
天守閣施設等状況表 資料１３

導入
状況

備考 耐震診断 補強工事

1 弘前城 商工部 財団 一般 重文 260 330,283 城跡内に市立博物館（登録) ◎
天守閣は非公募（H18)
城址公園は直営 ×

2 上山城 観光課 財団 一般 ● 2,480 57,648 ◎
天守閣は非公募（H18)
城址公園は直営 ×

3 白石城 財団 一般 414 85,948 ◎
天守閣は非公募（H17)
城址公園は直営 ×

4 若松城 　 財団 特別 1,458 733,191 近接地に県立博物館（登録) ◎ 公募(H18) ×

5 小田原城 経済部 直営 特別 1,822 428,429 城跡内に市立資料館(相当) × H1

6 松本城 教育委員会 特別 国宝 1,458 853,580 近接地に市立博物館(登録) × ×

7 丸岡城 商工観光課 財団 一般 重文 267 99,106 ◎ 非公募(H17) ×

8 越前大野城 教育委員会 直営 一般 470 23,524 × ×

9 掛川城 教育委員会 財団 一般 305 111,161 ◎ 非公募(H17) ×

10 浜松城 公園緑地部 株式会社 一般 311 143,230 市立博物館(登録) ◎
天守閣は公募（H18)
城址公園は直営

H19
(3,623)

11 岡崎城 開発部 財団 一般 1,068 170,728 　 ◎
天守閣は非公募（H17)
城址公園は直営

H15
(2,519)

H19
(32,000)

12 名古屋城 商工部 財団 一般 ● 5,422 1,352,344 市立博物館(登録) × 　　
H8

(8,410)

13 清洲城 一般 773 50,617 × 　　 ×

14 犬山城 産業経済部 財団 特別 国宝 699 333,766 × ×

15 岐阜城 経済部 直営 特別 462 241,397 市立博物館(登録) × ×

16 郡上八幡城 産業振興課 財団 特別 331 127,140 ◎ 非公募(H18) ×

17 大垣城 教育委員会 財団 一般 584 44,521 　 ◎
天守閣は非公募（H18)
城址公園は直営 H8(?)

18 長浜城 教育委員会 一般 ● 1,836 157,210 　 × H9(?)

19 彦根城 産業部 直営 特別 国宝 614 738,822 城跡内に市立博物館(登録) × ×

20 伊賀上野城 財団 財団 財団営 559 108,212 　　 財団財産のため非該当 ×

21 福知山城 企画部 直営 一般 1,063 27,569 　 × ×

22 大阪城 経済局 財団 一般 ● 5,072 1,247,661 城跡内に市立博物館(登録) ◎
天守閣は非公募（H18)
城址公園は直営 H5.6(?)

H8
(6,907,000)

23 岸和田城 産業部 財団 一般 798 34,727 ◎ 非公募（H18) ×

24 和歌山城 経済労働部 直営 一般 2,071 177,316 近接地に市立博物館(登録) ○ ×

25 姫路城 教育委員会 直営 一般 国宝 2,409 1,561,602 近接地に県立博物館(登録) × 国宝のため
H17～20

(?)

26 岡山城 観光物産課 社団 一般 ● 1,608 190,624 近接地に県立博物館(登録) ◎ 非公募（H18) ×

27 備中松山城 教育委員会 一般 重文 268 37,555 × ×

28 松江城 　 NPO 一般 重文 1,675 280,029 近接地に県立博物館(登録) ◎
公募（H18)
松江城・小泉八雲記念館・
武家屋敷３館一括

×

29 福山城 教育委員会 財団 一般 1,798 68,466 近接地に県立博物館(登録) ◎ 非公募（H18) ×

30 広島城 経済局 財団 一般 1,366 203,400 ◎
非公募(H18)
城址公園と天守閣は別の財団 ×

31 岩国城 経済部 直営 特別 772 153,575 市立博物館(登録) ○
H13

(2,499)

32 丸亀城 経済部 直営 一般 重文 194 51,888 × ×

33 今治城 教育委員会 財団 一般 1,529 45,730 ◎
天守閣は非公募（H16)
城址公園は直営 ×

34 松山城 商工観光部 直営 特別 重文 629 387,249 市立博物館(登録) ○ 　　 ×

35 宇和島城 教育委員会 直営 一般 重文 297 28,244 市立博物館(登録) × ×

36 大洲城 商工観光課 直営 一般 461 24,711 ○ ×

37 高知城 教育委員会 ？ 一般 重文 501 252,445 ◎ 公募（H19) ×

38 小倉城 　 株式会社 民営 1,840 116,184 城跡内に市立博物館(登録) ◎
天守閣は公募（H16)
城址公園は直営 ×

39 中津城 株式会社 株式会社 民営 800 24,383 　 会社財産のため非該当 ×

40 唐津城 経済部 財団 一般 1,329 123,741 ◎
天守閣は非公募（H18)
城址公園は直営 ×

41 平戸城 都市計画課 財団 一般 1,108 63,183 ◎ 非公募（H18) ×

42 熊本城 一般 3,068 1,710,201 城跡内に市立博物館(登録) × H14(?)

43 島原城 商工観光課 特別 1,975 130,394 ○ ×

44 元離宮二条城文化観光局 直営 一般 1,584,986 ×

45 津城 都市計画部 直営 一般 0 ×

46 篠山城 商工観光課 株式会社 民営 739 51,065 ◎

公募（応募１社のみ）
大書院・歴史美術館・歴史村・武家
屋敷・二の丸御殿庭園で一括 ×

47 竹田城 教育委員会 直営 一般 35,000 ×

48 首里城 財団 財団 一般 1,790,981 × 城址公園非公募（H18)

↑ 　↑

◎　導入済み（22）

○　導入予定（5）

×　予定なし（19）

博物館設置状況入館者(21年度)延床面積

以下天守閣なし

耐震補強工事
天守閣№

非該当（2）

会計管理運営 EV指定
指定管理者導入

　※　全国城郭管理者協議会加盟城郭に関する天守閣に関する調書である。なお、備考欄には城址公園についても記載した

　※　管理・会計制度については、Ｈ17.12月現在の状況である。

　※　指定管理者制度については、平成20年2月実施の調書による。

耐震診断実施(10)

耐震補強実施(2)

未実施(34)

非該当（４）


