
　史跡橘樹官衙遺跡群は、武蔵国橘樹郡の役所跡である橘樹郡家〔郡衙〕跡（千年伊勢山台遺跡）

とその西側に造営された古代寺院跡である影向寺遺跡から構成される古代官衙遺跡である（第１・

２図）。遺跡群は、地方官衙の成立から廃絶に至るまでの経過をたどることができる希有な遺跡で、

その成立の背景や構造の変化の過程が判明する等、７世紀から 10 世紀の官衙の実態とその推移

を知る上で重要であるとして、平成 27（2015）年３月 10 日に川崎市初の国史跡に指定された。

　橘樹官衙遺跡群を構成する橘樹郡家跡については、国史跡指定を目指す中で、本市の貴重な歴

史文化遺産として保存活用の基本的な考え方を定め、今後の保存・整備・活用の推進を図るため、

平成 24（2012）年度に「橘樹郡衙推定地保存活用の基本的な考え方について」（以下、「基本的

な考え方」という。）を政策決定し、その基本方針として次の３点を掲げた。

１　橘樹郡衙は全国的にも貴重な歴史文化遺産であり、後世まで継承する遺跡として位置づけ、

　保存・整備・活用を進める。

２　橘樹郡衙の中核部分を重点保護エリアに設定し、地権者からの同意を得る等、国史跡の指定

　を目指した取組を進める。

３　国史跡指定後は、国庫補助等を活用しながら保存・整備を進め、地域の協力を得ながら積極

　的な活用を図る。

　この政策決定を受け、川崎市教育委員会では、平成25（2013）年度に有識者による橘樹郡衙調

査指導委員会を設置し、その指導・助言を受けて、国史跡指定を目指した取組を進めるととも

に、地域の歴史文化を活かした魅力あるまちづくりを推進することを目的に「川崎市文化財保護

活用計画」を策定した。また、国史跡指定後は、平成27（2015）年度に橘樹郡衙調査指導委員会

を調査整備委員会に改編して、史跡の保存・整備について指導・助言を行う整備部会を新たに設

置した。そして、この整備部会を中心に、史跡橘樹官衙遺跡群の将来にわたる保存整備・活用の

基本的な方針を定めた「国史跡橘樹官衙遺跡群保存活用計画」（以下、「保存活用計画」とい

う。）を平成30（2018）年２月に策定するとともに、保存活用計画に基づき、平成30（2018）年

度中に整備基本計画を策定する。

　なお、史跡の保存・整備・活用については、地域や市民との連携・協働が不可欠であるため、

保存活用計画及び本計画の案の作成に際しては、意見募集（パブリック・コメント）を実施する

等、地域や市民の意向が反映されるよう手続上の配慮を行った。

　史跡橘樹官衙遺跡群の保存・整備・活用を通じ、遺跡群及びその周辺地域がもつ歴史や価値を

活かしたまちづくりを図るため、史跡橘樹官衙遺跡群の保存・整備に関する整備基本計画を定め

る。

　橘樹官衙遺跡群とは、川崎市高津区子母口から宮前区野川にかけて所在する、子母口植之台遺

第１章　計画策定の沿革と目的
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第２節　計画の目的
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第１図　遺跡群広域位置図
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第１図　遺跡群広域位置図
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第２図　遺跡群位置図
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第２図　遺跡群位置図



跡（蓮乗院北遺跡）、橘樹郡家跡（千年伊勢山台遺跡）、影向寺遺跡、影向寺台遺跡、影向寺北

遺跡、野川神明社遺跡、野川東耕地遺跡、三荷座前遺跡という、古代官衙関連遺構等が検出され

ている８つの遺跡の総称であり、このうち史跡橘樹官衙遺跡群は、橘樹郡家跡（千年伊勢山台遺

跡）と影向寺遺跡の一部である。

　整備基本計画の対象範囲は、保存活用計画の地区区分Ａ地区及びＢ地区にあたる、国史跡指定

地を中心とした、橘樹郡家跡（千年伊勢山台遺跡）と影向寺遺跡全域とする（第３図）。

　整備基本計画の対象期間は、概ね平成31（2019）年度から平成60（2048）年度までの30年間

とする。その上で、最初の10年間を短期計画とし、平成33（2021）年度までを第１期、平成36

（2024）年度までを第２期、平成40（2028）年度までを第３期として、それぞれの期間における

整備の基本計画を策定する。また、短期計画終了後については、長期計画として将来的な整備の

方向性を定める。

　なお、整備基本計画策定後における、国史跡への追加指定、橘樹官衙遺跡群における発掘調査

第４節　計画期間

第３節　計画の対象範囲
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第３図　橘樹官衙遺跡群における地区区分図 （保存活用計画）
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第 19 図　橘樹官衙遺跡群における地区区分及び基準



（１）専門委員会

　前述したように、本市では、史跡橘樹官衙遺跡群における調査・研究、保存・整備・活用の指

導・助言を得るため、学識者等で構成される専門委員会として調査整備委員会を設置している。

整備基本計画の策定にあたっては、この調査整備委員会において、専門的な立場から客観的な意

見や指導・助言等を受けた。また、調査整備委員会には、調査・研究等を扱う調査部会、史跡の

保存・整備等を扱う整備部会の２つの専門部会を置いている。

　整備基本計画策定に関する検討については、主に整備部会で行った。整備部会には、地域や市

民の目線からの意見等も取り入れるため、地元町会・町内会や史跡保存会から地元代表者もオブ

ザーバーとして参加した。

［調査整備委員会名簿（平成30（2018）年度）］

（委員）

の進展、史跡の保存・整備・活用に関する諸事業の実施状況等を踏まえ、概ね10年毎に内容の見

直しを図るものとする。

（オブザーバー）

委員氏名等 所属・役職等 部会

大上　周三 元神奈川県教育委員会課長代理 調査部会（考古学）

小澤　毅 三重大学人文学部教授 調査部会（考古学）

御堂島　正 大正大学教授・川崎市文化財審議会委員 調査部会（考古学）

大橋　泰夫 島根大学法文学部教授 調査部会（考古学）

佐藤　信(委員長) 大学共同利用機関法人人間文化研究機構理事 調査部会・整備部会（古代史）

田尾　誠敏(副委員長) 東海大学非常勤講師 調査部会・整備部会（考古学）

倉本　宣 明治大学農学部教授・川崎市文化財審議会委員 整備部会（緑地学）

鹿野　陽子 岐阜県立国際アカデミー客員教授 整備部会（造園学［景観］）

箱崎　和久 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所都城発掘調査部 遺構研究室長 整備部会（建築史）

松田　陽 東京大学大学院人文社会系研究科准教授 整備部会（文化資源学）

所属・役職等 氏名

文化庁文化資源活用課文化財調査官 中井　將胤

文化庁文化財第二課主任文化財調査官 禰冝田　佳男

神奈川県教育委員会教育局文化遺産課世界遺産登録推進グループGL 谷口　肇

神奈川県教育委員会教育局文化遺産課世界遺産登録推進グループ 有吉　俊憲

神奈川県教育委員会教育局文化遺産課埋蔵文化財グループ主幹 井澤　純

高津区千年町会会長・橘樹郡衙跡史跡保存会会長 柏木　靖男

宮前区野川町内会会長 白井　哲夫

橘樹郡衙跡史跡保存会 大川　健

影向寺重要文化財・史跡保存会会長 柴原　裕

影向寺重要文化財・史跡保存会（影向寺副住職） 加藤　虔裕

所属・役職等 氏名

川崎市教育委員会事務局生涯学習部長 前田　明信

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課長 服部　隆博

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課担当係長 栗田　一生

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課職員 佐貫　僚

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課職員 新井　悟

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課職員 小野　寿美子

所属・役職等 氏名

副市長（議長） 伊藤　弘

総務企画局長 唐仁原　晃

財政局長 三富　吉弘

市民文化局長 鈴木　賢二

経済労働局長 原田　津一

まちづくり局長 綿貫　康治

建設緑政局長 奥澤　豊

高津区長 髙梨　憲爾

宮前区長 小田嶋　満

教育長 渡邊　直美

教育委員会事務局教育次長 小椋　信也

所属・役職等 氏名

教育委員会事務局生涯学習部長(幹事長) 前田　明信

総務企画局都市政策部企画調整課担当課長 中岡　祐一

財政局財政部財政課長 大山　啓祐

財政局資産管理部資産運用課長 後藤　康浩

市民文化局市民文化振興室担当課長 白井　豊一

経済労働局産業振興部観光プロモーション推進課長 中山　健一

まちづくり局総務部企画課長 塚田　雄也

建設緑政局緑政部みどりの保全整備課長 木村　博彦

高津区役所まちづくり推進部企画課長 中谷　明美

高津区役所まちづくり推進部地域振興課長 鈴木　和彦

宮前区役所まちづくり推進部企画課長 山口　美穗

宮前区役所まちづくり推進部地域振興課長 笹倉　賢治

教育委員会事務局総務部企画課長 田中　一平

教育委員会事務局生涯学習部文化財課長 服部　隆博

　　　　　　　　第５節　委員会等の設置・経過
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（幹事会）

（事務局）

（２）橘樹官衙遺跡群保存整備活用に関する庁内検討委員会

　平成29（2017）年度に策定した保存活用計画の素案・最終計画案等を検討するにあたり、川崎

市役所内における円滑な調整・協議及び情報の共有化等を図るため、調査整備委員会の指導・助

言等のもと、平成28（2016）年度に庁内に副市長を議長とした局長級で組織する「橘樹官衙遺跡

群保存整備活用に関する庁内検討委員会」（以下、「庁内検討委員会」という。）を設置し、さ

らに、庁内検討委員会には課長級で組織した作業部会である幹事会を設置したが、整備基本計画

の策定に際しても、引き続き、庁内検討委員会及び幹事会で検討を行った。

（委員）

所属・役職等 氏名

文化庁文化資源活用課文化財調査官 中井　將胤

文化庁文化財第二課主任文化財調査官 禰冝田　佳男

神奈川県教育委員会教育局文化遺産課世界遺産登録推進グループGL 谷口　肇

神奈川県教育委員会教育局文化遺産課世界遺産登録推進グループ 有吉　俊憲

神奈川県教育委員会教育局文化遺産課埋蔵文化財グループ主幹 井澤　純

高津区千年町会会長・橘樹郡衙跡史跡保存会会長 柏木　靖男

宮前区野川町内会会長 白井　哲夫

橘樹郡衙跡史跡保存会 大川　健

影向寺重要文化財・史跡保存会会長 柴原　裕

影向寺重要文化財・史跡保存会（影向寺副住職） 加藤　虔裕

所属・役職等 氏名

川崎市教育委員会事務局生涯学習部長 前田　明信

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課長 服部　隆博

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課担当係長 栗田　一生

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課職員 佐貫　僚

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課職員 新井　悟

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課職員 小野　寿美子

所属・役職等 氏名

副市長（議長） 伊藤　弘

総務企画局長 唐仁原　晃

財政局長 三富　吉弘

市民文化局長 鈴木　賢二

経済労働局長 原田　津一

まちづくり局長 綿貫　康治

建設緑政局長 奥澤　豊

高津区長 髙梨　憲爾

宮前区長 小田嶋　満

教育長 渡邊　直美

教育委員会事務局教育次長 小椋　信也

所属・役職等 氏名

教育委員会事務局生涯学習部長(幹事長) 前田　明信

総務企画局都市政策部企画調整課担当課長 中岡　祐一

財政局財政部財政課長 大山　啓祐

財政局資産管理部資産運用課長 後藤　康浩

市民文化局市民文化振興室担当課長 白井　豊一

経済労働局産業振興部観光プロモーション推進課長 中山　健一

まちづくり局総務部企画課長 塚田　雄也

建設緑政局緑政部みどりの保全整備課長 木村　博彦

高津区役所まちづくり推進部企画課長 中谷　明美

高津区役所まちづくり推進部地域振興課長 鈴木　和彦

宮前区役所まちづくり推進部企画課長 山口　美穗

宮前区役所まちづくり推進部地域振興課長 笹倉　賢治

教育委員会事務局総務部企画課長 田中　一平

教育委員会事務局生涯学習部文化財課長 服部　隆博

所属・役職等 氏名

文化庁文化資源活用課文化財調査官 中井　將胤

文化庁文化財第二課主任文化財調査官 禰冝田　佳男

神奈川県教育委員会教育局文化遺産課世界遺産登録推進グループGL 谷口　肇

神奈川県教育委員会教育局文化遺産課世界遺産登録推進グループ 有吉　俊憲

神奈川県教育委員会教育局文化遺産課埋蔵文化財グループ主幹 井澤　純

高津区千年町会会長・橘樹郡衙跡史跡保存会会長 柏木　靖男

宮前区野川町内会会長 白井　哲夫

橘樹郡衙跡史跡保存会 大川　健

影向寺重要文化財・史跡保存会会長 柴原　裕

影向寺重要文化財・史跡保存会（影向寺副住職） 加藤　虔裕

所属・役職等 氏名
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高津区長 髙梨　憲爾
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　川崎市では、本市の将来像を示す「川崎市総合計画」に基づき、「『成長』と『成熟』の調和

による持続可能な『最幸のまち』」を目指した取組を進めている。また、「川崎市文化財保護活

用計画」においても、各地域の歴史や文化・伝統の中で育まれた文化財等を「歴史文化資産」と

して捉え、本市のまちづくり・ひとづくりを進めていく上での重要な構成要素であるとしてい

る。第４図は、整備基本計画と川崎市上位関連計画の関係性を示したものである。

川崎市総合計画　　　　　　　第２期実施計画

第２次川崎市教育振興基本計画

「かわさき教育プラン」

（平成27（2015）年３月策定）

川崎市文化財保護活用計画

（平成 26（2014）年３月策定）

国史跡橘樹官衙遺跡群保存活用計画
（平成30（2018）年２月策定）

国史跡橘樹官衙遺跡群整備基本計画

（平成30（2018）年３月策定）（平成28（2016）年３月策定）

第２期実施計画

（平成30（2018）年３月策定）

第２期川崎市文化芸術振興計画（平成 26（2014）年３月策定）

都市計画マスタープラン全体構想（平成 29（2017）年３月改定）

川崎市シティプロモーション戦略プラン

　
（平成 27（2015）年３月策定）

川崎市緑の基本計画（平成 30（2018）年３月改定）

新・かわさき観光振興プラン（平成 28（2016）年２月策定）

第６節　上位関連計画と本計画との関係
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第４図　国史跡橘樹官衙遺跡群整備基本計画と関連計画との関係




