
川崎市地域文化財顕彰制度における第１回川崎市地域文化財の決定について 

１ 川崎市地域文化財顕彰制度の概要 

（１）趣旨 

    川崎市内で、市民生活、市民文化や地域風土に根ざして継承されてきた文化財を、川崎市地域

文化財として顕彰及び記録することにより、文化財が人をつなぎ、地域を守り育むまちづくりに

寄与することを目的とする（平成２９年１２月創設）。 

（２）地域文化財の対象 

川崎市内の有形・無形の文化財（法令・条例により指定・登録等がされているものを除く） 

（３）地域文化財候補の選出及び決定 

    市民団体等からの推薦を受け、教育委員会事務局文化財課で候補文化財を精査し、文化財審議

会での意見聴取を経て、教育長が決定する。 

所有者には地域文化財証書を交付する。 

２ 第１回地域文化財の決定 

（１）推薦募集期間 

平成３０年３月１日～平成３０年５月３１日 

（２）推薦件数 ６７件 

（市内の社寺、町内会・自治会、歴史・文化財に係る任意団体、博物館、小学校等からの推薦） 

（３）地域文化財決定件数 ６３件 

※推薦件数６７件のうち、継続調査を要する文化財等４件を対象外とした。 

３ 主なスケジュール 

平成３０年１０月２２日     文化財審議会（意見聴取） 

平成３０年１１月１３日     教育委員会臨時会 

平成３０年１１月２７日（予定） 議会報告 

第１回川崎市地域文化財決定の公表

種別 件数 概 要 

有形文化財 ２４

 建造物 １０ 大戸神社社殿、中野島稲荷神社祠等 

絵画  ３ 紙本着色地獄絵図、絹本着色仏涅槃図等 

彫刻  ３ 木造地蔵菩薩坐像、木造蛙彫刻等 

古文書  ３ 原家文書、上田文書等 

歴史資料  ５ ゐのくち式ポンプ、お化け灯籠等 

無形文化財  １ ひとみ座乙女文楽 

無形民俗文化財 ２２ 登戸敬神講、若宮八幡神楽等 

有形民俗文化財 １４ 静翁寺順禮供養塔、大戸神社狛犬等 

記念物  ２ 旧陸軍登戸研究所の遺構群、伝十郎桃 

計 ６３

所在区 件数 

川崎区 １０

幸区  ４

中原区 １６

高津区  ９

宮前区  ６

多摩区 １６

麻生区  ２

計 ６３
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件名 員数 所在区 種別 件名 員数 所在区 種別

1 大戸神社社殿 1棟 中原区
有形文化財
（建造物）

33 若宮八幡宮囃子 川崎区 無形民俗文化財

2 ピンスケ大戸稲荷社 1棟 中原区
有形文化財
（建造物）

34 川崎稲毛神社山王囃子 川崎区 無形民俗文化財

3 神地神明神社社殿 1棟 中原区
有形文化財
（建造物）

35 川崎古式消防
川崎区・
全区

無形民俗文化財

4 伝・八百八橋の橋板 17枚 中原区
有形文化財
（建造物）

36 戸手中部囃子 幸区 無形民俗文化財

5 橘樹神社社殿 1棟 高津区
有形文化財
（建造物）

37 大戸神社祭囃子 中原区 無形民俗文化財

6 堰稲荷神社社殿 1棟 多摩区
有形文化財
（建造物）

38 宮内祭囃子 中原区 無形民俗文化財

7 新作八幡宮石柱 1基 高津区
有形文化財
（建造物）

39 神地祭囃子 中原区 無形民俗文化財

8 中野島稲荷神社祠（文化6年銘） 1棟 多摩区
有形文化財
（建造物）

40 諏訪神社祭囃子 高津区 無形民俗文化財

9 中野島稲荷神社祠（嘉永6年銘） 1棟 多摩区
有形文化財
（建造物）

41 有馬大正踊り八木節 宮前区 無形民俗文化財

10 中野島稲荷神社幟支柱 1基 多摩区
有形文化財
（建造物）

42 土橋万作踊り 宮前区 無形民俗文化財

11 絹本着色釈迦三尊十六善神像 1幅 川崎区
有形文化財
（絵画）

43 白幡八幡大神平囃子 宮前区 無形民俗文化財

12
紙本着色地獄図
附　紙本着色九相図

10幅
附　1幅

中原区
有形文化財
（絵画）

44 菅祝唄 多摩区 無形民俗文化財

13 絹本着色仏涅槃図 　1幅 中原区
有形文化財
（絵画）

45 登戸古民謡 多摩区 無形民俗文化財

14 木造地蔵菩薩坐像 　1 幸区
有形文化財
（彫刻）

46 五反田節 多摩区 無形民俗文化財

15 銅造千手観音坐像懸仏 1 幸区
有形文化財
（彫刻）

47 宿河原囃子 多摩区 無形民俗文化財

16 木造蛙彫刻 　1 多摩区
有形文化財
（彫刻）

48 静翁寺順禮供養塔（道標） 1基 幸区 有形民俗文化財

17 原家文書 一括 中原区
有形文化財
（古文書）

49 大戸神社狛犬 1対 中原区 有形民俗文化財

18 上田文書 一括 高津区
有形文化財
（古文書）

50 下作延神明神社手水鉢 1基 高津区 有形民俗文化財

19 志村家文書 一括 麻生区
有形文化財
（古文書）

51 末長杉山神社扁額（杉山大明神） 1面 高津区 有形民俗文化財

20 ゐのくち式ポンプ 1基 川崎区
有形文化財
（歴史資料）

52 末長杉山神社扁額（神明宮） 1面 高津区 有形民俗文化財

21 石碑「平和の礎」 1基 中原区
有形文化財
（歴史資料）

53 末長杉山神社手水鉢 1基 高津区 有形民俗文化財

22 陸軍軍用地境界標 1基 中原区
有形文化財
（歴史資料）

54 末長杉山神社力石 1基 高津区 有形民俗文化財

23 お化け灯籠 1基 宮前区
有形文化財
（歴史資料）

55 「神功皇后と武内宿禰」の家型大絵馬 1面 宮前区 有形民俗文化財

24 算額 1面 多摩区
有形文化財
（歴史資料）

56 等覚院手洗鉢 1基 宮前区 有形民俗文化財

25 ひとみ座乙女文楽 中原区 無形文化財 57 蚕影山祠堂関係資料 一括 多摩区 有形民俗文化財

26 下小田中菊花会 中原区 無形民俗文化財 58 中野島稲荷神社手水鉢 1基 多摩区 有形民俗文化財

27 中丸子神明大神のおびしゃ 中原区 無形民俗文化財 59 中野島稲荷神社扁額（明和9年銘） 1面 多摩区 有形民俗文化財

28 登戸敬神講 多摩区 無形民俗文化財 60 中野島稲荷神社扁額（安政5年銘） 1面 多摩区 有形民俗文化財

29 若宮八幡宮神楽 川崎区 無形民俗文化財 61 向原の石造弁財天像 1 麻生区 有形民俗文化財

30 川中島囃子 川崎区 無形民俗文化財 62 旧陸軍登戸研究所の遺構群 多摩区
記念物
（遺跡関係）

31 中島八幡神社囃子 川崎区 無形民俗文化財 63 伝十郎桃 川崎区
記念物
（動植物関係）

32 大師古民謡 川崎区 無形民俗文化財

川崎市地域文化財一覧 公表前・取扱注意
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川崎市地域文化財顕彰制度要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市内（以下「市内」という。）で、市民生活、市民

文化や地域風土に根ざして継承されてきた文化財を、川崎市地域文化財（以

下「地域文化財」という。）として顕彰及び記録することにより、文化財が

人をつなぎ、地域を守り育むまちづくりに寄与することを目的とした川崎市

地域文化財顕彰制度（以下「顕彰制度」という。）について、必要な事項を

定めるものとする。 

 （地域文化財の対象） 

第２条 地域文化財の対象は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）、

神奈川県文化財保護条例（昭和３０年神奈川県条例第１３号）及び川崎市文

化財保護条例（昭和３４年川崎市条例第２４号）の規定による指定、登録、

選択、選定及び認定（以下「指定等」という。）がされていないもので、次

の各号に掲げるものとする。 

（１）有形文化財 

建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化

的所産で歴史上又は芸術上の意義を有するもの並びに考古資料及び歴史資

料として重要なもの 

（２）無形文化財 

演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上の 

意義を有するもの 

（３）無形民俗文化財 

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技 

術その他の無形の文化的所産で、市民生活の推移の理解に役立つもの 

（４）有形民俗文化財 
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無形民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民生 

活の推移の理解に役立つもの 

（５）記念物（遺跡関係） 

   古墳、社寺跡、城跡、旧宅その他の遺跡で学術上の意義を有するもの 

（６）記念物（名勝地関係） 

   庭園、林叢、井泉、丘陵その他の名勝地で歴史上又は芸術上の意義を有

するもの 

（７）記念物（動植物及び地質鉱物等関係） 

動植物及び地質、鉱物等で学術上の意義を有するもの 

（８）文化的景観 

地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された 

景観地で地域の生活又は生業の理解に役立つもの 

（９）伝統的建造物群 

周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群 

（10）文化財保存技術 

市内の文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能 

 （地域文化財候補の選出） 

第３条 地域文化財の候補は、次のいずれかから推薦されたものとする。 

（１）市民団体等 

（２）市内各区役所 

（３）川崎市文化財審議会委員 

２ 前項の規定による地域文化財の候補を推薦しようとする者（以下「推薦者 

」という。）は、川崎市地域文化財推薦書（第１号様式）に対象文化財の概

要がわかる写真その他必要な資料を添えて川崎市教育委員会教育長（以下「

教育長」という。）に提出しなければならない。 
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３ 推薦者は、同意書（第２号様式）により所有者及び権原に基づく占有者（ 

以下「所有者等」という。）の同意を得なければならない。ただし、所有者

等が判明しない場合は、この限りでない。 

 （地域文化財の決定） 

第４条 地域文化財の決定は、教育長が行う。 

２ 教育長は、地域文化財の決定にあたり、川崎市文化財審議会の意見を聴く

こととする。 

 （証書の交付） 

第５条 前条による決定をしたときは、教育長は所有者等に川崎市地域文化財

証書（第３号様式）を交付する。ただし、所有者等が判明しない場合は、当

該地域文化財の管理者に交付することとする。 

 （地域文化財の管理） 

第６条 地域文化財の所有者等及び管理者（以下「所有者・管理者等」という

。）は、地域文化財を適切に管理し、保存・活用に努めるものとする。 

２ 所有者・管理者等は、地域文化財の管理や現状変更等に際して、川崎市教

育委員会（以下「教育委員会」という。）に助言を求めることができる。 

３ 教育委員会は、地域文化財の所有者・管理者等に対し、その管理及び保護

について必要な助言を行うものとする。 

 （滅失又は毀損等の届出） 

第７条 地域文化財が滅失、毀損又は亡失したときは、所有者等又は管理者は

滅失・毀損・亡失届（第４号様式）により、速やかにその事由を具して教育

長に届け出るものとする。 

 （現状変更及び所在変更の届出） 

第８条 地域文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしよ

うとするとき及び地域文化財の所在を変更し、又は所有権を移転しようとす
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るときは、所有者等は現状変更・所在変更届（第５号様式）により、教育長

に届け出るものとする。 

 （所有者・管理者等の変更） 

第９条 所有者・管理者等は、地域文化財の所有者・管理者等に変更が生じた

場合は、新しく所有者・管理者等となったものが、所有者・管理者等変更届

（第６号様式）により、速やかに教育長に届け出るものとする。 

 （証書の再交付） 

第１０条 所有者・管理者等が川崎市地域文化財証書を紛失若しくは亡失し、

又は著しく破損若しくは汚損したときは、川崎市地域文化財証書再交付申請

書（第７号様式）を教育長に提出し再交付を受けることができる。 

 （地域文化財の顕彰） 

第１１条 教育委員会は、地域文化財の管理に支障のない範囲で広く市内外に

周知し、地域文化財に関する情報発信を行うものとする。 

 （地域文化財の記録） 

第１２条 教育委員会は、地域文化財について、川崎市地域文化財台帳（第８

号様式）に登載し、現状変更等の履歴及び活用について記録する。 

（地域文化財の決定の取消） 

第１３条 教育長は、地域文化財が次の各号のいずれかに該当することとなっ

た場合は、地域文化財の決定を取り消すものとする。 

（１）滅失、毀損等により地域文化財としての価値を失ったとき。 

（２）地域文化財が市内に所在しなくなったとき。 

（３）文化財保護法、神奈川県文化財保護条例及び川崎市文化財保護条例によ

る指定等を受けたとき。 

２ 教育長は、地域文化財が次の各号のいずれかに該当する場合は、地域文化

財の決定を取り消すことができる。 
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（１）所有者等からの申し出があったとき。 

（２）前号に掲げるもののほか、特別な事由が生じたとき。 

３ 教育長は、前２項の規定により決定を取り消した場合は、川崎市地域文化

財決定取消通知書（第９号様式）により、所有者等に通知するものとする。 

 （事務の所管） 

第１４条 顕彰制度の運営に関し必要となる事務は、川崎市教育委員会事務局

生涯学習部文化財課が所管する。 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１２月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１１月１日３０川教文第６８０号） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 
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