
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜松市は平成 28 年度から、これまでの国・静岡県・

浜松市指定文化財や国登録文化財という従来の文化

財保護制度とは別に、地域で大切にされてきた歴史・

文化・自然などの資源を、「浜松地域遺産」として認

定する制度をはじめました。その第１期として初年度

に認定した文化財 91 件を、平成 29 年 3 月 22 日に、

浜松市教育委員会定例会で報告いたしました。 

 地域遺産認定制度は、まだ指定文化財や国登録文化

財ほど知られていないとしても、市内のそれぞれの地

域で、長く慣れ親しまれ、継承されてきた貴重な文化

資源を、地域からご推薦いただくことで認定し、郷土

の宝として顕彰するものです。さらに後世へと末永く

継承されることを期待するとともに、地域遺産を活用

した地域活性化事業が展開されることで、個性ある地

域の創造に寄与することを目的としています。 

 指定文化財と異なり、所有者のみなさまに制約をか

けるものではございません。また、認定された文化財

を都合により解除することも可能です。その反面、認

定制度では、補助金などの対象にはなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 認定された文化財を核として、地域を改めて見直す

ようなイベントや文化財の維持復元に取り組む地域

連携などは、浜松市が募集している地域力向上事業や

みんなの浜松創造プロジェクトの助成対象にもなり

えますので、それぞれ担当課とご相談ください。 

 平成 28 年度は、同年 7 月 1 日から 10 月 31 日ま

で募集し、市内各地域から 96 件の申請が寄せられま

した。そのうち、開始された年代がまだ若いもの、新

たに創作されたものなどを除き、点数をとりまとめる

などして 91 件を認定いたしました。有形文化財・記

念物・民俗文化財をはじめ、まだ市内では指定文化財

が無い伝統的建造物群などの種別も認定しています。

なお、「伝承地」という種別を設けて、詳細な調査経

歴をもたない遺産も認定するようつとめています。 

（※裏面の一覧表をご覧ください。） 

 平成 29 年度も、同様に募集を開始する予定です。

制約の少ない制度として、できるだけ多くの地域資源

を顕彰できることを期待しておりますので、今年度も

積極的なご応募をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

浜松市文化財情報 

浜松市中区元城町 103-2（浜松市役所本館 3 階） 

TEL:053-457-2466 

E-mail: bunkazai@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
  

発行：浜松市文化財課 

浜松地域遺産（第１期）を認定いたしました！ 

お知らせ 

 長くお読みいただいた『浜松市文化財情報』は、本紙（号外）をもちまして、しばらく休刊いたします。 

 これまでお手に取っていただき、たいへんありがとうございました。当面の浜松市内の文化財に関する情報、当課の

主催するイベント等につきましては、「広報はままつ」の他、浜松市ホームページ、また平成 29年 1月 15日に開所した

浜松市地域遺産センターの Facebook等をご覧ください。 

号外 2017年 4月 15日              編集・発行：浜松市文化財課 053-457-2466 

 



平成 28年度「浜松地域遺産」認定一覧 
 

 区 名  称 種  類   区 名  称 種  類 

1 中区 賀茂真淵筆懐紙 書籍・典籍  47 

北区 

松山馬頭観音像 彫刻 

2 

東区 

舟岡山のトーチカ 史跡  48 伝井平氏居館跡 伝承地 

3 天王町東地蔵菩薩堂 有形民俗  49 井平氏墓所 史跡 

4 天王町東秋葉山常夜燈鞘堂 有形民俗  50 伝井平氏の殿村居館跡 伝承地 

5 天王町東引舞台家形 有形民俗  51 伊平の阿弥陀如来像 彫刻 

6 金田家住宅 建造物  52 林森神社境内 史跡 

7 白鳥町子安神社境内 史跡  53 野末甚左衛門の墓 史跡 

8 白鳥の富士石 有形民俗  54 滝清水役行者像 有形民俗 

9 有玉神社の流鏑馬神事 無形民俗  55 長興寺聖観世音菩薩像 彫刻 

10 松之浦神社の注連縄 無形民俗  56 東久留女木の万歳楽 無形民俗 

11 中野町の町並み 伝統的建造物群  57 正泉寺涅槃図 絵画 

12 村越家石蔵 建造物  58 本龍寺涅槃図 絵画 

13 高橋本家石蔵・土蔵 建造物  59 渓雲寺境内 史跡 

14 大塚家石蔵 建造物  60 井伊直平の墓 史跡 

15 井熊家石蔵 建造物  61 伝鎧橋跡 伝承地 

16 高橋家石蔵 建造物  62 満州道路 近代化遺産 

17 和田家石蔵 建造物  63 井殿の塚 史跡 

18 中ノ町村道路元標 史跡  64 細江神社の祇園まつり 無形民俗 

19 舟橋紀功碑 歴史資料  65 
浜北 

区 

宮口の三階屋台 有形民俗 

20 天竜川実測図 歴史資料  66 長久院文書 古文書 

21 大𤭖神社境内 史跡  67 中瀬村大橋家関係資料 歴史資料 

22 中野町の煙火 無形民俗  68 

天竜 

区 

赤石構造線赤石裂線 天然記念物 

23 浜松領東境領境石 歴史資料  69 鹿島の船宿 建造物 

24 

西区 

賀久留神社の神幸祭 無形民俗  70 熊平家住宅 建造物 

25 馬郡観音堂旧蔵大般若経 書籍・典籍  71 米沢のごんぐら 建造物 

26 息神社の田遊祭 無形民俗  72 石神市場の竜燈様 有形民俗 

27 舞阪の大太鼓祭り 無形民俗  73 旧順誠堂齋藤医院 建造物 

28 洞雲寺境内 史跡  74 二俣町二俣の秋葉山道標 有形民俗 

29 随縁寺大日堂扁額 工芸品  75 玖延寺弘法大師像 有形民俗 

30 随縁寺涅槃図 絵画  76 長光寺涅槃図 絵画 

31 随縁寺十六善神図 絵画  77 玖延寺涅槃図 絵画 

32 随縁寺大日如来像 彫刻  78 栄林寺涅槃図 絵画 

33 雄踏歌舞伎万人講 無形民俗  79 旧石神小学校校舎 建造物 

34 

南区 

頭陀寺弘法大師像 彫刻  80 笹岡城跡 史跡 

35 頭陀寺地蔵菩薩像 彫刻  81 光明電鉄阿蔵トンネル 近代化遺産 

36 頭陀寺薬師道の道標 歴史資料  82 光明電鉄二俣口駅ホーム跡 近代化遺産 

37 頭陀寺役行者像 有形民俗  83 浦川歌舞伎 無形民俗 

38 鎌砥池 伝承地  84 佐久間竜神の舞 無形民俗 

39 頭陀寺半鐘 工芸品  85 長養寺涅槃図 絵画 

40 

北区 

金指市神様の祭祀 無形民俗  86 長養寺馬頭観音像 有形民俗 

41 近藤季用の墓 史跡  87 長養寺道祖神 有形民俗 

42 実相寺鐘楼門 建造物  88 八幡神楽 無形民俗 

43 実相寺涅槃図 絵画  89 クロツバメシジミとツメレンゲ 天然記念物 

44 伝井平城跡 伝承地  90 気多森林鉄道関係資料 歴史資料 

45 滝清水千手観音像 彫刻  91 白倉峡 名勝 

46 松山聖観音像 彫刻      
 


