令和３年度
１

上淀白鳳の丘展示館事業報告書

管理業務の実施状況

１

施設管理の充実
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、非接触式体温計による検温や手指消毒液を館
内数か所に設置し感染対策を強化するとともに、受付・ロビーの椅子・机・トイレなど来
館者の接触頻度の高い場所の消毒回数を増やすなどして、安心安全な環境の確保に努めた。

２

利用者サービスの向上
(1) 新規指定管理者として４月にホームページを開設。施設紹介や事業情報を発信するとと
もにＳＮＳ（Twitter）の運用も開始し、旬の情報発信に努めた。
(2) 国史跡上淀廃寺より彩色仏教壁画が発見され 30 年を迎え、企画展「上淀廃寺」や巡回展
「写真でふりかえる上淀廃寺の 30 年」、講演会「上淀廃寺について」などを開催し、上淀廃
寺について改めて周知・紹介する機会とした。
(3) 国史跡上淀廃寺より彩色仏教壁画が発見されて 30 年を迎えたことを記念し、伯耆古代
の丘彼岸花まつり実行委員会と連携して、従来の「彼岸花まつり」の内容を拡充し「伯耆
古代の丘彼岸花まつり」として開催した。期間中は来場者へ「散華」をプレゼントしたり、
ハスランタンキットやまつりにあわせて作成した御朱印「上淀廃寺」を活用し、展示館や
重要文化財「石馬」を周遊する仕掛けをつくり、展示館の利用促進や史跡への興味関心を
高める取組とした。
(4) 鳥取県立むきばんだ史跡公園と連携して体験事業を行い、上淀地域周辺の史跡の情報発
信に努めた。
(5) 当財団が管理する他施設と連携を図り、新たな事業の取組に専門職員の知識や人的協力
を得て、歴史に興味の薄いジュニア層やヤング層への情報発信に努めた。また、米子市淀
江文化センター・伯耆古代の丘公園・上淀白鳳の丘展示館の淀江３施設が連携をとりなが
ら上淀地域の史跡を整備・管理して、随時情報発信する体制を強化した。

２ 事業の実施状況
事

業

名

開催・
実施期間

利用者・
入場者(人)

内

容

鑑賞事業
常設展
古代の淀江の変遷を紹介する展示
国史跡上淀廃寺跡より出土の塑像や彩色
壁画の展示
企画展「よどえの古墳」

企画展
国史跡上淀廃寺跡彩色仏教壁画発見30周
年記念事業
「上淀廃寺」
巡回展
国史跡上淀廃寺跡彩色仏教壁画発見30周
年記念事業
「写真でふりかえる上淀廃寺の30年」

通年

4/24(土)
～6/28(月)

古代の淀江地域の成り立ちや時代の変遷を

2,524 遺跡や遺物をとおして紹介した。

淀江町の古墳の発掘調査の歴史と「よどえ

448 の古墳」を時代を追って紹介した。
（とっとり県民カレッジ連携講座）

上淀廃寺で彩色仏教壁画が発見されて30年

9/19(日)
～11/29(月)

[1,313] を記念して、常設以外の壁画を紹介した。

9/19(日)
～11/29(月)

[1,313] 時の様子やこれまでに至る経緯を写真やパ

（とっとり県民カレッジ連携講座）

上淀廃寺から彩色仏教壁画が発見された当
ネルでわかりやすく紹介した。

（共催：米子市）
企画展
令和3年度伯耆古代の丘彼岸花まつり連携
事業・米子市淀江文化センター連携事業
「第2回彼岸花の里俳句・フォト俳句
コンテスト作品展」

12/12(日)
～2/7(月)

展示館周辺の情報発信の一助として、季題

108 「上淀の秋」の俳句、フォト俳句を募集。
応募作品を展示した。

（主催：伯耆古代の丘彼岸花まつり実行委員会）

巡回展
令和3年度伯耆古代の丘彼岸花まつり連携
事業・米子市淀江文化センター連携事業
「第2回彼岸花の里俳句・フォト俳句コン
テスト作品展」

2/10(木)
～2/20(日）
3/15(火）
～3/31(木)

（主催：伯耆古代の丘彼岸花まつり実行委員会）

展示館周辺の情報発信の一助として、俳
句、フォト俳句応募作品を市内の文化施設
で観覧していただける機会を提供した。
会場：米子市立図書館・米子市淀江文化セ
ンター

教育普及事業
夏休み体験学習
復元された仏像の前で法話を聴いてハス
の咲く池で瞑想を！

復元金堂前で住職による法話を聞き、古代

7/3(土)

[10] の丘公園のハスを愛でながら座禅を組む体
験をおこなった。

（共催：米子市伯耆古代の丘公園）

夏休み体験学習
祖父母から孫に伝えたい工作
麦わらの虫かご

8/1(日)

（共催：米子市伯耆古代の丘公園）

夏休み体験学習
伯耆古代の丘公園で夏の星空を楽しも
う！
（共催：米子市伯耆古代の丘公園）

8/8(日・祝)

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため
中止
- 開催を中止したが工作キットを販売。家庭
で物づくりの楽しさを体験してもらうよう
工夫した。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため

- 中止

事

業

名

開催・
実施期間

利用者・
入場者(人)

内

容

教育普及事業
企画展「上淀廃寺」関連事業
ハス紙を使ったハスランタン作り
ワークショップ

9/25(土)
9/26(日)

[16] 験する機会を提供した。

企画展「上淀廃寺」関連事業
館内解説

9/25(土)
9/26(日)

[20] る解説をおこなった。

出前講座 学校・公民館
淀江小学校3年生出前授業
「私たちのくらしている淀江について」

10/4(月)

米子市文化財団連携事業
米子市文化財団カルチャー・フェスティ
バル2021
「木の実を使ったリース作り」

11/6(土)

壁画の発見当時調査に携わった調査員によ

学芸員が淀江小学校に出かけ、淀江の古代

88 の歴史をわかりやすく説明した。

当財団が管理・受託している各施設が特色

[2,568] のあるワークショップを実施した。

41 会場:米子市立図書館及び米子市美術館前エ

(米子市淀江文化センター・米子市伯耆古代の
丘公園と合同）

ントランス広場

「施設紹介展示＆クイズラリー」

11/2(火）
～7(日）

出前講座 学校・公民館
宇田川公民館歴史講座
「宇田川地区の歴史
－上淀廃寺を知ろう！－」

11/11(木)

令和3年度地域文化総合活用推進事業
（地域文化遺産・世界文化遺産）
講演会
学ぶ・楽しむ 淀江・大山の歴史遺産講座
国史跡上淀廃寺跡彩色仏教壁画発見30周
年記念
「上淀廃寺について」

ハス紙で作るハスの形のランタン作りを体

創作・交流広場

会場:米子市立図書館2階市民ギャラリー

［366]
学芸員が公民館に出かけ、上淀廃寺につい

14 て講話し、地域の歴史を学ぶ機会を提供し
た。

11/14(日)
11/21(日)

国史跡上淀廃寺跡彩色仏教壁画発見30周年
記念関連事業。
64 発掘調査から30年を振り返ると共に、律令
国家と古代の地域社会という視点で上淀廃
寺について学ぶ機会を提供した。

(主催：とっとりの文化遺産魅力発掘プロジェク
ト実行委員会・米子市・米子市教育委員会）
館内・周辺史跡ガイド

通年

展示館施設内及び周辺史跡について解説し

1,324 た。

連携事業
彼岸花の里づくりプロジェクト連携事業
第１回彼岸花の里づくりプロジェクト実
行委員会の開催
第2回彼岸花の里づくりプロジェクト実行
委員会の開催
彼岸花の里づくりプロジェクト実行委員
会幹事会の開催

4/9(金）
7/16(金）

彼岸花の里づくりプロジェクト実行委員会

32 の運営に協力。

2/25(金)

（主催：彼岸花の里づくりプロジェクト実行委員会）

伯耆古代の丘公園連携事業
国史跡 上淀廃寺跡彩色仏教壁画発見30周
年記念
淀江歴史ウオーク＆キーワードラリー
（共催：新日本海新聞社西部本社）

ウォーク
120 古代の丘公園を発着地として、上淀地域・
4/25(日）

むきばんだ史跡公園周辺に点在する遺跡の

ラリー 解説を聞きながらウォークを楽しんだ。
60

事

業

名

開催・
実施期間

利用者・
入場者(人)

内

容

連携事業
米子市淀江文化センター連携事業・
とっとり県民カレッジ連携講座
学ぶ!知る！歩く‼歴史講座＆ウォーク
古墳時代の西伯耆と淀江
～古代よどえ王の実像を探る～

企画展「よどえの古墳」の関連事業。古墳

6/12(土）

54 時代に西伯耆や淀江に築かれた古墳の歴史
的背景について学ぶ機会を提供した。

（共催：米子市淀江文化センター）

彼岸花の里づくりプロジェクト連携事業
彼岸花の球根の植栽

上淀廃寺跡の活用と遺跡の環境保全を守る

6/13(日）

た。

(主催：彼岸花の里づくりプロジェクト実行委員
会）

伯耆古代の丘彼岸花まつり連携事業
伯耆古代の丘彼岸花まつり実行委員会幹
事会の開催
伯耆古代の丘彼岸花まつり実行委員会の
開催

32 活動の一環として、彼岸花の球根を植え

8/6(金）
9/3(金）

伯耆古代の丘彼岸花まつり実行委員会の運

23 営に協力。

（主催：伯耆古代の丘彼岸花まつり実行委員会）

伯耆古代の丘彼岸花まつり連携事業
とりぎん青い鳥基金助成金活用事業・
上淀廃寺彩色仏教壁画発見30周年記念
伯耆古代の丘彼岸花まつり

9/23(木・祝)
～9/26(日)

彩色仏教壁画が発見されて30年を記念し、
来場者に彼岸花の咲く上淀廃寺で当時を偲
3,000 びながら楽しんでいただく機会を提供し
た。

（主催：伯耆古代の丘彼岸花まつり実行委員会）

伯耆古代の丘彼岸花まつり関連事業
金堂跡ステージ
淀江さんこ節・米子がいな太鼓就将子供
連・古代筝の調べ

地元の郷土芸能・音楽団体・音楽家による

9/25(土)

[551] 音楽ステージを開催した。

9/25(土)

[300] 楽しんでいただく機会を提供した。

9/25(土)

[120] 使ったキーホルダー制作体験を提供した。

9/25(土)
9/26(日)

[94] 御朱朱印の販売を組み合わせた周遊体験を

9/25(土)
9/26(日)

[713] 説をを通して、上淀周辺の古代史を知って

（主催：伯耆古代の丘彼岸花まつり実行委員会）

伯耆古代の丘彼岸花まつり関連事業
淀江傘を使った塔跡のライトアップ

淀江傘でライトアップした夜の上淀廃寺を

（主催：伯耆古代の丘彼岸花まつり実行委員会）

伯耆古代の丘彼岸花まつり関連事業
むきばんだレザーキーホルダー作り

むきばんだ史跡公園の協力により、鹿皮を

（協力：鳥取県立むきばんだ史跡公園）

伯耆古代の丘彼岸花まつり関連事業
彩色仏教壁画発見30周年記念ラリー
（主催：伯耆古代の丘彼岸花まつり実行委員会）

伯耆古代の丘彼岸花まつり関連事業
重要文化財「石馬」の解説見学
（主催：伯耆古代の丘彼岸花まつり実行委員会）

散華やハスランタンキットのプレゼント、
提供した。

普段見る機会の少ない「石馬」の公開・解
いただく機会を提供した。

YONAGOサイクルカーニバルinYODOE
(主催：YONAGOサイクルカーニバルinYODOE実行
委員会）

9月

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため

- 中止

事

業

開催・
実施期間

名

利用者・
入場者(人)

内

容

連携事業
米子市歴史館３館連携事業
令和３年度地域文化総合活用推進事業
（地域文化遺産・世界文化遺産）
「第２回法勝寺電車廃線跡ウォーク」

10/2(土）

（主催：とっとりの文化遺産魅力発掘プロジェク
ト実行委員会、米子市、米子市教育委員会、
米子市立山陰歴史館、米子市埋蔵文化財センター
共催：南部町教育委員会）

米子市連携事業
美水の郷秋麗ウォーク

法勝寺電車廃線跡を辿り、鉄道遺産ならび

(119) に沿線の文化遺産を紹介した。

淀江町宇田川地域の観光スポットや史跡を

10/23(土)

21 巡る機会を提供した。

11/7(日)

32 会場：県立むきばんだ史跡公園

11/21(日)

17 た。

3/13(日)

24 た。

3/27(日)

24 た。

（主催：米子市）

鳥取県立むきばんだ史跡公園連携事業
むきばんだフェスタ
トリドリむきばんだ
「ハス紙を使ったハスランタンづくり」
（主催：鳥取県立むきばんだ史跡公園）

米子市連携事業
国史跡上淀廃寺跡彩色仏教壁画発見30周
年記念
ウォーキング

上淀地域周辺の史跡を巡る機会を提供し

（主催：米子市）

米子市淀江文化センター連携事業
学ぶ!知る！歩く‼歴史講座＆ウォーク
史跡めぐり
「サイノカミさんめぐりin淀江パートⅠ」

淀江地区のサイノカミを巡る機会を提供し

（共催：米子市淀江文化センター）

米子市淀江文化センター連携事業
史跡めぐり
「サイノカミさんめぐりin淀江パートⅡ」

淀江地区のサイノカミを巡る機会を提供し

（共催：米子市淀江文化センター）

資料整理事業
資料の調査・整理・研究・貸出対応など

通年

貸出
展示・情報事業に結びつく調査・研究、資
［19点］ 料貸出を行った。

情報提供事業
ホームページ・Twitterの更新

通年

-

レファレンス対応

通年

-

図書等の販売

通年

-

利用者（入場者）数合計

（人）

8,050 ※重複しているもの[ ]を除く

３ 施設の利用状況
開館日数 307日、企画展展示日数

163日

利用者数 8,050人、うち企画展観覧者数 1,869人

４

収入実績
項

目

利用料収入
事業収入
雑 収 入
合

計

収入額（円）

備

考

370,040
214,000 自主事業参加費、材料代
54,420 コピー代、図書等売捌手数料
638,460

