文化財保護審議会委
員）

26 2016（H28） 豊川市

講演：「旅籠大橋屋の保存整備について」
泉田英雄（元豊橋技術科学大学准教授）

講演：「名古屋城と篠島の石垣採石地について」
27 2017（H29） 南知多町
石橋伊鶴（南知多町文化財保護委員会）

28 2018（H30） 岡崎市

2019

29 （H31・R1）

豊明市

講演：「岡崎の城と城下町」
堀江登志実（岡崎市美術博物館
・岡崎城跡整備委員会委員）

「愛知県内の天然記念物保護行政の現状と課題
－市町村行政担当者の立場と役割について－」
講演：「愛知県内の天然記念物保護の現状と課題
－仕組みづくりと取組みの事例を通じて－」
瀬戸市
林 進氏（岐阜大学名誉教授）
「国指定名勝天然記念物 木曽川堤（サクラ）」
久保禎子（一宮市博）
「国指定天然記念物 御油のマツ並木」
前田清彦（豊川市教委）
設立20周年記念シンポジウム「文化財を守り、伝える」
講演：「守り、伝える－愛知県の史跡を中心として－」
佐藤正知（文化庁記念物課）
「現代社会における文化遺産の役割」
土生田純之（専修大学）
安城市
「文化遺産保存とその未来」
荻野昌弘（関西学院大学）
「稲沢市尾張国分寺跡の国史跡指定と今後の展望」
北條献示（稲沢市教委）
「豊田市足助重要伝統的建造物群の保存と活用」
森 泰通（豊田市教委）
「史跡の整備活用における行政管理の功罪」
・「NPO法人等地域連携の可能性と今日的課題」
講演：「NPO活動としての史跡整備シンクタンク」
赤塚次郎(NPO法人ニワ里ネット理事長)
「遺跡の経済評価－行政管理から
公共経営への流れの中で－」
阿久比町
澤村 明(新潟大学経済学部准教授)
パネルディスカッション：
「まちづくりにおける文化遺産の価値評価とNPO法人
の関わり～犬山市域の文化遺産を事例として～」
司会：浅田博造(春日井市教委)
パネリスト：赤塚次郎・澤村明・渡邉樹(犬山市教委)
講演：「地域博物館と学校の関係～社会科の授業を中心に～」
可児光生(みのかも文化の森美濃加茂市民ﾐｭｰｼﾞｱﾑ）
蒲郡市
「学校が求める史跡の活用と博物館機能
-豊田市郷土資料館の事例から-」
西崎 修(豊田市教委指導主事)
「町並み保存の取組」
事例発表：「一宮市における歴史的建造物について」
神田年浩（一宮市博物館)
「二川宿の史跡整備とまちづくり」
和田実(豊橋市二川宿本陣資料館)
「岩村町本通り伝統的建造物群保存地区の紹介」
一宮市
三宅英機(恵那市まちづくり推進部)
「有松町並み保存地区の見直し（伝統的
建造物群保存地区制度の導入）について」
坂崎光恭(名古屋市住宅都市局)
講演：「町並み保存・再生の取組み
－景観の背景にある土地性から考える」
是澤紀子(名古屋工業大学准教授)
「東日本大震災と文化財
～東日本大震災から学ぶ、史跡保存と災害対策～」
講演：「東日本大震災と文化財レスキュー活動」
みよし市
高橋守克(多賀城市埋蔵文化財調査センター(前))
「震災復興と埋蔵文化財の調査」
相原淳一(東北歴史博物館)
「石垣整備」
講演：「石垣整備のてびき」
新城市
市原富士夫(文化庁記念物課)
現地視察：鳳来山東照宮 石垣修理工事
岩山欣司(新城市文化課)

幸田町

半田市

「史跡内建造物」
講演：「史跡内建造物の整備と活用」
五島昌也(文化庁記念物課)
現地視察：島原藩主深溝松平家墓所内建造物
（本堂・肖影堂）
「半田市における古窯の保存活用状況」
報告：「半田市の文化財概要
大池古窯・大高山古窯の現状と課題」
山中 薫(愛知県文化財保護指導委員)
「大高山古窯の保存管理」
山本晃弘(半田市立博物館)
視察：半田赤レンガ建物(服部宣裕(半田赤レンガ建物館長))
半田市立博物館(山本晃弘(半田市立博物館))
「城郭の整備と活用について」
講演：「お城の活用と近年の取り組み」
加藤理文(日本城郭協会理事)
視察：吉田城跡(中川 永(豊橋市文化財センター))

南知多町

協議：文化財・観光等ボランティアガイドの活動について
愛史協の今後の活動について
視察：尾州廻船内海船船主内田佐七家
（観光ボランティアガイドの案内）

安城市

講演：「文化財は誰のもの？私が想う文化財の保護と活用」
大沼芳幸（（財）滋賀県文化財保護協会）
協議：愛史協の今後の活動について

豊橋市

武豊町

協議：尾張地区協議会の今後の活動および目的について
設立20周年記念シンポジウムについて（意見交換）
未指定の文化財の活用について
視察：旧国鉄武豊線転車台・山崎古墳

蒲郡市

講演：「三河の中近世城館跡の整備について」
奥田敏春（愛知中世城郭研究会会員、岡崎市文化財保護審議会委員）

春日井市 江南市 知立市

■設立20周年記念事業実施
シンポジウム
「文化財を守り、伝える」開催
パンフレット『あいちの史跡』
A5版24P 17,000部刊行

幸田町

視察：深溝断層

春日井市 江南市 知立市

■会報のデジタルデータ化
（紙印刷の省略）
『愛知県史跡整備事例集』『愛知県
名勝・天然記念物保護活用事例集』の
デジタルデータ化

豊橋市

事例報告：「小牧山城築城450年記念事業と史跡公開活用について」
小野友記子(小牧市教委)
「豊橋市の史跡公開活用事業の取組みについて」
岩原 剛(豊橋市教委)
協議：史跡等の公開活用行事について

豊田市

豊明市 西尾市

西尾市

協議：戦争遺跡の保存活用について
事例報告：「西尾城跡（西尾市歴史公園）の整備について」
鈴木とよ江(西尾市教委)
現地視察：「西尾城二之丸広場の整備状況ほか－歴史公園（西尾城跡・尚古荘広間）－」
浅岡優(西尾市教委)

豊田市

豊明市 西尾市 ■『愛知県史跡マップ』３万部の作成

津島市

南知多
豊川市
町

津島市

南知多
豊川市
町

豊根村

報告：「熊谷家住宅について」
塚本新一郎(豊根村教委)
「重要文化財旧鈴木家住宅保存整備事業について」
松川智一(豊田市教委)
「豊橋市内の歴史的建造物」
小林久彦(豊橋市文化財センター)

田原市

愛西市 安城市

知立市

事例報告：「豊川海軍工廠の整備について」
平松弘孝(豊川市教委)
「（仮称）本證寺史跡公園の整備について」
齋藤弘之(安城市教委)

田原市

■史跡公開促進事業「愛知の史跡めぐ
愛西市 安城市 ラリー」の実施
H230.10.6～12.24

(会場
豊田市
運営
東栄町・
豊田市)

(新型コロナウイルス対応のため中止)
「歴史文化の保存と活用―史跡・名勝と無形民俗文化財―」
事例報告：「猿投山と文化財―国名勝 旧龍性院庭園を中心に―」
髙橋健太郎(豊田市教委)
「花祭の保存と活用」
伊藤正人(東栄町教育課)
視察：旧龍性院庭園・猿投神社山中観音堂

瀬戸市

常滑市 豊田市

岡崎市 事例報告：「岡崎城跡の整備について」(岡崎市教委)
(ZOOMﾘﾓｰ 報告：＜30周年シンポジウムの中間報告＞
ﾄによる)

瀬戸市

常滑市 豊田市 (設立30周年事業準備)

美浜町

犬山市

瀬戸市

協議：文化財案内看板設置に対する助成について
講演：「【あなたの町の文化財を観光資源に変える方法】
～歴史マニアを驚愕させた、とある自治体の取り組みとは～」
七種英康（東海古城研究会役員・愛知戦国史跡ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ）

協議：刊行物のデジタルデータのインターネット上での公開
及び配信の実態について
講演：「犬山市での文化財普及啓発の取り組み」
奥野絵美・大塚友恵（NPO法人ニワ里ネット）

協議：文化財の総合的把握に関する取組みについて
文化財保護関連の市民団体の調整について
名木等の調査とその取扱いについて
視察：「瀬戸市における史跡整備事例」
塚原第１号墳・山口堰堤第３号墳・小長曽陶器窯跡、
瀬戸蔵ミュージアム

協議：史跡の情報管理
太平洋戦争期の戦争遺跡の扱い
長久手市
文化財防火デーに伴う防火訓練
視察：長久手市内史跡(長久手の合戦跡地、勝入塚、武蔵塚等)
郷土史研究会ボランティアガイドによる解説

一宮市

協議：「史跡整備のあり方について」
平成36年度までの地区協開催地確認
視察：妙興寺
稲垣宗久(妙興寺住職)

半田市

協議：「史跡等の保存活用について」
(史跡整備のあり方、保存・活用方法、予算の編成等)
視察：新美南吉記念館(遠山光嗣(新美南吉記念館))
大池古窯(近藤英正(半田市立博物館))

「史跡等の保存・整備・活用について」
協議：史跡を活用した行事（史跡活用）について
史跡・観光のための周辺整備について
ＳＮＳを利用した広報について
春日井市
市所蔵資料の閲覧、印刷許可について
講演：「史跡の活用とＮＰＯ

事例報告：「史跡における公開のための建造物保存整備について
～豊川市平和公園（仮称）整備事業・旅籠大橋屋保存整備事業の事例より～」
平松弘孝(豊川市教委)
設楽町 現地視察：県指定田峯観音の舞台
今泉宗男(設楽町文化財保護審議会委員)
国登録有形文化財 設楽町立 田峯小学校校舎
事例報告：「ＡＲを使った遺跡情報の活用事例」
和田紳一(ﾅｶｼｬｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ㈱)
「デジタルコンテンツについて―岐阜県可児市人間国宝荒川豊蔵の窯の内部3D復元の事例等」
みよし市
長江真和(可児市教委)・関山洋一郎(㈲アシストコム)

津島市 三好町

■『天然記念物保護・活用事例集』
刊行

～NPO法人ニワ里ねっとの事業活動を事例として～ 」

大塚友恵(NPO法人ニワ里ねっと)
協議：史跡(歴史的建造物)の利活用に伴う情報発信について
文化財保護の所管変更について
史跡で活動する市民組織について
史跡(文化財)活用事業の実施時期、内容
及び集客状況について
視察：明治天皇佐屋行在所、津島神社

講演：「桶狭間への道
～織田氏・今川氏の争いの中で～」
松島周一(愛知教育大学教授)

豊橋市

講演：「３０年をむかえる愛史協
設立時の原点と今日の課題(仮)」
赤羽一郎(元愛知県教育委員会生涯学習課主幹)

「史跡の整備について」
愛知県朝 講演：「史跡等の整備について―価値の保存と活用をつなぐ
―」
日遺跡
常滑市
協議：ふるさと納税を活用した文化財活用の例について
岩井浩介（文化庁文化資源活用課整備部門（記念物)) (ZOOMﾘﾓｰ
ﾐｭｰｼﾞｱﾑ
史跡地の情報発信について
事例紹介：「史跡貝殻山貝塚の再整備と
(運営
ﾄによる) 報告：＜30周年シンポジウムの中間報告＞
あいち朝日遺跡ミュージアムの建設について」
豊川市)
原田 幹（あいち朝日遺跡ミュージアム学芸課

津島市

30 2020（R2）

みよし市

31 2021（R3）

東郷町

(三河未定)

江南市

豊川市

西尾市

31 2022（R4）

設楽町

(尾張未定)

稲沢市

豊田市

西尾市

(尾張
未定)
(尾張
未定)

(三河
※設立30周年
未定)
(三河
未定)

