
令和３年度事業報告
１ 事業の概要
旧土佐藩主山内家伝来の古文書・美術工芸品及び県内外の諸機関ならびに個人所蔵の高知県に関わる歴史的
資料その他を文化遺産として適切に保存し、調査研究・公開・情報発信することにより、教育・学術・文化
の振興、ならびに地域活性化・観光振興に寄与することを目的として、つぎの事業を実施した。
※ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、８月21日から９月26日まで臨時休館とするなど、適宜
対応した。

（１） 資料の保存管理
ア 収蔵環境の調査と環境整備
イ 資料修復の実施（8件）
ウ 資料の保存状態確認
エ 資料保存相談窓口の継続（7件）
オ 修繕室の運用

（２） 調査研究
ア 閲覧室の運用（利用者数324件（内 原本閲覧31件 副本・図書106件) リファレンス207件）
イ 収蔵資料情報データベースの充実
ウ 古文書副本作成およびマイクロフィルムのデジタル化

(３) 展示・公開・情報発信事業
展示・公開
ア 常設展示概要
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入口・受付での検温をはじめ、ハンズオンコーナーの
休止、休憩用ソファーの配置見直しなど従来のサービスからの見直し・変更を進めた。

・「総合展示室Ⅰ」では「土佐藩の歴史」をテーマに古文書・歴史資料を展示。「総合展示室Ⅱ」
では「江戸時代の美術と文化」をテーマに、土佐藩主山内家に伝わった美術工芸品を展示した。

・展示音声ガイドや多言語対応パンフレットの準備、ワークシートの配布等により、多言語対応や
展示のバリアフリー化、低年齢層にも配慮した展示公開を進めた。

・解説依頼のあった団体には、人数制限やマスク着用など感染予防の対策を取りながら学芸員・解
説員による展示解説を実施した。(35件 396人)

１、展示ロビー 高知城の展望とハンズオン・体験展示を楽しむ交流エリア
※ハンズオンコーナーは休止

２、土佐史探索室 個別モニター・大型映像によるビデオ上映
※個別ブースのヘッドホン使用を中止

３、導入展示 （通史） 高知県の古代から現代を大年表・国絵図等により紹介
４、総合展示室１（歴史） 土佐藩の歴史と高知城・城主山内家について学ぶ資料展示室
５、総合展示室２（テーマ） 山内家資料を軸に江戸時代～明治時代土佐の美術史・文化史を紹介

イ 企画展示概要
・土佐藩・高知県の歴史・文化を軸にしたテーマを設定し、収蔵資料や高知の歴史・文化をより多
面的かつ魅力的に紹介。

・展示資料を収録した図録を刊行。
・企画展開催にあわせ関連行事を開催。
コロナウイルス感染拡大防止に留意し、参加人数制限や行事形態に工夫しつつ行った。



＜企画展一覧＞

会 期 企 画 展 タ イ ト ル 入場者数

１ ３月20日～５月18日 よみがえる山内家資料の美と歴史 (Ｒ3年度分)
～伝統の技がなす文化財修理の世界～ ３，８５７

２ ６月19日～９月５日 地域展 仁淀川～流域の歴史と文化～ ５，４６６

３ ９月17日～11月29日 廃藩置県150年 藩が消えた日 １０，４１６
～四国の廃藩置県～

４ 令和３年 おいしい土佐藩 ７，６４９
１月１日～３月７日

５ ３月18日～５月30日 開館５周年記念展 （Ｒ3年度分）
土佐のやきもの 尾戸焼 ２，２２３

常設展 ４，８１９

合計入場者数 ３４，４３０人

＜企画展関連行事＞

企 画 展 開 催 日 行 事 名 参加者数

１ よみがえる山内家 ４月４日・ スライドレクチャー（２回開催） ３６
資料の美と歴史 ５月２日

４月25日 実演講座「研師の技～刀剣研磨の世界～」 （中止）

５月４日 こども体験ガイドツアー ７
「文化財のお医者さんになろう！」

５月９日 ワークショップ「お家でできる紙資料の １０
かんたん補修と和綴本づくりに挑戦」

２ 地域展 仁淀川 会 期 中 映像展示「神々の流域―仁淀川の四季」 （自由視聴）

会 期 中 写真展示「仁淀川遡行・おもかげの昭和へ」 （自由観覧）

会 期 中 ミニ展示「秋葉まつりの祭礼道具」 （自由観覧）

６月20日・
７月11･25日･ 展示解説会（５回開催） ３４
８月８･15日･
９月５日（中止）

６月12日 歴史講座「仁淀川流域の歴史」 ３７

６月27日・ 流域散策会「兼山ゆかりの春野を巡る」 （中止）
８月22日 「仁淀川源流域・面河渓を訪ねる」

７月11日 高橋宣之氏の映像解説会 ３９

７月18日・ 小林勝利氏の写真説明会（１回開催） １４
８月29日（中止）



企 画 展 開 催 日 行 事 名 参加者数

２ 地域展 仁淀川 ７月31日・ 夏休み工作教室 土佐和紙の照明づくり ２８
８月８日 （２回開催）

８月８日 映画会「椿山―焼畑に生きる―」（２回上映） ６６

３ 廃藩置県150年 10月２日 連続講演会① 勝田政治氏「維新政府と廃藩置県」 ４０
藩が消えた日

10月３日 連続講演会② 大庭祐介氏 ４０
「廃藩置県後の法制度と佐佐木高行」

10月９日 歴史講座「高知の廃藩置県」 ３６

10月17・24日・ スライドレクチャー（４回開催） ９８
11月７・21日

４ おいしい土佐藩 12月19日～ ウェブ料理教室 （館HPで
「おうちで料理教室 土佐の食文化」 閲覧）

令和２年２月～ レシピサイト「クックパッド」での (累計アクセス数
レシピ公開 28,439）

１月２・９日
（中止）1/23･ スライドレクチャー （２回開催） ４８
2/6･2/20･3/6

３月５日 (オンライン開催）記念講演会 青木直己氏 ４５
「幕末江戸勤番武士の江戸グルメ」

５ 土佐のやきもの 会 期 中 （ミュージアムショップ） 尾戸焼販売
尾戸焼

３月18日～ （喫茶特別メニュー）尾戸焼でほっと
（５月29日）

３月27日 スライドレクチャー ２７

合計実施開催数 ３４回 合計参加者数（人） ６０５

＜その他展示関連行事＞

関連展示 開催期間 行 事 名 参加者数

夏休みイベント ７月21日～ 博物館クイズラリー ３７９
８月31日 ※8月21日～臨時休館のため中止

印刷物等 仁淀川展 小冊子『仁淀川流域の歴史と文化』刊行

藩が消えた日 図録『藩が消えた日 四国の廃藩置県』刊行

おいしい土佐藩 レシピカード（８種）印刷配布

展示ロビー 常設 「スマホで城博」
(臨時増設分） （自由参加）

高知城重ね捺しスタンプ（Ｒ３年３月～）

ウ 宿毛市立宿毛歴史館との連携企画展の開催
・令和元年度開催の企画展「大名墓をめぐる世界」の貸出・行事協力



利用状況

種 別 人 数 料金(千円） 備 考

観覧者(企画展) 29,611 10,029 (観覧者内訳)・一般 ： 19,278人
・小中高生 ： 5,758人

観覧者(常設展) 4,819 1,137 ・長寿者等 ： 9,394人

入館者 72,287 ※1､2階の無料ゾーン入館者数。3階展示室観覧者(34,430人)を含む。

貸会場別 人 数 料金(千円) 備 考

ホール 1,264 592 利用件数 ： ４２件

実習室 108 62 利用件数 ： １６件

和室 4 0 利用件数 ： ２件

北ステージ 110 0 利用件数 ： １件

種 別 人 数 備 考

講座・行事等 2,466 館内開催：1,574人 館外開催：892人

情報発信

ア チラシ・ポスター、広報紙、年間スケジュール、ホームページ、SNS

イ マスメディアや外部媒体を活用したPR、県・市町村発行の自治体広報誌を活用した広報

ウ 各種広告の実施

・テレビ・ラジオCM、新聞広告、WEB広告、中心商店街バナー広告等

エ 館の外構看板等の制作・設置

オ 県内出張広報活動

・龍馬生誕祭へのブース参加によるPR

カ 広報・誘客イベントの開催

・門松の公開制作 12月 ６人

・開館５周年「城博の日」 ３月

記念講座「国絵図の世界～導入展示「土佐国絵図」の楽しみ方～」 40人

土佐藩主山内家墓所特別公開 28人

キ 来館者誘致

・観光説明会・商談会への参加 10月

・旅行業者等への営業活動（旅行商品の造成）

ク その他

・ホームページやＳＮＳ、動画等によるオンラインコンテンツの制作・公開

・マスコットキャラクターの活用

・ミュージアムグッズの開発

（４）学校教育・生涯学習への協力

ア 学校教育との連携

①教育委員会・教育センター等、学校関係者との各種協議

②教育委員会等主催の教員研修への協力

・県教育委員会 教育センターと共催

教科研究センター講座（特別講座） 11月 19人

※９月にも開催を予定していが、新型コロナウイルスの感染拡大により中止となった

③学校関係者向け博物館利用案内広報の充実



・教員向け博物館利用案内パンフレットを県内学校へ送付

・博物館ホームページ内に、特設ページ「学校関係のみなさまへ」を更新

④学校見学の受け入れ

98校3,779人 (小学校36校1,507人 中学校34校1,512人 義務教育学校２校88人

高等学校19校515人 特別支援学校７校157人)

※新型コロナウイルスの感染拡大により見学中止となった学校は、51校3,496人

（小学校23校1,174人 中学校14校1,696人 高等学校12校561人 特別支援学校２校65人）

⑤ミュージアムバス事業（学校招待バス事業）

３校（小学校１校 中学校１校 義務教育学校１校）

※上記以外に申し込みのあった２校（中学校１校 高等学校１校）は、新型コロナウイルスの

感染拡大により来館中止となった

⑥学校への出前授業・遠隔授業の実施

出前授業 ５回（小学校２校（うち１校は２回）98人 特別支援学校２校５人）

遠隔授業 １回（中学校１校、高等学校２校 延べ85人 ※３校合同）

⑦学校への教材資料の貸し出し、教材シートの提供

教材の貸し出し 小学校２校 中学校２校 義務教育学校２校 高等学校１校

特別支援学校１校

教材シートの提供 小学校16校 中学校13校 義務教育学校１校 高等学校１校

⑧学校の校外学習への協力

高知城案内 ７校 城下町案内 ５校

⑨職場体験学習（キャリア教育）への協力

※職場体験の依頼があったが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け中止となった

（中学校１校 高等学校１校）

⑩博物館実習生の受け入れ

大学生５人

⑪インターンシップの受け入れ

※高知県庁（文化振興課）が受け入れを行っているインターンシップに際して協力依頼があっ

たが、新型コロナウイルス感染拡大を受け中止となった（１校２人）

イ 生涯学習への協力

①一般向け講座「城博講座」

・古文書講座 ３回 延べ109人（※新型コロナウイルスの感染拡大を受け１回中止）

・歴史講座 ３回 延べ105人

・美術工芸講座 （※新型コロナウイルスの感染拡大を受け中止）

・保存修復講座 ２回 延べ19人

・歴史資料保存講習会 １回 11人（※新型コロナウイルスの感染拡大を受け１回中止）

※高野切講座（初級・中級）と日本の文化講座は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため

通年で中止

②子ども向け体験講座

・こども体験ガイドツアー「文化財のお医者さんになろう！」

（企画展「よみがえる山内家資料の美と歴史」関連行事）５月 ７人

・探検！発見！高知城 ７月 11人

・土佐和紙の照明づくり

（企画展「地域展 仁淀川～流域の歴史と文化～」関連行事）７月・８月（２回）延べ28人

・みる・きく・さわる 城下町に歴史たんけんにでかけよう！ 11月 11人

③外国人向け体験講座（Japanese Cultural Experience）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

④歴史文化催事の開催

・季節の催し お月見の会 10月 33人

・季節の催し お正月の会 １月 29人

※梅漬けの会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止

⑤観光シーズン対応ワークショップ等の開催

夏休み子どもむけ企画 博物館クイズラリー・やまぴょん音声ガイド ７月～８月 延べ379人

⑥体験道具類の整備・補充

山内家資料を題材にした体験用道具類の整備



（５）地域振興・観光振興への協力

ア 行政関係・地域振興関係・観光振興関係等との協議

イ 高知城と城下町を活用した高知市中心市街地との連携

・まちゼミ（高知商工会議所他）歴史文化行事に参加 ５月２回・11月２回予定

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・子ども向け「高知城探検パンフレット」「城下町探検パンフレット」の配布

・龍馬生誕祭（高知市中心街再開発協議会） 11月（提灯づくり）11人

ウ 年中行事や祭り・食文化等に注目した高知市中心市街地との連携

・日曜市料理教室 県内各地の郷土料理研究グループと連携 ５～２月６回予定

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・お城下でみる土佐国 ３月予定

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

エ 県内博物館施設との連携・協力

・こうちミュージアムネットワーク 事務局

・高知お城下文化施設の会（通称：お城下ネット） 事務局

「お城下文化の日」 11月（歴史文化体験教室等）催事全体1,769人、当館関係603人

「お城下文化手帳」の作成・配布

・土佐藩・土居関係資料所蔵博物館連携協定 事務局

・１階県域コーナーならびに城下町コーナー 県内文化施設の各種情報を紹介

オ 地域資料への調査協力

・四万十市佐竹音次郎関係資料調査 10～２月 ３回

・戦争関係調査 旧満州引揚者への聞き取り

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・土佐神社 所蔵資料調査

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

カ 地域を対象とした調査研究

・出張講座 年２回予定

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・『地域記録集 土佐の村々』第４号発刊報告会 ４月 50人

『地域記録集』バックナンバーの増刷（第１号その２）

キ 地域を対象とした企画展の開催

・「地域展 仁淀川 流域の歴史と文化」 ６月19日～９月５日

※新型コロナウイルス感染拡大により８月21日～９月５日は臨時休館

ク 地域における歴史文化活動への協力

・高知市 高知県立大学 「地域学実習Ⅰ」講師 ８～12月 ３回 49人

・仁淀川町 教育委員会 小林勝利氏写真展 展示協力 12月 約400人

ケ 地域における歴史文化等の紹介・普及

・木育ワークショップ 高知県木材普及推進協会と連携 ５月予定

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・土佐茶のふるまい 県内の茶生産事業者と連携 ５月予定

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・地域散策会 仁淀川流域の散策会（上記「仁淀川展」関連企画） ６・８月２回予定

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

コ 地域連携事業の周知広報

・博物館ホームページ内の特設ページ「地域のみなさまへ」による事業周知

・パンフレット「地域の歴史と文化の？に、高知城博が答えます！」配布

・大学等主催の講習会や研究会における活動紹介 ６～12月 ３回 177人

サ 県内市町村文化施設への支援･協力

①市町村文化施設の諸活動に対する支援・協力

・資料整理・保存、調査、展示・解説など文化施設の諸分野に関する相談窓口（22件）

・所蔵資料目録編成への協力：調査整理・目録刊行支援

＜支援対象館＞ 北川村中岡慎太郎館（利岡家文書：1,265件）令和３年度刊行

四万十市郷土博物館（歴史資料：1,572件） 令和３年度刊行

②市町村文化施設で活用できる専門情報の集約・提供

・高知に関する研究・文献一覧刊行及び公開に向けた情報収集、データ化作業

・明治元年～平成30年度までの高知に関する研究･文献一覧（データベース公開）



＜成果物＞｢高知に関する研究･文献目録データベース｣を当館ホームページ上で公開開始

・明治元年度以降の高知に関する研究･文献一覧（単年度毎刊行）

＜成果物＞｢高知に関する研究･文献目録(歴史･考古･民俗)―令和二年度―｣を刊行

・資料集の編集検討・情報収集開始

③県内資料情報の共有化と公開

・県内資料情報の収集・データ化作業

・情報共有化に向けたシステム構築の検討と情報公開のためのデータベース作成に着手

④地域の文化施設活動に関わる人材の育成

・地域学芸員養成講座の開催：県内３箇所（東部･中部・西部）で各10回開催

※全10回開催のところ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため開催地と協議のうえ、東

部会場については開催を中止し代替として講座資料をまとめた教材を参加者へ配布した。

中部会場及び西部会場については、一部題目を統合し、中部会場（６回）・西部会場

（９回）を開催した。

＜参加者＞東部会場（室戸市教育委員会） ９人

中央会場（高知県立高知城歴史博物館）15人

西部会場（須崎市教育委員会） ９人

⑤県内文化施設の連携強化：「こうちミュージアムネットワーク」の事務局担当

・庶務経理及び総会等の資料作成・連絡調整事務

・こうちミュージアムネットワーク主催行事の連絡調整事務

＜行事＞・こうちミュージアムネットワーク主催

｢リョーマの休日キャンペーン｣連携企画『廃藩置県150年』開催（４～12月）

（６）施設の貸与

ア 学術・芸術及び文化活動を対象とした貸会場（61件 1,486人）

（７）地域の課題解決支援事業

ア 地域資料の保存推進および教育活用への協力※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

（８）学術研究および文化学術振興活動への助成（通称：山内基金）

〔研究部門〕高知県の歴史や文化に関する学術研究を行う団体・個人への助成

・上野智子

「対訳 妻・姉妹あての手紙から読み解く武市瑞山のことば」の出版

・本山町教育委員会

「崩壊の恐れのある文化財保護事業における旧山下家門に対する三次元測量業務」

・土佐清水ジオパーク推進協議会

「名勝・見残し海岸に分布する巨岩群の形成過程-土佐清水市における自然災害史の高精

度化にむけて-」

〔地域部門〕高知県内の地域を対象に学術研究又は文化的活動・教育的活動を行う団体・個人への助成

・王希奇「一九四六」高知展実行委員会

「王希奇「一九四六」高知展」

・龍馬研究会

「中岡慎太郎を辿る「向学の道」山歩きと慎太郎館訪問」

「五台山であそぼう～龍馬も歩いた（？！）遍路道を歩こう」

（９）国史跡 土佐藩主山内家墓所の管理（国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金、

高知県土佐藩主山内家墓所管理費等補助金）

ア 土佐藩主山内家墓所の管理

イ 土佐藩主山内家墓所の整備

・保存整備工事（石垣修理のための作業道設置と家屋・外構解体撤去）

・墓標等の修理及び劣化調査

・支障木伐採等

・土佐藩主山内家墓所整備活用委員会の開催

（10）国分寺古文書調査（外部補助金「（県教委）ふるさとの文化遺産保存推進対策事業」）

国分寺所蔵古文書の目録編成基礎方針の確認

資料翻刻(88点)



事業報告の附属明細書について 

 

令和３年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第

３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在し

ないので作成しない。 
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