
（未定稿）

県名 館名（博物館） 登録 分野 開館 所管 館名（美縦館） 登録 開館 所管
北海道立文学館 登録 歴史 H7.9 教委 北海道立近代美術館 登録 S52.7 教委
北海道立北方民族博物館 登録 歴史 H3.2 教委 北海道立三岸好太郎美術館 登録 S52.6 教委
北海道立釧路芸術館 登録 その他 H10.10 教委 北海道立函館美術館 登録 S61.9 教委

北海道立旭川美術館 登録 S57.7 教委
北海道立帯広美術館 登録 H3.9 教委

青森県 青森県立郷土館 登録 総合 S48.9 教委 青森県立美術館
相当

（手続
き中）

H18.7.13 知事

岩手県 岩手県立博物館 登録 総合 S55.10 教委 岩手県立美術館 登録 H13.10 教委
宮城県 東北歴史博物館 登録 歴史 H11.10 教委 宮城県立美術館 登録 S56.11 知事

秋田県立博物館 登録 総合 S50.5 教委 秋田県立美術館 登録 S42.5 教委
秋田県農業科学館 相当 その他 H3.5 教委 秋田県立近代美術館 登録 H6.4 教委

山形県 山形県立博物館 登録 総合 S46.4 教委 な し
福島県立博物館 登録 総合 S61.10 教委 福島県立美術館 登録 S59.7 教委
福島県歴史資料館 登録 歴史 S45.9 教委
茨城県立歴史館 登録 歴史 S49.4 教委 茨城県近代美術館 登録 S63.10 教委
ミュージアムパーク茨城県自然博
物館

登録 自然 H6 教委 つくば美術館
（茨城県近代美術館の分館）

登録 H2 教委

天心記念五浦美術館
（茨城県近代美術館の分館）

登録 H9 教委

茨城県陶芸美術館 登録 H12.4 教委
栃木県 栃木県立博物館 登録 総合 S57.10 知事 栃木県立美術館 登録 S47.11 知事

群馬県立土屋文明記念文学館 登録 その他 H8.7 教委 群馬県立近代美術館 登録 S49.10 教委
群馬県立歴史博物館 登録 歴史 S54.10 教委 群馬県立館林美術館 登録 H13.10 教委
群馬県立自然史博物館 登録 自然 H8.10 教委
埼玉県立川の博物館 登録 総合 H9.8 教委 埼玉県立近代美術館 登録 S57.11 教委
埼玉県立さきたま史跡の博物館 登録 歴史 S44.10 教委
埼玉県立歴史と民俗の博物館 登録 歴史 S46.11 教委
埼玉県立嵐山史跡の博物館 登録 歴史 S51.4 教委
埼玉県立自然の博物館
（H１７以前は、埼玉県立自然史博
物館）

登録 自然 S56.11

千葉県立中央博物館 登録 総合 H1 教委 千葉県立美術館 登録 S49 教委
千葉県立関宿城博物館 登録 歴史 H7 教委
千葉県立房総のむら 登録 歴史 S61 教委
千葉県立安房博物館 登録 歴史 S48 教委
千葉県立上総博物館 登録 歴史 S45 教委
千葉県立現代産業科学館 登録 その他 H6 教委

東京都 東京都江戸東京博物館 公開 歴史 H5.3 知事 東京都現代美術館 相当 Ｈ７．３ 知事
山梨県立文学館 登録 その他 H1.11 教委 山梨県立美術館 登録 S53.11 教委
山梨県立考古博物館 登録 歴史 S57.11 教委

山梨県立博物館 登録
準備中 総合 H17.10 教委

山梨県立科学館 相当 その他 H10.7 教委
静岡県 な し 静岡県立美術館 登録 S61.4 知事
愛知県 な し 愛知県美術館 相当 H4 知事

岐阜県博物館 登録 総合 S51.5 教委 岐阜県美術館 登録 S57.11 教委
岐阜県ミュージアムひだ 登録 歴史 H18.4 教委 岐阜県現代陶芸美術館 登録 H14.10 教委
岐阜県世界淡水魚園水族館 相当 自然 H6.7 教委
神奈川県立金沢文庫 登録 歴史 S5.8 教委 神奈川県立近代美術館 登録 S26.11 教委
神奈川県立歴史博物館 登録 歴史 S42.3 教委
生命の星・地球博物館 登録 自然 H7 教委
新潟県立歴史博物館 相当 歴史 H12.8 知事 新潟県立近代美術館 登録 H5.7 教委

（分館）
新潟県立万代島美術館 登録 H15.7 教委

富山県立山博物館 登録 総合 H3.11 知事 富山県立近代美術館 登録 S56.7 知事
富山県埋蔵文化財センター 登録 歴史 S52.1 教委 富山県水墨美術館 登録 H11.4 知事
立山カルデラ砂防博物館 相当 総合 H10 知事 富山県民会館美術館 登録 S39.8 知事
石川県立歴史博物館 登録 歴史 S61.10 知事 石川県立美術館 登録 S58.11 知事
石川県立白山ろく民俗資料館 登録 その他 S54.7 知事
福井県立歴史博物館 登録 歴史 S59.4 教委 福井県立美術館 登録 S52.11 教委
福井県立恐竜博物館 登録 自然 教委
福井県立若狭歴史民俗資料館 登録 歴史 S57.10 教委

長野県 長野県立歴史館 登録 歴史 H6.11 教委 長野県信濃美術館 登録 S41.10 知事
三重県立博物館 登録 総合 S28.6 教委 三重県立美術館 登録 S57.9 教委
斎宮歴史博物館 登録 歴史 H1.10 教委
滋賀県立琵琶湖博物館 登録 総合 H8.10 知事 滋賀県立近代美術館 登録 S59.8 知事
滋賀県立琵琶湖文化館 登録 総合 S36.3 教委
滋賀県立安土城考古博物館 登録 歴史 H4.11 教委

京都府 な し （ ※ ） な し （ ※ ）
大阪府立弥生文化博物館 公開 歴史 H3.2 教委 な し
大阪府立近つ飛鳥博物館 公開 歴史 H6.3 教委

資料４－３
全国都道府県県立博物館・美術館一覧表

※対象は登録博物館・博物館相当施設ないしはそのいずれにも該当しないが重要文化財公開承認施設となっている館
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兵庫県立歴史博物館 登録 歴史 S58 教委 兵庫県立美術館 登録 H14（S45） 教委
兵庫県人と自然の博物館 登録 自然 H4 教委 兵庫県立美術館王子分館 登録 H14（S45） 教委

兵庫県考古博物館 ＊開館前 その他 H19.10
（予定） 教委

奈良県立橿原考古学研究所
附属博物館 登録 歴史 S13.9 教委 奈良県立美術館 登録 Ｓ４８ 知事

奈良県立民俗博物館 登録 その他 S49 知事 奈良県立万葉文化館 登録 H13 知事
和歌山県立博物館 登録 歴史 S46.4 教委 和歌山県立近代美術館 登録 S45.11 教委
和歌山県立自然博物館 登録 自然 S57.7 教委
和歌山県立紀伊風土記の丘 登録 歴史 S46.8 教委

鳥取県 鳥取県立博物館 登録 総合 S47.10 教委 な し

島根県立古代出雲歴史博物館 登録
準備中

歴史 Ｈ19.3 教委 島根県立美術館 登録 H11.3 知事

島根県立石見美術館 登録 H17.10 知事
岡山県 岡山県立博物館 登録 歴史 S46.8 教委 岡山県立美術館 公開 S63.3 知事

広島県立歴史博物館 登録 歴史 H1.11 教委 広島県立美術館 登録 S43.9 教委
広島県立歴史民俗資料館 登録 歴史 S54.4 教委
山口県立山口博物館 登録 総合 S25.7 教委 山口県立美術館 登録 S54.10 知事

山口県立萩美術館・浦上記念館 登録 H8.10 知事

徳島県 徳島県立博物館 登録 総合 H2.11 教委 徳島県立近代美術館 登録 H2.11 教委
香川県 香川県歴史博物館 登録 歴史 H11.11 知事 香川県文化会館 登録 S41.4 知事

愛媛県歴史文化博物館 登録 歴史 H6.11 教委 愛媛県美術館 登録 H10.11 教委
愛媛県総合科学博物館 登録 その他 教委
愛媛県立博物館 登録 自然 教委
高知県立歴史民俗資料館 登録 歴史 H3.5 知事 高知県立美術館 登録 H5.11 知事
高知県立牧野植物園 相当 自然 知事

福岡県 九州歴史資料館 相当 歴史 S48.2 教委 福岡県立美術館 登録 S60.11 教委
佐賀県立博物館 登録 総合 S45.10 教委 佐賀県立美術館 登録 S58.10 教委
佐賀県立九州陶磁文化館 登録 歴史 S55.11 教委
佐賀県立名護屋城博物館 登録 歴史 H5.10 教委
佐賀城本丸歴史館 登録 歴史 H16.8 教委

長崎県 長崎歴史文化博物館 相当 歴史 H17.11 知事 長崎県美術館 相当 H17.4 知事
熊本県 熊本県立装飾古墳館 登録 歴史 H4.4 教委 熊本県立美術館 登録 S51.3 教委

大分県立歴史博物館 登録 歴史 S56.11 教委 大分県立芸術会館 登録 S52.9 教委
大分県立先哲史料館 相当 その他 H7.2 教委
宮崎県総合博物館 登録 総合 S46.3 教委 宮崎県立美術館 登録 H7.10 教委
西都原考古博物館 登録 歴史 Ｈ16.4 教委

鹿児島県 鹿児島県立博物館 登録 歴史 S28 知事 な し

沖縄県 沖縄県立博物館・美術館 登録 総合 H19.11
(予定） 教委 ←博物館・美術館機能が一体化

     教76
知14

教36
知22

兵庫県

奈良県

和歌山県

島根県

広島県

山口県

愛媛県

高知県

佐賀県

※京都府には、登録博物館・博物館相当施設・重要文化財公開承認施設のいずれの範疇にも入らないが、丹後郷土資料館・山城郷土資料館・堂
本印象美術館などの府立の博物館・美術館がある。また財団立なため府立ではないが、京都府京都文化博物館（公開承認施設）のような府が設
立に深く関わって設立された博物館もある。

大分県

宮崎県

・４７都道府県のうち、博物館設置数４４・非設置数３、美術館設置数４２・非設置数５である（但し下記※に注意）。
・なお、愛知県は、県立の博物館はないが、県立に比肩する内容をもつ博物館として名古屋市立博物館（名古屋市）が存在する。同様に大阪に
も、大阪市立美術館・東洋陶磁美術館などが存在している点には留意が必要。


