
【見る・知る】
・文化財修復過程の公開
保存継承の意義や技術の解説
建造物、考古遺物、
仏像彫刻、絵画・書跡など

・企画展の開催
修復した文化財の展示など

（１）なら歴史芸術文化村（取組展開）について 令和元年8月28日
なら歴史芸術文化村構想等検討委員会

世界に誇る奈良の歴史文化に触れる 歴史が息づく環境で芸術に触れる

奥深い奈良の魅力に触れる

見る・知る・学ぶ・体験する
～「本物に触れる」ことで、「新たな視点・感性」が生まれる～

【体験する】
・保存継承されてきた文化財とその修復技術を体感・体験
体感：さわれる出土品や仏像レプリカのハンズオン

展示など
体験：修復作業や古代の製法（銅鏡、勾玉等）など

【見る・知る・学ぶ】
・アーティストとの交流
製作活動の公開、創作教室など

・文化イベントの開催
文化セミナー・シンポジウム、
伝統芸能公演（雅楽等）、
音楽演奏会など

【体験する】
・自由創作コーナー
お絵かき、墨絵、造形など

・伝統工芸ワークショップ
奈良筆、奈良墨、吉野手漉き和紙など

【味わう】
・県産食材料理教室
・農産物の直売、産直レストラン

【親しむ】
・伝統工芸品の展示・販売

【奈良を知り・巡る】
・県全域の歴史文化資源や観光など
の情報発信

※イメージ 複合棟

※イメージ 農村交流棟・伝統工芸施設

【学ぶ】
・アーカイブコーナー
保存修復記録の集積
（修復図面・写真・
映像・研究論集など）

・人材育成
文化財修復に係る
講義・実習など
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建造物

考古遺物

仏像等彫刻

絵画・書跡等

展示室

アーカイブ
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※イメージ
文化財修復･展示棟



令和元年8月28日
なら歴史芸術文化村構想等検討委員会

文化財修復・展示棟 複合棟

農村交流施設
伝統工芸施設

情報提供施設

地下１階

１階

１階

３階

１階

２階

芸術文化に活動に関するセミナー、
ワークショップ、教室等

アーティストとの交流
（製作活動公開、創作教室等）

文化イベント（シンポジウム、公演等）

自由創作コーナー（お絵かき等）
ワークショップ（伝統工芸等）

企画展（修復物件等）
ハンズオン展示

文化財修復過程の公開
保存継承の意義や技術の解説

文化財修復に係る
講義・実習・作業体験

県産食材料理教室等

各種イベント
（農業、産業、観光等）

県全域の歴史文化資源や観光等の情報発信保存修復記録の集積

【見る・体験する】

【見る・知る】

【学ぶ・体験する】

【学ぶ】

【体験する】

【見る・知る・学ぶ】

【見る・知る・学ぶ】

【学ぶ・体験する】

【学ぶ・味わう】

【味わう・親しむ】

【見る・知る・学ぶ・体験する】

【奈良を知り・巡る】

令和元年8月21日
地域振興部

なら歴史芸術文化村整備推進室

産直レストラン
農産物の直売
伝統工芸品の展示・販売

（１）なら歴史芸術文化村(取組展開)について 【各施設の展開イメージ】 令和元年8月28日
なら歴史芸術文化村構想等検討委員会
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顧 問
なら歴史芸術文化村構想等検討委員会委員等

・文化村の運営について、大所高所から実践的な
助言･意見を提案

・文化村の活用について、事業やキーパーソン等
を紹介

＜構成メンバー(案)＞

【文化財関係】奈良国立博物館

東京藝術大学(古美術研究分野)

【芸術関係 】滋慶学園グループ

奈良県立大学(ｱｰﾄ分野)

【地域連携 】天理市長

天理大学

コミッション会議

奈良県庁

なら歴史芸術文化村
活用プロジェクトチーム

（村を活用(連携)して県の施策を展開）

文化振興課

文化財保存課

文化資源活用課

ならの観光力向上課

インバウンド・宿泊戦略室

観光プロモーション課

産業振興総合センター

農村振興課

マーケティング課

学校教育課

なら歴史芸術文化村

なら歴史芸術文化村運営協議会
※村に関係する組織で構成

（管理・運営について意見交換）

総務部門

運営部門
＜構成所属(案)＞

指定管理事業者

天理市文化財課

民間修復団体

ＡＣＣＵ

ホテル事業者

なら歴史芸術文化村コミッション

意 見
【副村長(事務所長)】

・文化財保存事務所

・橿原考古学研究所

(施設管理・物販･飲食)

助言

情報提供

・なら歴史芸術文化村事務所

【コミッショナー】
【ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ】

県 入居団体等

(文化財の保存･修復を担う人材養成）

（美術工芸(仏像・絵画等 )）

(考古)

(宿泊プランの企画等)

教育振興課

道路建設課

(考古)

(歴史建造物)

(施設の管理・運営に係る全体調整)
※運営協議会事務局

県事業の
企画・調整

（２）なら歴史芸術文化村の運営体制（案）について 令和元年８月２８日
なら歴史芸術文化村構想等検討委員会

(企画･実施等)

(施設内調整･広報等)

【村長】（知事）

（県常勤職員）

天理市杣之内町に事務所を設置

○文化村の活用策に対し、顧問から助言をいただくほか、文化財や芸術など各分野の専門家から実践的な意見や提案等をいただく
コミッションを設置。

〇また、文化財の公開解説や企画展などの実施や施設運営に関する協議・調整等を行うため、なら歴史芸術文化村事務所を設置。
○さらに文化村での取組に関係する機関や団体で構成する「なら歴史芸術文化村運営協議会」を設置。
〇県庁内にプロジェクトチームを設置し、「チーフコーディネーター」が総括。文化村事務所と連携し、効果的な事業展開を目指す。
〇「村長」､「コミッショナー」､「チーフコーディネーター」が情報共有しながら、なら歴史芸術文化村の運営や活用策の充実強化を図る。
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関係団体等 (観光・農業・工芸等)



（３）指定管理者の公募・選定について

○ 指定管理者制度を導入し、民間活力・ノウハウ・創意工夫による、効率的な管理、運営を実施。

〇 なら歴史芸術文化村の2021年度中のオープンに向け、指定管理事業者を公募、選定。

＜指定管理業務の概要＞ ＜各施設と指定管理の関係＞

○ 指定管理業務については、レストランや物販による収益、
貸館の利用料金、指定管理料等により運営。

１．開業準備に関する業務
運営体制づくり、施設の維持管理 等

２．運営に関する業務
レストラン・直売所の運営、施設・設備の使用承認、
施設案内・周辺観光案内、広報・誘客 等

３．維持管理に関する業務
施設管理（保守点検、設備、植栽等を含む）、警備、車両誘導、
清掃・ごみ処理 等

４．自主事業に関する業務

＜今後のスケジュール（案）＞

令和元年8月28日
なら歴史芸術文化村構想等検討委員会

４

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

■ ■ ■

　オープン
（2021年度中）

2018年度 2019年度 2020年度

設置条例の

議会上程

予定者

決定

公募

指定管理者

指定

開業準備協定募集要項案作成公募条件検討

情報提供施設・

トイレ棟

運営業務
施設案内、

周辺観光案内

貸館業務 ―

（利用料金）

維持管理

― ﾎｰﾙ、会議室 実習室等 ―

指定管理者が設定（県が定める使用料を上限）

施設管理（保守点検、設備、植栽等）、警備、車両誘導、清掃等

文化財修復・

展示棟
複合棟

農村交流施設・

伝統工芸施設棟
屋外体験ゾーン

― ― ﾚｽﾄﾗﾝ、直売所 ―



（４）奈良県と天理大学とのなら歴史芸術文化村に関する連携について 令和元年8月28日
なら歴史芸術文化村構想等検討委員会

〇文化を担う人材の育成、教育・研究の振興、歴史芸術文化を活用した地域振興を目指し、
「奈良県と天理大学とのなら歴史芸術文化村に関する連携協定」を締結（令和元年７月４日）。

〇今後、天理大学と意見交換を行い、文化村で展開する取組を具体化。

○他の県内大学や全国芸術系大学との連携についても推進。

(４)歴史芸術文化を活用した地域振興に関すること
・貴重な資料を多数有する図書館や参考館との連携(展示・広報等)
・なら歴史芸術文化村と天理大学の連携による地域貢献活動

【連携事項】

(３)なら歴史芸術文化村での学生による活動への支援に関すること
・クラブ活動等との連携

(１)歴史芸術文化を支える人材の育成に関すること
・文化財修復公開の解説サポート
・歴史芸術文化をテーマとした公開講座の実施
・文化財の整理・修復作業への参画

(２)教育・研究の推進に関すること
・連携授業(演習・実習等)の実施
・なら歴史芸術文化村の機能を活用した研究

※その他の項目についても協定書に基づき、双方で相談･検討のうえ連携

(５)歴史芸術文化を活用した国際交流の促進に関すること
・来訪者と留学生との文化交流(ワークショップ等)

附属天理参考館附属天理図書館

天理大学との締結式

５



【連携による取組と効果について】

分野 天理大学の取組 奈良県の取組 期待される効果

 ・考古分野における文化財の整理・修復作業への参画 ・土器の接合など実学の場の提供

 ・文化村での歴史芸術文化をテーマとした講座の実施 ・公開講座の共催、来訪者の参加促進(広報等)

 ・考古分野における修復公開の解説サポート
　　…解説補助員、解説コンテンツの検討

・施設学芸員等による学生を対象とした研修の実施

 ・連携授業（演習・実習等）の実施
　  …文化村の企画・運営への参画

・文化村の企画・運営への学生の受入れ

 ・なら歴史芸術文化村の機能を活用した研究
　  …官学共同による研究(考古分野等)への参画

・官学共同による研究の企画実施

 ③学生活動促進
 ・クラブ活動等との連携
　  …文化村における雅楽演奏等

・演奏会等のイベント企画、開催

  県側：
 　  芸術文化に触れあう機会の充実

  大学側：
　   クラブ活動の機会の拡充

 ・貴重な資料を多数有する図書館や参考館との連携
　  …所蔵品の展示への協力

・所蔵品を活用した企画展示

 ・なら歴史芸術文化村との連携による地域貢献活動
　  …こども向けワークショップ等の企画運営

・ワークショップ等の共同企画運営

 ⑤国際交流
 ・歴史芸術文化を活用した国際交流の促進
　  …文化村に来訪する外国人へのおもてなしの提供
　　　（地域情報の案内等）

・留学生を対象とした研修会や来訪者との交流会の開催

  県側：
　　 歴史芸術文化を通じた国際交流の促進
　　 歴史芸術文化の魅力発信

  大学側：
　　 留学生…日本文化への理解
　　 日本学生…外国人との交流機会の創出

※連携協定に関係する可能性がある学部・クラブ活動等を抜粋

 ①人材育成

  県側：
　　 歴史文化資源の保存活用の取組の充実
　　 文化財を担う人材の育成

  大学側：
　 　学生が交流・実学を通して理解を深化

 ②教育・研究の推進

   県側：
　　  歴史芸術文化に係る取組の充実

　 大学側：
　　  教育・研究活動機会の拡充

 ④地域振興

  県側：
　   芸術文化を通じた交流の促進

  大学側：
　   図書館、参考館の魅力発信
　   地域交流・地域貢献

学部名 学科 専攻
人間学部 人間関係学科 生涯教育専攻　等
文学部 歴史文化学科 歴史学研究コース、考古学・民俗学研究コース

外国語学科 英米語、中国語、韓国語　等
地域文化学科 日本研究コース　等

国際学部
附属施設名
天理図書館
天理参考館 海外民族資料3万点、日本民俗資料2万5千点、交通文化資料20万点余り、考古美術資料3万点

国宝6点、重要文化財86点、重要美術品66点、所蔵数約148万冊
概要

（４）奈良県と天理大学とのなら歴史芸術文化村に関する連携について
令和元年8月28日

なら歴史芸術文化村構想等検討委員会
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クラブ活動等
雅楽部、創作ダンス部、軽音楽部、書道部、美術部、歴史研究会　等


