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例  言 

１ 本書は、富山市婦中町安田に所在する史跡安田城跡の再整備基本計画書である。また、再 

整備基本計画の前段には、保存活用計画を掲載している。 

２ 安田城跡再整備基本計画策定事業は、国庫補助金（国宝重要文化財等保存整備費補助金 歴 

史活き活き！史跡等総合活用整備事業）及び県費補助金（文化財保存整備費補助金）の交付 

を受けて実施した。 

３ 本事業に先立って、平成 29 年度に安田城跡再整備準備検討事業を県費補助金の交付を受け 

て実施した。 

４ 再整備基本計画及び保存活用計画の策定は、「安田城跡再整備準備検討会議」（平成 29 年 

度）及び「安田城跡再整備基本計画策定会議」（平成 30 年度）の指導のもと、富山市教育委 

員会埋蔵文化財センターに事務局を設置して実施した。委員会の設置及び事業の実施にあた 

り、文化庁文化資源活用課、富山県教育委員会生涯学習・文化財室の指導・助言を得た。 

５ 本書の執筆・編集は大野英子（富山市教育委員会埋蔵文化財センター）が行った。ただし、 

第 4章第 1節第 2項 3（3）表 4-1、4-2については、富山県立大学工学部奥川光治准教授が作 

成したものを掲載した。また第 9章については、安田城跡再整備基本計画 調査・積算業務委 

託を受注した㈱イビソクが執筆した。 
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