
令和３年度文化財多言語解説整備事業（一次募集）　採択事業

No.
都道
府県

事業の名称 申請者 種別 事業の内容 主な対象文化財
交付額
（円）

1 宮城
先端技術を活用した東照宮(仙台)及び
青葉神社の多言語解説整備事業

仙台寺社仏閣多言語化事業
実行委員会

協議会

案内板のQRコードやSNS等から誘
導するVRコンテンツ上の音声ナレー
ションの作成。それに伴う、案内板
の作成、SNSの発信。

重要文化財(建造物)：東照宮
登録有形文化財(建造物)：青葉神社本殿ほか 29,375,000

2 宮城
先端技術を活用した一條旅館の文化
財多言語解説整備事業

一條旅館海外発信事業実行
委員会

協議会

案内板のQRコードやSNS等から誘
導するVRコンテンツ上の音声ナレー
ションの作成。それに伴う、案内板
の作成、SNSの発信。

登録有形文化財(建造物)：一條旅舘木造本館、一條旅
舘湯向棟、一條旅舘土蔵 29,375,000

3 福島 かざして社寺の魅力を多言語で解説 社寺観光地域連携協議会 協議会
案内版のQRコードやRFIDタグから
誘導する翻訳情報の作成。

史跡：慧日寺跡
重要文化財(建造物) ：延命寺地蔵堂ほか
重要文化財(美術品)：白銅三鈷杵ほか
日本遺産：慧日寺薬師堂ほか
重要伝統的建造物群保存地区：下郷町大内宿

26,117,000

4 栃木
令和3年度日光山輪王寺文化財多言
語解説整備事業

日光山輪王寺 所有者
案内板のQRコードから誘導するVR
コンテンツ上の音声ナレーションの
作成。

重要文化財(建造物)：日光山輪王寺
重要文化財(美術品)：木造千手観音立像〈／（立木観音
堂安置）〉
名勝：おくのほそ道の風景地（ガンマンガ淵）

15,230,000

5 神奈川 運慶meets鎌倉BUSHIDO2 鎌倉武士文化財活用協議会 協議会

案内板やパンフレットのQRコードか
ら誘導するWebサイトの作成、案内
板やパンフレットARマーカーから起
動するARコンテンツの作成。QRコー
ド、ARマーカーのための案内板、パ
ンフレットの作成。

重要文化財(美術品)：木造阿弥陀如来及両脇侍像＜運
慶作／＞ほか 19,201,000

6 神奈川 北条meets鎌倉BUSHIDO
一般社団法人BUSHIDO文
化協会

社団法人

案内板やパンフレットのQRコードか
ら誘導するWebサイトの作成、案内
板やパンフレットARマーカーから起
動するARコンテンツの作成。QRコー
ド、ARマーカーのための案内板、パ
ンフレットの作成。

重要文化財(建造物)：極楽寺忍性塔
重要文化財(美術品)：木造薬師如来及〈日光菩薩／月
光菩薩〉坐像ほか
史跡 ：和賀江嶋

29,383,000

7 富山
吉久重要伝統的建造物群保存地区ま
ち歩きマップ制作

高岡市日本遺産推進協議会 協議会

案内板やパンフレットのQRコードか
ら誘導するWebサイトの作成、案内
板やパンフレットARマーカーから起
動するARコンテンツの作成。QRコー
ド、ARマーカーのための案内板、パ
ンフレットの作成。

重要伝統的建造物群保存地区：高岡市吉久 1,413,000

8 石川
旧城下町区域文化財等標示板多言語
化事業

金沢市 自治体
案内板やパンフレットのQRコードか
ら誘導するWebコンテンツの作成。

重要文化財(建造物)：尾崎神社ほか
登録有形文化財(建造物)：尾山神社東神門ほか
重要文化的景観：金沢の文化的景観　城下町の伝統と
文化

1,936,000

9 静岡
広域観光連携伊東多言語解説整備事
業

伊東市文化財多言語情報発
信事業実行委員会

協議会
QRコードやSNS等から誘導する動画
コンテンツの作成。

登録有形文化財(建造物)：川奈ホテル本館、川奈ホテ
ル田舎家、旅館いな葉 29,375,000

10 静岡
重要文化財　松城家住宅解説動画作
成事業

沼津市 自治体
現地での放映、及び、youtubeに公
開する映像の作成。

重要文化財(建造物)：松城家住宅 835,000

11 滋賀
総本山園城寺文化財多言語解説整備
事業

宗教法人園城寺 所有者
案内板等のQRコードから誘導する
VRコンテンツ、音声、静止画などの
作成。

国宝(建造物)：園城寺金堂ほか
重要文化財(建造物)：園城寺大門ほか
重要文化財(美術品) ：木造如意輪観音坐像ほか
名勝 ：善法院庭園ほか

29,860,000

12 京都 高山寺多言語解説整備事業 栂尾山 高山寺 所有者
案内板等のQRコードから誘導する
VRコンテンツ、音声、静止画などの
作成。

国宝(建造物)：高山寺石水院（五所堂）
国宝(美術品)：紙本著色明恵上人像ほか
重要文化財(美術品)：木造善妙神立像ほか

20,380,000

13 京都 八幡市文化観光解説一帯整備事業 京都府八幡市 自治体
案内板等のQRコードから誘導する
Webコンテンツの作成。

国宝(建造物)：石清水八幡宮本社
重要文化財(建造物)：石清水八幡宮ほか
重要文化財(美術品)：木造阿弥陀如来坐像ほか
史跡：石清水八幡宮境内（石清水井・八角堂移築地）
名勝：松花堂及び書院庭園

6,029,000

14 京都 森の寺　海外発信プロジェクト
森の寺　海外発信　実行委
員会

協議会
パンフレット等のQRコードから誘導
するWebコンテンツの音声ナレーショ
ンの作成。

国宝(美術品) 1：絹本著色普賢延命像
重要文化財(建造物)：金剛院塔婆（三重塔）
重要文化財(美術品)：木造阿弥陀如来坐像ほか
重要無形民俗文化財：松尾寺の仏舞

28,890,000

15 京都
世界遺産仁和寺　文化財デジタルコン
テンツ多言語整備事業

宗教法人　仁和寺 所有者
パンフレットや書籍等から誘導する
Webコンテンツ翻訳テキストの作成。

国宝(美術品)：御室相承記ほか
重要文化財(美術品)：絹本著色薬師十二神将像ほか
重要文化財(建造物)：観音堂

28,042,000

16 大阪
西日本広域観光連携南海電鉄多言語
解説整備事業

西日本広域観光連携文化財
活用南海電鉄駅舎推進協議
会

協議会
案内板のQRコードやSNS等から誘
導するWebコンテンツの作成。

登録有形文化財（建造物）：南海ビル、南海電気鉄道南
海本線諏訪ノ森駅西駅舎、南海電気鉄道南海本線浜
寺公園駅駅舎

29,373,000

17 大阪
西日本広域観光連携大阪岬町多言語
解説整備事業

西日本広域観光連携文化財
活用岬町推進協議会

協議会
案内板のQRコードやSNS等から誘
導するWebコンテンツの作成、SNS
の発信。

重要文化財(建造物)： 船守神社本殿
重要文化財(美術品)： 木造大日如来坐像ほか
史跡：西陵古墳第一、第二古墳

29,373,000

18 兵庫
丹波篠山観光多言語解説環境推進事
業

西日本広域観光連携文化財
活用丹波篠山推進協議会

協議会
案内板のQRコードから誘導する動
画コンテンツ上の音声ナレーション
の作成。

登録有形文化財（建造物）：鳳鳴酒造釜場及び洗米場
ほか
日本遺産：河原町妻入商家群

29,375,000

19 兵庫
竹田城と城下町の文化財VR化整備事
業

電鉄商事株式会社 民間企業
案内板のQRコード等から誘導する
VRコンテンツ上の音声ナレーション
作成。

史跡：竹田城跡
登録有形文化財(建造物)：旧木村酒造場店舗兼主屋、
旧木村酒造場貯蔵所

26,400,000

20 兵庫 世界遺産「姫路城」のVR化整備事業 株式会社ベイエリア 民間企業
パンフレットのQRコード等から誘導
するVRコンテンツ上の音声ナレー
ション作成。

国宝(建造物)：姫路城大天守、姫路城西小天守、姫路
城東小天守、姫路城乾小天守 26,400,000

21 兵庫 書寫山圓教寺多言語解説整備事業 姫路市 自治体
案内板等のQRコードから誘導する
Webコンテンツの作成。

重要文化財(建造物)：円教寺大講堂ほか
日本遺産：圓教寺摩尼殿 1,142,000

22 兵庫 丹波市酒蔵文化魅力発信事業 合名会社　西山 民間企業

サイネージや貸し出しタブレットから
閲覧する専用WEBサイト上の映像、
および、解説文の作成。
28言語の多言語QRに対応した解説
文の作成。

登録有形文化財(建造物)：西山酒造場店舗兼主屋、西
山酒造場離れ、西山酒造場堀塀 29,321,000

23 兵庫
神戸市兵庫区の近代化遺産VR化整備
事業

特定非営利活動法人 J-
heritage

NPO法人
案内板やパンフレットのQRコード等
から誘導するVRコンテンツ上の音声
ナレーション作成。

登録有形文化財(建造物)：旧岡方倶楽部（小物屋会
館）、神戸市水道局烏原立ケ畑堰堤（烏原ダム）、湊川
隧道

30,000,000
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24 奈良 新薬師寺多言語解説環境推進事業
西日本広域観光連携文化財
活用奈良推進協議会

協議会

案内板やパンフレットのQRコードか
ら誘導するWebコンテンツの作成、
及び、それに伴う案内板の作成、
SNSの発信。

国宝(建造物)：新薬師寺本堂、
国宝（美術品）：木造薬師如来坐像（本堂安置）、塑造
十二神将立像〈（宮毘羅大将像を除く）／（所在本堂）〉

29,375,000

25 和歌山
那智勝浦町文化財多言語解説整備事
業

那智勝浦町 自治体
既存の多言語解説Webコンテンツへ
誘導するQRコード、および、案内板
の作成。

重要文化財（建造物）：熊野那智大社、那智山青岸渡
寺本堂
史跡：熊野三山、熊野参詣道 中辺路
名勝：那智大滝

1,776,000

26 和歌山
先進技術を用いた高野山清浄心院と
普門院の文化財鑑賞のための多言語
解説整備事業

株式会社エヌ・クリエイション 民間企業
サイネージのQRコード等から誘導す
るVRコンテンツの作成。

国宝(美術品)：絹本著色勤操僧正像
重要文化財(建造物)：上杉謙信霊屋
重要文化財(美術品)：木造阿弥陀如来立像 17,450,000

27 島根 石見銀山多言語解説整備事業 大田市 自治体

案内板のQRコードから誘導するWeb
コンテンツの作成、案内板のARマー
カーから起動するARコンテンツの作
成。貸し出し用VR器具で閲覧する
VRコンテンツの作成。

重要文化財(建造物)：熊谷家住宅（島根県大田市）
史跡：石見銀山遺跡
重要伝統的建造物群保存地区：大田市大森銀山、大田
市温泉津

14,700,000

28 島根
令和3年度益田市文化財多言語解説
整備事業

一般社団法人益田市観光協
会

社団法人
パンフレットのQRコードから誘導す
るアニメーション付きデジタル書籍の
作成。

史跡：七尾城跡、益田氏城館跡、中須東原遺跡 18,181,000

29 岡山
閑谷神社・旧閑谷学校・資料館多言語
解説コンテンツ整備事業

一般社団法人 備前観光協
会

社団法人

案内板のQRコードから誘導するWeb
コンテンツ上の音声ナレーションの
作成。サイネージで閲覧するコンテ
ンス上の音声ナレーションの作成。

重要文化財(建造物)：閑谷神社(旧閑谷学校芳烈祠)、
旧閑谷学校 小斎 習芸斎及び飲室 文庫 公門
登録有形文化財(建造物)：閑谷学校資料館

29,667,000

30 広島
広域観光連携福山城多言語解説整備
事業

西日本広域観光連携文化財
活用福山城推進協議会

協議会

案内板やパンフレットのQRコードや
SNSから誘導するWebコンテンツの
作成、および、それに伴うSNSの発
信。

重要文化財（建造物）：福山城伏見櫓、福山城筋鉄御
門
史跡：福山城跡
登録有形文化財(建造物)：福山市福寿会館本館

29,375,000

31 高知
先端文化財資源開発技術を用いた竹
林寺多言語整備事業

宗教法人　竹林寺 所有者
パンフレットやサイネージから誘導す
る拡張E3Dマップ、VRコンテンツ、動
画の作成。

重要文化財(建造物)：竹林寺本堂、竹林寺書院
重要文化財(美術品)：木造文殊菩薩及侍者像 30,000,000

32 高知
四国最南端日本遺産金剛福寺多言語
整備事業

宗教法人金剛福寺 所有者
パンフレットやサイネージから誘導す
る拡張E3Dマップ、VRコンテンツ、動
画の作成。

日本遺産：金剛福寺 30,000,000

33 福岡
日本遺産『古代日本の「西の都」』解説
基盤整備事業

福岡県 自治体
パンフレット等のQRコードから誘導
する多言語解説分の作成。

国宝（美術品）：梵鐘
特別史跡：大宰府跡ほか
史跡：観世音寺境内及び子院跡　附老司瓦窯跡ほか
日本遺産：太宰府天満宮ほか

8,908,000

34 佐賀
広域観光連携武雄多言語解説整備事
業

西日本広域観光連携文化財
活用武雄推進協議会

協議会
案内板のQRコードやSNSから誘導
する動画コンテンツの作成、および、
それに伴うSNSの発信。

重要文化財(建造物)：武雄温泉新館及び楼門
重要文化財(美術品)：武雄鍋島家洋学関係資料
天然記念物：川古のクス
登録記念物：旧武雄邑主鍋島氏別邸庭園（御船山楽
園）

29,375,000

35 佐賀
広域観光連携鹿島多言語解説整備事
業

西日本広域観光連携文化財
活用鹿島推進協議会

協議会
案内板のQRコードやSNSから誘導
する動画コンテンツの作成、および、
それに伴うSNSの発信。

重要伝統的建造物群保存地区： 鹿島市浜中町八本木
宿
登録有形文化財(建造物)：富久千代酒造一号蔵、矢野
酒造主屋

29,375,000

36 熊本
熊本の近代化遺産多言語VRコンテン
ツ制作事業

太陽企画株式会社 民間企業
パンフレットや案内板のQRコードか
ら誘導するVRコンテンツ上の音声ナ
レーションの作成。

重要文化財(建造物)：三井石炭鉱業株式会社三池炭鉱
旧万田坑施設、三角旧港（三角西港）施設
重要文化的景観：三角浦の文化的景観
登録有形文化財(建造物)：旧三角海運倉庫（三角築港
記念館）

29,040,000

37 沖縄 津嘉山酒造文化多言語解説整備事業 沖縄県酒造組合 組合
パンフレットのQRコードやSNSから
誘導する動画コンテンツ上の音声ナ
レーションの作成。

重要文化財(建造物)：津嘉山酒造所施設
国登録記念物：津嘉山酒造所庭園 26,378,000

38 沖縄 おきなわワールド多言語解説推進事業
おきなわワールド多言語観
光推進協議会

協議会
パンフレットのQRコードやSNSから
誘導する動画コンテンツ上の音声ナ
レーションの作成。

重要文化財(建造物)：上江洲家住宅(沖縄県島尻郡具
志川村)　主屋
登録有形文化財(建造物)：おきなわワールド旧伊礼家
住宅主屋ほか

29,375,000

39 沖縄
広域観光連携琉球村多言語解説整備
事業

琉球村多言語観光推進協議
会

協議会
パンフレットのQRコードやSNSから
誘導するVRコンテンツ上の音声ナ
レーションの作成。

登録有形文化財(建造物)：琉球村旧大城家住宅主屋ほ
か 29,375,000

40 沖縄
石垣島八重山文化多言語解説整備事
業

石垣島文化財多言語整備協
議会

協議会
パンフレットのQRコードやSNSから
誘導する動画コンテンツ上の音声ナ
レーションの作成。

登録有形文化財(建造物)：石垣やいま村旧大浜家住宅
主屋石垣、やいま村旧喜舎場家住宅主屋、八重山民俗
園旧牧志家住宅主屋、八重山民俗園旧森田家住宅主
屋

29,375,000


