
平成２１年度教育部社会教育課文化財保護室執行目標達成状況表 

執行目標テーマ 執行目標とする内容 目標指標 達成状況 達成済の結果及び未達成の場合はその理由と取組のプロセス 

７(3)新たな行政経営の展

開と財政基盤の強化 

 

時間外勤務の削減 年間執務計画を

策定し、事務執行

の平準化を図る。 

「時間外勤務手

当の予算管理に

ついて」に従い、

適正な予算管理

に努める。 

△ 
平成 20 年９月１日以来、同日付けの組織改正及び人事異動により３人体制（ほか

に嘱託職員１名配備）で当室の執務を進めてきたところであるが、平成 21 年度は、

当初予定していなかった「旧恭仁保育園（木津川市文化財整理保管センター）改修

工事」が急遽、特定財源が確保出来たことにより平成 21 年６月議会で補正予算措

置し、実施することとなった。通常事務の執行に影響を来たしたものである。 

 

１(1)歴史・文化の保全・

活用 

木津川市新庁舎展示スペースの活用 

平成21年度についても平成20年度に

引き続き展示会を実施する。 

平成 21 年度は３

回の展示会を開

催すると共に、展

示物の解説を文

化財ミニ講座と

して開催する。 

○ 
平成 21 年８月８日（土）実施の「木津川市役所本庁舎竣工式」に併せて本庁舎２

階の展示スペースにおいて、「塔のあるまち―木津川市―」と題して木津川市所在の

文化財の一部を写真パネルにて展示した。 

一部入れ替え・追加を含めて現在継続中。 

文化財ミニ講座は未実施。 

 

※達成状況の欄は、目標以上に達成した場合は◎、目標どおり概ね達成した場合は○、目標が未達成の場合は△を記入すること。 
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 「木津川市文化財保護行政の基本方

針」、「木津川市指定文化財の指定指

針」の策定 

平成 21 年度木津川市文化財保護審議

会を開催し、諮問中の「木津川市文化

財保護行政の基本方針について」及び

「木津川市指定文化財の指定指針に

ついて」答申を得て、木津川市文化財

保護行政の指針とする。 

本市所在の未指定の文化財の指定に

資する。 

平成 21 年度後半に委員会から答申を

得たい。 

①平成 21 年度後

半に木津川市文

化財保護審議会

から答申を得る。 

②教育委員会に

報告する。 

③パブリックコ

メント実施。 

④公布手続きを

執る。 

 

△ 
昨年度開催の審議会から継続して審議会委員による審議の途上にある。 

引き続き、審議会委員による審議を継続する。 

なお、木津川市文化財保護行政の実情を理解いただくため各委員には日頃の情報提

供に努める。 
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旧恭仁保育所の活用 

平成 21 年度文化庁所管国庫補助事業

申請書を提出する。 

平成 21 年度中に

改修を完了し、市

内出土遺物の展

示可能の状態に

する。 

◎ 

平成 21 年８月５日、建築設計業務委託契約締結（工期＝平成 21 年８月５日～平成

21 年９月 30 日、業務委託金額＝1,564,500 円）、 

平成 21 年 11 月 24 日、工事請負契約締結（工期＝平成 21 年 11 月 24 日～平成 22

年３月 31 日、工事請負金額＝23,304,750 円）、 

平成 21 年 11 月 24 日、設計管理業務委託契約締結（工期＝平成 21 年 11 月 24 日

～平成 22 年３月 31 日、業務委託契約金額＝1,102,500 円）、 

平成 22 年３月８日、工事請負第１回変更契約締結（工期＝変更無し、工事変更金

額＝＋870,450 円）等 

 

平成 22 年５月 21 日（金）供用開始、木津川市内出土遺物展示開始予定。 

平成 22 年度「平城遷都 1300 年祭」、平成 23 年度「第 26 回国民文化祭・京都 2011」

の木津川市主会場への拠点として位置付け、多くの来訪者を迎え木津川市の知名度

のアップに努めることが可能となる。 

１(1)歴史・文化の保全・

活用 

 

７(3)新たな行政経営の展

開と財政基盤の強化 

 

 

 

 

出土遺物収蔵場所の確保 

旧木津町ＵＲ開発事業地内から出土

した遺物（コンテナ約 5,000 箱分）の

保管先（仮移転先）を決定し、移管す

る。 

年内に出土遺物

の区分を行い、移

転を完了する。 

出 土 遺 物 の 公

開・展示に向けて

整理を行う。 

 

△ 
出土遺物の移転先について複数個所の候補地の検討も行ったが、相応しい場所は見

当たらない状況にある。移転先については引き続き候補地を検討しつつ、「独立行政

法人都市再生機構（ＵＲ）」に当面現地での保管継続を要請し、無償又は低価格での

現地（土地）譲与に向けて交渉を継続する。 

発掘調査を担当した「財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター」からの出土遺

物の移管（一部を除く）の際に、区分（いわゆるＡ，Ｂ，Ｃ、Ｄのランク分け）は

終了していたため、当方による区分は不要となった。 
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○ 
木津川市ふれあい文化講座 

平成 21 年度第１回講座：平成 21 年６月 21 日（日）実施、第２回講座：平成 21 年 

９月 12 日（土）実施、第３回講座：平成 21 年 11 月 22 日（日）実施、第４回講座：

平成 22 年２月 20 日（土）実施。４回の講座を開催、総参加者数＝529 名。 

○ 
高齢者生きがい大学 

平成 21 年８月６日（木）高齢者生きがい大学（木津教室）開催。平成 21 年８月 11

日（火）高齢者生きがい大学（加茂教室）開催。平成 21 年８月 20 日（木）高齢者

生きがい大学（山城教室）開催。 

○ 
高齢者生きがい大学特別講座近隣市町村巡り 

平成 21 年９月 10 日（木）、平成 21 年９月 15 日（火）、平成 21 年９月 18 日（金） 

木津教室実施。平成 21 年９月 24 日（木）、平成 21 年９月 29 日（火）、平成 21 年９

月 30 日（水）加茂教室実施。平成 21 年 11 月６日（金）、平成 21 年 11 月 10 日（火）、

平成 21 年 11 月 12 日（木）山城教室実施。 

○ 
公民館講座 

平成 21 年６月 23 日（火）、平成 21 年７月 28 日（火）、平成 21 年８月 25 日（火）、 

平成 21 年９月 29 日（火）、平成 21 年 10 月 27 日（火）、平成 21 年 11 月 24 日（火）

南加茂台公民館歴史講座全６回実施。平成 21 年７月 12 日（日）、平成 21 年９月 13

日（日）、平成 21 年 10 月 11 日（日）、平成 21 年 11 月８日（日）公民館講座（中央

交流会館）全４回実施。 

１(1)歴史・文化の保全・

活用 

 

１(2)歴史・文化・伝統を

背景とした地域文化創造

活動の促進 

 

 

文化財保護啓発事業の推進 

「木津川市ふれあい文化講座」を開催

する。 

「生きがい大学」、「公民館講座」、「図

書館講座」実施の際に講師を派遣す

る。 

「歩き・み・ふれる歴史の道」を開催

する。 

その他、関係機関から講師派遣要請が

あった場合に、できる限り対応する。

 

関係機関と協力

のもと、「木津川

市ふれあい文化

講座」を年４回開

催する。 

生きがい大学、公

民館講座、図書館

講座の担当者等

と協議のうえ、日

程・講師を決定、

派遣する。 

「第 14 回歩き・

み・ふれる歴史の

道」を開催する

（年１回開催）。 

 

○ 
図書館講座(古文書教室、加茂図書館)全５回 

平成 21 年６月 18 日（木）、平成 21 年７月 16 日（木）、平成 21 年８月 20 日（木）、

平成 21 年９月 17 日（木）、平成 21 年 10 月 15 日（木）図書館講座（古文書教室、

加茂図書館）全５回実施。 
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△ 
「第 14 回歩き・み・ふれる歴史の道」 

未実施。 

○ 
発掘調査現地説明会 

平成 21 年８月 16 日（日）馬場南遺跡発掘調査現地説明会開催、平成 21 年９月 20

日（日）上津遺跡発掘調査現地説明会開催、平成 21 年 11 月 21 日（土）高麗寺跡発

掘調査現地説明会開催、平成 22 年２月 27 日（土）鹿背山城跡発掘調査現地説明会

開催。 

○ 
木津川市内聴覚障害者研修会 

平成 21 年 11 月 18 日（水）実施。 

○ 
木津川市内視覚障害者研修会 

平成 22 年２月 18 日（木）実施。 

   

○ 
その他市内小中学校・関係団体等から講師派遣依頼あった件 

平成 21 年７月 23 日（木）加茂の鉄道遺産に親しむ会研修会。平成 21 年８月６日（木）

泉川中学校区小・中連携推進委員会夏季研修会。平成 21 年 10 月 20 日（火）棚倉小

学校・光明山寺跡校外学習。平成 21 年 10 月 24 日（土）木津中学校進路学習（わく

ＷＯＲＫセミナー）。平成 21 年 11 月７日（土）帝塚山大学考古学研究所・附属博物

館共催市民大学講座。平成 21 年 11 月 27 日（金）相楽地方中学校教育研究会（社会

科部フィールドワーク）高麗寺跡発掘調査現場体験。平成 22 年１月 12 日（火）泉

川中学校主催「地域を知り、郷土を愛する心を育てる歴史教育」 

 


