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川崎市市民ミュージアム 収蔵品レスキューの状況について 

川崎市市民ミュージアムは、令和元年東日本台風により、地階に設置された収蔵庫が浸水し、

建物や設備のみならず、収蔵品にも大きな被害が発生しました。 

定期的な報告として、令和 4年 12 月 31 日現在の状況をお知らせいたします。 

１ 収蔵品レスキューのこれまでの経過について（下線：前回からの更新箇所）

（１）これまでに支援いただいた団体 

（２）レスキュー支援体制（レスキューに入った延べ人数）  

   ・委託事業者（指定管理者含む）13,249 人 

    ・川崎市職員                                        1,669 人 

    ・外部支援団体                                    3,623 人 

     合計                                                     18,541 人 

２ 収蔵品のレスキュー状況（令和 4年 12 月 31日現在）（下線：前回からの更新箇所） 

分野 
収蔵品 
総数 

収蔵品内訳 被災 
収蔵品 
総数 
※1

レスキュー状況 

作品・アーカ

イブズ資料・

図書

寄託品 
修復済 
※2

修復中 
※3

処分 

歴史 42,377 39,696 2,681 29,423 25 69 0

民俗 13,981 13,951 30 13,738 9 40 29

考古 72,072 72,053 19 71,678 35,514 21 0

美術文芸 18,120 18,107 13 9,004 1,508 1,270 0

グラフィック 11,037 11,037 0 11,012 113 120 1

写真 33,113 32,932 181 21,395 734 205 4,802

漫画 74,503 74,503 0 73,679 429 2,145 37,479

映画 13,301 12,808 493 13,301 1,033 501 0

映像 28,131 27,238 893 2,413 0 0 1,129

合計 306,635 302,325 4,310 245,643 39,365 4,372 43,440

※1 レスキュー作業の状況等により、収蔵品数が増減する場合がある。 

※2  修復不要を含む。 

※3  修復前準備中を含む。  

文化遺産防災ネットワーク推進会議（10団体）  その他支援・協力団体（7団体） 

独立行政法人国立文化財機構   神奈川県博物館協会 

独立行政法人国立美術館   日本大学芸術学部写真学科 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構   東京大学史料編纂所 

国立国会図書館  学校法人専門学校 東洋美術学校 

公益財団法人日本博物館協会  学校法人帝京大学 

公益社団法人日本図書館協会  神奈川地域資料保全ネットワーク 

全国美術館会議  学校法人東海大学 

全国歴史民俗系博物館協議会  

特定非営利活動法人 文化財保存支援機構（ＪＣＰ）  

一般社団法人国宝修理装 師連盟

資料１ 
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３ 収蔵品のレスキュー状況概要（令和 4年 12月 31 日現在） 

（★：前回からの更新箇所） 

【指定文化財】 

現状 資料名等 

修復済 ★市重要歴史記念物[考古]「下原遺跡縄文時代後・晩期出土品」のうち 2件 

（写真 1） 

修復中 ・市重要歴史記念物[歴史]「古筆手鑑（披香殿）」 

★市重要郷土資料[民俗]「大師河原の漁撈具」のうち 3件 

応急処置済 ・市重要郷土資料[民俗]「獅子頭」1件 

・市重要郷土資料[民俗]「大師河原の漁撈具」のうち 454 件 

・市重要歴史記念物[考古]「細山坂東谷古墓出土火葬骨蔵器」 

・市重要歴史記念物[考古]「下原遺跡縄文時代後・晩期出土品」のうち 2,487 件

★市重要歴史記念物[考古]「宿河原縄文時代低地遺跡出土品」のうち 211 件 

被災前 修復前 修復後 

【歴 史】 

現状 資料名等 

修復中 ・絵図「主上御東幸之節玉川船はしの図」 

★破損仏など 3 件 

★瓦版 12 件 

★絵図 18 件 

★高札 9件 

★双頭レール 1 件 

★浮世絵「虎山附近騎兵ヲ攻撃ス」など 24件 

応急処置済 ★紙資料（古文書）約 2,750 件 

・紙資料（浮世絵、瓦版、絵図など） 約 20 件 

・物資料（屏風、建築部材、電化製品など） 約 490 件 

応急処置中 ★紙資料（古文書）約 4,460 件 

・紙資料（古文書）約 330 箱 

冷凍保管中 ・紙資料（古文書）約 100 箱 

・紙資料（広報紙、新聞、絵図など）約 230 件 

写真１ 市重要歴史記念物[考古]「下原遺跡時代後・晩期出土品」（高坏形土器） 
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【民 俗】 

現状 資料名等

修復中 ★絵馬「向いめ」など 26件 

★板戸 4件 

★浮世絵「とうせいうさぎのよめいり」など 7件

応急処置済 ・紙資料（掛軸など） 約 70 件 

・物資料（民具など） 約 13,000 件 

冷凍保管中 ・紙資料 約 80箱 

【考 古】 

現状 資料名等 

修復済 

(修復不要) 

★稲荷森遺跡（大型深鉢形土器）（修復不要）（写真２） 

★市内採集（稲荷森遺跡、神庭遺跡、下原遺跡、野川東耕地遺跡、黒川丸山遺

跡など）の土器片、瓦片、石器など 24,216 件（修復不要） 

修復中 ★「麻生台横穴墓群 3号横穴墓出土直刀」など 21件 

応急処置済 ★洗浄乾燥済（3,512 箱） 

応急処置中 ・順次、洗浄・乾燥（1,488 箱） 

被災前 修復後（修復不要） 

【美術文芸】 

現状 資料名等

修復済

(修復不要を含む) 
★大矢紀 「恵庭岳」（写真３） 

★まどみちお 絵日記 120 点（写真４） 

★渡辺豊重「パドヴァの夢」「走りだしたモクモク」（写真５） 

★近藤恵介・冨井大裕「私とその状況（あっけない絵画、明快な彫刻）」など 7

点（修復不要）（写真６） 

修復中 ・安田靫彦「小鏡子」「神農」など 3点 

★大矢紀 「有珠新山」など 4点 

★結城天童「真珠養殖」 

・まど・みちお 絵日記 736 点 

・渡辺豊重「1982 年ピクニック」など 2点 

★斎藤寿一版画「青い点Ⅱ」、スケッチ など 11点     

★田中岑「瑞光」など 5点     

写真２ 稲荷森遺跡（大型深鉢形土器）   
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★麻生三郎「人」 

★佐藤惣之助 色紙  

★浮世絵・明治期版画 506 点 

応急処置済 ・安田靫彦本画 1点 

・大矢紀 19点 

・石渡風古画稿 約 1,000 点 

・結城天童作品、関連資料 約 20 点 

・佐藤惣之助、岡本かの子 約 30 点 

・市内作家 

（渡辺豊重 約 50 点、田中岑 約 100 点 斎藤寿一 約 90 点、スケッチ 約 10

点、ほか現代作家約 50点） 

・関連作品、資料 

（浮世絵・明治期版画 約 800 点） 

応急処置中 ★岩崎貴宏作品など 9点 

冷凍保管中 ・書籍、まど・みちお関連資料など 30箱 

被災前 修復前 修復後 

被災前 修復前 修復後 

写真３ 大矢紀 「恵庭岳」 

写真４ まどみちお 絵日記 
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被災前 修復前 修復後 

被災前 修復前 修復後（修復不要） 

【グラフィック】 

現状 資料名等 

修復中 ・ロートレック「ムーラン・ルージュのラ・グーリュ」など 5点 

★アール・ヌーヴォー  ポスター（シェレ「エミール・ゾラの小説『大地』」な

ど） 98 点 

・アール・デコ  ポスター（レオン・アストランヌ「パンプローナのサン・フェ

ルミン祭」など） 11 点 

・現代版画（デイヴィッド・ホックニー「ストラヴィンスキーのポスター」） 

★貴重書籍（ロートレック「無精」など） 5 点 

応急処置済 ・アール・ヌーヴォー ポスター 41 点 

・アール・デコ ポスター  276 点 

・現代版画 401 点 

・プロパガンダポスター 136 点 

・日本の現代ポスターなど 1,819 点 

・オリンピックポスター、外国ポスターなど 885 点 

・マガジンカバー 681 点 

応急処置中 ・ポスターなど 約 6,000 点 

冷凍保管中 ・外国ポスターなど 19 箱 

【写 真】 

現状 資料名等

修復済 ★20世紀写真（存命作家）（森栄喜 「intimacy」など）40点

修復中 ★19世紀写真（J.R.ブラック発行「ファー・イースト」合本など） 91 点 

★20 世紀写真（存命作家）（新井卓「2011 年 6 月 5 日、釜石、座礁したアジア

ン・シンフォニー号」など）114 点

写真５ 渡辺豊重「パドヴァの夢」 

写真６ 近藤恵介・冨井大裕「私とその状況（あっけない絵画、明快な彫刻）」 
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応急処置済 ・19 世紀写真 108 点 

・木村伊兵衛写真賞受賞作品 249 点 

★グラフ雑誌、写真帖 23 点 

・カメラ機材 10 件 

応急処置中 ★19 世紀写真 178 点 

冷凍保管中 ・19 世紀写真、20世紀写真など 33 箱 

・写真帖、雑誌、書籍など 97箱 

【漫 画】 

現状 資料名等

修復中 ★漫画原画（岡本一平「無題(諷刺画)」など） 2,025 点 

★油彩画（岡本一平「辻斬り」、井上洋介「電車図」）

★版本（鳥山石燕「図画百鬼夜行」） 6点 

★浮世絵「子供遊連名附」など 112 件

応急処置済 ・漫画原画 549 点 

・油彩画など 68 点 

・軸 50 点 

★漫画雑誌など 930 点 

応急処置中 ・漫画原画、漫画雑誌など 491 点 

・亜鉛版 1 件 

冷凍保管中 ・原画、漫画雑誌、書籍など 約 260 箱 

【映 画】 

現状 資料名等 

修復中 ・久保一雄スケッチ 500 点 

・6mm 音声資料 1 点 

応急処置済 ・今井正「どっこい生きてる」など 1,942 点 

・井手雅人関連資料 493 点 

・久保一雄関連資料 4,355 点 

・神代辰巳関連資料 89 点 

・小川プロ関連資料 2,036 点 

・独立プロ映画関連資料（ポスター） 33 点 

冷凍保管中 ・映画監督、脚本関連資料など 24箱 

【映 像】 

現状 資料名等 

応急処置済 ・日本映像カルチャーセンター関連作品など 277 点 

冷凍保管中 ・実相寺昭雄関連脚本など 12箱 

【借 用】 

現状 資料名等 

修復済 ★犬塚勉展作品（油彩画・スケッチ） 61 点 

修復中 ・犬塚勉展作品（油彩画・スケッチ） 3 点 


