
令和２年（２０２０年）１２月２４日  

報道資料 

「熊本県文化財保存活用大綱（素案）」 

の県政パブリック・コメント手続きを実施します 

 この度、「熊本県文化財保存活用大綱」の素案について、県民の皆様から広くご意見を頂

くため、県政パブリック・コメント手続きを実施します。 

 この大綱は、熊本県における文化財の保存・活用の基本的な方向性を明確化し、各種の

取り組みを進める上での共通基盤とするために策定するものです。昨年度から熊本県文化

財保存活用大綱検討委員会及び県内市町村との意見交換会等を経て検討を重ねてきました。 

 素案では、文化財の保存・活用の取り組みについて、文化財を「まもる」「活かす」「伝

える」、人・組織を「育てる」という４つの要素で整理するとともに、県内市町村への支援

の方針や防災及び災害発生時の対応等について示しています。 

記 

１ 意見募集の対象 

  「熊本県文化財保存活用大綱」素案 

   ※プランの概要は別紙１ 

 

２ ご意見の募集期間 

  令和２年（２０２０年）１２月２８日（月）から 

令和３年（２０２１年）１月２６日（火）まで３０日間 

 

３ 素案の掲載（閲覧）場所 

（1）熊本県ホームページ （https://www.pref.kumamoto.jp） 

  ※「熊本県ホームページ」内「県の紹介・県政」の「パブリックコメント・アンケー 

ト」の「パブリックコメント」に掲載 

（2）熊本県教育庁教育総務局文化課（行政棟新館６階） 

（3）熊本県庁情報プラザ（行政棟本館 1階） 

（4）くまもと県民交流館パレア（テトリア熊本 9階） 

（5）各広域本部・地域振興局総務（振興）課（県内 10カ所） 

（6）熊本県立美術館（本館） 

（7）熊本県立図書館（3階） 

（8）公立大学法人熊本県立大学（本部棟） 

 

４ ご意見の提出方法 

  電子メール、ファックス、郵送 

  ※ご意見募集方法の詳細は別紙２ 

お問合せ先
〒862-8609　熊本市中央区水前寺6-18-1
熊本県教育庁教育総務局文化課
担当：川路、能登原
内線：６７６８　直通：０９９－３３３－２７０７



熊本県文化財保存活用大綱（素案）の概要

第１章 大綱の位置付け等 第４章 文化財の保存・活用を図るために講ずる措置

第５章 県内の市町村への支援の方針

第３章 文化財の保存・活用に関する基本的な方針

第７章 文化財の保存・活用
の推進体制

第２章 大綱策定の背景と熊本県における文化財保護行政の現状

県が自ら取り組むこと

県から市町村への支援

・専門職員の不足
・文化財行政予算が厳しい
・文化財への関心低下や保護意識の希薄化等
の新たな課題への対応

・文化財を保管する施設の不足
・(市町村)専門職員の技術向上の機会が少ない
・(市町村)文化財の観光面活用への戸惑い

少子高齢化
人口減少

熊本地震
豪雨災害

文化財

２ 大綱の対象期間

10年間

文化財保護法改正（H30.6）

「都道府県の教育委員会は、当該
都道府県の区域における文化財の
保存及び活用に関する総合的な施
策の大綱を定めることができる」
（法第183条の2）

熊本県における文化財の保存・活用の基本
的な方向性を明確化し、各種の取り組みを
進めるうえでの共通の基盤とするため「熊
本県文化財保存活用大綱」を策定する

大綱策定の目的

策定における視点
・人口減少社会への備え
・文化財保護に係る危機感の共有
・災害への対応
・文化財の保存と活用のバランス
・保存・活用に係る人材育成
・県と市町村の役割分担と連携のあり方

〇文化財を「まもる」意識の醸成
・地域住民や子どもたちが文化財は地域の誇りであり
それを守りたいという意識醸成の取り組みを推進

〇指定等による保護措置の推進
〇文化財に関する悉皆調査の実施
・文化財悉皆調査の実施 ・データベース化

〇三次元計測等による文化財情報の記録作成
〇災害等への備え・防災マニュアル活用・協力体制構築
〇無形民俗文化財の保存・継承に関する取り組み
〇文化財保存のために必要な施設の設置
〇未指定文化財の保存の取り組み

〇学校教育・社会教育と連携した文化財の活用
・子どもたちや地域住民を対象にした活用の推進

〇文化財で地域の活力を生み出す取り組み
・地域の活力を生み出す文化財の活用に係る知識と
情報を蓄積し市町村へ伝達

〇文化財活用事例の収集と情報提供
〇活用における広域連携の推進
〇観光・まちづくり等における他部局等との連携強化
〇３D、AR、VR等のデジタル技術の活用の推進

〈文化財への関心のすそ野を広げる取り組み〉
〇文化財に触れ、知る機会の創出
・展示、公開 ・講座、シンポジウム等開催

〇文化財の情報発信の推進
・ホームページやSNS等による情報発信 ・多言語化

〈文化財を次世代に伝える取り組み〉
〇子どもたちや地域住民に文化財価値を伝える取り組み
・学校教育との連携 ・地域での学びの推進

〇文化財所有者に対する保護意識醸成の取り組み
・文化財価値の理解促進 ・所有文化財の公開推進

〇文化財各分野の専門性の強化及び組織体制の充実
・バランスの取れた文化財専門職員の配置
・組織体制の充実

〇文化財専門職員としてのスキルアップ
・研修受講等による専門能力のスキルアップ

〇庁内関係部局との連携推進
・観光、まちづくり部局等との連携推進

〇次世代の文化財保護を担う人材の育成
・共同事業等を通じた大学生等の若い人材の育成推進

基本的な方針

１ 大綱策定の経緯と目的等

１ 社会的背景 ２ 文化財保護行政の現状

市町村への支援

・文化財を「まもる」意識醸成のための出前授業や体験
学習、講座等のノウハウの伝達

・文化財の指定等に向けた調査への助言及び国指定等に
向けた文化庁との調整

・三次元計測や古墳カルテ等による文化財情報の記録作
成方法の伝達

・市町村が実施する文化財修理・調査等事業に対する技
術的な助言

・文化財保存活用地域計画等の計画策定支援

・文化財の展示公開、発掘調査現場の現地公開、文化財
３Dデータ等の公開に関するノウハウの伝達

・ホームページやSNSを用いた県内の文化財に関する情
報の効果的な発信

・出前授業や各種講座等、子どもたちや地域住民等に文
化財の価値を伝え、文化財を次世代に伝える取り組み
のノウハウの伝達

・文化財保護に関する市町村職員向け研修の充実及び意
見交換会の実施

・文化財専門職員未配置の市町村において文化財保護業
務に支障が生じる場合、専門職員配置の検討を前提に
一時的に県が支援

・文化財保護の取り組みに向けた広域連携推進（保存・
活用面及び組織面）への支援

地域全体で文化財を守る意識を高め、確実に保存し、
次世代につなぐ

文化財に触れ、知る機会を作りだし、文化財への関心
を高め、その価値を伝える

文化財の価値を引き出し、文化財を活用して豊かな心
を育み、地域の活力を生み出す取り組みを進め、次世
代につなぐという意識を高める

文化財を守り、活かし、伝えるための人材確保と能力
向上を推進する

文化財を

まもる

文化財を

活かす

文化財を

伝える

人・組織を

育てる

文化財を

まもる

文化財を

伝える

人・組織を

育てる

・研修等を通して文化財活用及び全国の活用事例等を市
町村に伝達

・子どもたち向けの文化財活用事例の情報提供
・文化財活用事例集及び各種助成等の支援メニュー一覧
の作成

・地域の活力を生み出す文化財の活用に関する研修、
ワークショップ、講演会の機会提供

文化財を

活かす

文化財が地域をつなぎ、文化財を通して世代、地域、国を超えて
人々をつないでいくことで、人々が文化財の大切さを共有すると
ともに、地域の活力を生み出し地域全体で守る意識を高め、文化
財を次世代につないでいく。

第６章 防災及び災害発生時の対応

外国人観光客等の
増加

文化財への期待
（観光・地域活性化）

平時における災害への備え
・文化財の所在及び所有者の把
握 ・記録作成 ・災害リスクの
把握と周知 ・防災対策促進

平成28年熊本地震及び令和2年7月豪雨の経験に基づいた対応を実施

災害発生時の対応
・情報収集と関係機関への報
告 ・緊急的な保護対策 ・被災
文化財の救出 ・職員派遣

復旧期の対応
・災害復旧方法の検討 ・補助
金の活用等 ・埋蔵文化財発掘
調査支援・情報発信

文化財を「まもり」、「活かし」、
「伝え」、人・組織を「育てる」た
めに様々な組織が連携し、文化財の
保存・活用の取り組みを進める。

（別紙１）



【別紙２】 

「熊本県文化財保存活用大綱（素案）」に関するご意見の募集について 

 

令和２年（２０２０年）１２月２４日  

熊本県教育庁教育総務局文化課  

 

県では、文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）第 183条の 2の規定に基づき「熊本県

文化財保存活用大綱（素案）」を作成しましたので、広く県民の皆様からご意見をいただく

ため、下記によりパブリック・コメントを実施します。 

記 

１ ご意見募集の対象 

 「熊本県文化財保存活用大綱（素案）」 

  

２ ご意見募集の期間 

  令和２年（２０２０年）１２月２８日（月）から 

令和３年（２０２１年）１月２６日（火）までの３０日間【必着】 

  

３ 素案の掲載（閲覧）場所 

（１）熊本県ホームページ （https://www.pref.kumamoto.jp） 

  ※「熊本県ホームページ」内「県の紹介・県政」の「パブリックコメント・アンケート」の 

「パブリックコメント」に掲載。 

（２）熊本県教育庁教育総務局文化課（行政棟新館６階） 

（３）熊本県庁情報プラザ（行政棟本館１階） 

（４）くまもと県民交流館パレア（テトリア熊本９階） 

（５）各広域本部・地域振興局総務（振興）課（県内１０カ所） 

（６）熊本県立美術館（本館） 

（７）熊本県立図書館（３階） 

（８）公立大学法人熊本県立大学（本部棟） 

 ＊閲覧に際しては、事前に各閲覧場所に開館状況等をお問い合わせください。 

   

４ ご意見の提出方法 

  ご意見については、住所、氏名（団体としてのご意見であれば団体名）及び電話番号 

等をお書き添えいただき、以下の方法でお送りください。 

  ※様式は問いません。 

  ※電話や口頭によるご意見の提出は受付けいたしませんので、ご了承ください。 

提出方法 宛先

電子メール 所属メールアドレス　：　bunka@pref.kumamoto.lg.jp
ファックス FAX番号　：　096-384-7220　熊本県教育庁教育総務局文化課　行

郵送
〒862-8609（郵便番号を記載されるだけで県庁に届きます。）
　熊本県教育庁教育総務局文化課　行

 



 

５ ご意見の取扱い 

（１）ご意見への個別の回答はいたしません。 

（２）類似するご意見をとりまとめ、後日、県の考え方を県ホームページ等で公表いたし 

ます（https://www.pref.kumamoto.jp）。その際、住所、氏名、電話番号等の個人情

報を除き、ご意見の内容が公開されます。 

（３）単に賛否を示したご意見や趣旨が不明瞭なもの、素案に関係のないご意見等につい 

ては、県の考え方をお示しすることはいたしません。 

（４）ご提出いただいた書類の返却はいたしません。 

  

６ その他 

（１）ご意見には、日本語を使用してください。 

（２）ご意見用紙の大きさや枚数は問いませんが、ご意見が長文になる場合や添付文書が 

多い場合は、お手数ですが、併せてその要旨を添付していただき、郵送によりお送

りください。 

 

 

連絡先

〒862-8609　熊本市中央区水前寺6-18-1

熊本県教育庁教育総務局文化課

TEL：096-333-2707　FAX：096-384-7220

E-mail:bunka@pref.kumamoto.lg.jp


