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１ 既存文化財調査の概要 
 

（１）文化財の把握調査 

伊豆の国市内の文化財について、各教育委員会が、町史編纂の基礎資料とするために文化財の

調査を実施した。また、伊豆の国市歴史的風致維持向上計画の策定にあたり、市内全域の文化財

を把握するために、平成 28年度（2016）に市教育委員会による把握調査を実施した。 

表 4-1 町史関係刊行物一覧（令和４年３月時点） 

書籍名 発行者名 刊行年 

韮山町 

韮山町史の栞 第1集 韮山町教育委員会 昭和52年（1977） 

韮山町史の栞 第2集 韮山町教育委員会 昭和53年（1978） 

韮山町史の栞 第3集 韮山町教育委員会 昭和54年（1979） 

韮山町史 第1巻 （考古編） 韮山町教育委員会 昭和54年（1979） 

韮山町史 第2巻 （考古編） 韮山町教育委員会 昭和55年（1980） 

韮山町史の栞 第4集 韮山町教育委員会 昭和55年（1980） 

韮山町史の栞 第5集 韮山町教育委員会 昭和56年（1981） 

韮山町史の栞 第6集 韮山町教育委員会 昭和57年（1982） 

韮山町史の栞 第7集 韮山町教育委員会 昭和58年（1983） 

韮山町史の栞 第8集 韮山町教育委員会 昭和59年（1984） 

韮山町史の栞 第9集 韮山町教育委員会 昭和60年（1985） 

韮山町史 第3巻 上 （古代中世編） 韮山町教育委員会 昭和60年（1985） 

韮山町史 第3巻 下 （古代中世編） 韮山町教育委員会 昭和61年（1986） 

韮山町史の栞 第10集 韮山町教育委員会 昭和61年（1986） 

韮山町史 第3巻 中 （古代中世編） 韮山町教育委員会 昭和62年（1987） 

韮山町史の栞 第11集 韮山町教育委員会 昭和62年（1987） 

韮山町史 第4巻 （寺院編） 韮山町教育委員会 昭和63年（1988） 

韮山町史の栞 第12集 韮山町教育委員会 昭和63年（1988） 

韮山町史 第5巻 上 （近世編） 韮山町教育委員会 平成元年（1989） 

韮山町史の栞 第13集 韮山町教育委員会 平成元年（1989） 

韮山町史 別編資料集2「韮山町の民家」 韮山町教育委員会 平成2年（1990） 

韮山町史の栞 第14集 韮山町教育委員会 平成2年（1990） 

韮山町史 第5巻 下 （近世編） 韮山町教育委員会 平成3年（1991） 

韮山町史の栞 第15集 韮山町教育委員会 平成3年（1991） 

韮山町史 第6巻 上 （韮山代官） 韮山町教育委員会 平成4年（1992） 

韮山町史の栞 第16集 韮山町教育委員会 平成4年（1992） 

韮山町史 別編資料集1「韮山町の民具」 韮山町教育委員会 平成4年（1992） 

韮山町史 第7巻 （近現代編） 韮山町教育委員会 平成5年（1993） 

韮山町史 第9巻 （民俗編） 韮山町教育委員会 平成5年（1993） 

韮山町史の栞 第17集 韮山町教育委員会 平成5年（1993） 

韮山町史 第6巻 下 （韮山代官） 韮山町教育委員会 平成6年（1994） 

韮山町史 別編資料集3「韮山町の神社」 韮山町教育委員会 平成6年（1994） 

韮山町史の栞 第18集 韮山町教育委員会 平成6年（1994） 

韮山町史 第8巻 （近現代編） 韮山町教育委員会 平成7年（1995） 

韮山町史 第10巻 （通史Ⅰ） 韮山町教育委員会 平成7年（1995） 

韮山町史の栞 第19集 韮山町教育委員会 平成7年（1995） 

韮山町史 第11巻 （通史Ⅱ） 韮山町教育委員会 平成8年（1996） 

韮山町史 別編資料集4「韮山町四日町の年中行事と思い出す事」 韮山町教育委員会 平成8年（1996） 

韮山町史の栞 第20集 韮山町教育委員会 平成8年（1996） 
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韮山町史 第12巻 （通史Ⅲ） 韮山町教育委員会 平成9年（1997） 

韮山町史の栞 第21集 韮山町教育委員会 平成9年（1997） 

韮山町史 別編資料集5「近世史料 補遺」 韮山町教育委員会 平成10年（1998） 

韮山町史の栞 第22集 韮山町教育委員会 平成10年（1998） 

韮山町史 年表 韮山町教育委員会 平成11年（1999） 

伊豆長岡町 

町史資料 第1集 学校編 伊豆長岡町教育委員会 昭和57年（1982） 

町史資料 第2集 宗教編 伊豆長岡町教育委員会 昭和58年（1983） 

町史資料 第3集 行政編其の1 伊豆長岡町教育委員会 昭和59年（1984） 

町史資料 第4集 行政編其の2 伊豆長岡町教育委員会 
 

町史資料 第5集 温泉編 伊豆長岡町教育委員会 平成5年（1993） 

町史資料 別編1 津田家古文書 伊豆長岡町教育委員会 平成8年（1996） 

伊豆長岡町史 上巻 （原始・古代・中世） 伊豆長岡町教育委員会 平成8年（1996） 

伊豆長岡町史 中巻 （近世） 伊豆長岡町教育委員会 平成12年（2000） 

町史資料 別編2 伊豆長岡町諸家古文書（1） 伊豆長岡町教育委員会 平成17年（2005） 

伊豆長岡町史 下巻 （近現代） 伊豆長岡町教育委員会 平成18年（2006） 

町史資料 別編3 伊豆長岡町諸家古文書（2） 伊豆長岡町教育委員会 平成18年（2006） 

大仁町   

大仁町史編纂資料 第1集「大仁町の旧石器・縄文文化」 大仁町教育委員会 昭和44年（1969） 

大仁町史編纂資料 第2集「三福向原」 大仁町教育委員会 
 

大仁町史編纂資料 第3集「田京国府論①」 大仁町教育委員会 昭和47年（1972） 

大仁町史編纂資料 第4集「大仁町の古墳文化」 大仁町教育委員会 
 

大仁町史編纂資料 第5集「神島・田京の国府論②」 大仁町教育委員会 
 

大仁町史編纂資料 第6集「大仁村史」 大仁町教育委員会 昭和49年（1974） 

大仁町史編纂資料 第7集「吉田村史」 大仁町教育委員会 昭和51年（1976） 

大仁町史編纂資料 第8集「三福村史」 大仁町教育委員会 昭和52年（1977） 

大仁町史編纂資料 第9集「大仁町のあけぼの」 大仁町教育委員会 昭和59年（1984） 

大仁町史編纂資料 第10集「田京区史」 大仁町教育委員会 昭和59年（1984） 

大仁町史編纂資料 第11集「神島・中島村史」 大仁町教育委員会 平成5年（1993） 

大仁町史編纂資料 第12集「御門村史」 大仁町教育委員会 平成8年（1996） 

大仁町史編纂資料 第13集「白山堂村史」 大仁町教育委員会 平成8年（1996） 

大仁町史編纂資料 第14集「守木村史」 大仁町教育委員会 平成11年（1999） 

大仁町史編纂資料 第15集「宗光寺村史」 大仁町教育委員会 平成11年（1999） 

大仁町史編纂資料 第16集「浮橋村史」 大仁町教育委員会 平成17年（2005） 

大仁町史編纂資料 第17集「田原野村史」 大仁町教育委員会 平成17年（2005） 

大仁町史編纂資料 第18集「下畑村史」 大仁町教育委員会 平成17年（2005） 

大仁町史編纂資料 第19集「長者原開発史」 大仁町教育委員会 平成17年（2005） 

大仁町史 資料編２ 近世 伊豆の国市教育委員会 平成21年（2009） 

大仁町史 資料編１ 考古・古代・中世・美術 伊豆の国市教育委員会 平成22年（2010） 

大仁町史 資料編３ 近現代 伊豆の国市教育委員会 平成23年（2011） 

大仁町史 通史編１ 原始・古代・中世・近世 伊豆の国市教育委員会 平成26年（2014） 

大仁町史 通史編２ 近現代・民俗・美術 伊豆の国市教育委員会 平成26年（2014） 

 

さらに、国の補助を受け、静岡県教育委員会が静岡県内の文化財調査を実施した。その内、伊

豆の国市に該当するものは表 4-2のとおり。 

表 4-2 静岡県文化財把握調査報告書一覧（令和４年３月時点） 

書籍名 発行者名 刊行年 

静岡県文化財調査報告書12 静岡県の民家 静岡県教育委員会 昭和48年（1973） 

静岡県文化財調査報告書19 静岡県の近世製寺社建築  

近世寺社建築緊急調査報告書 
静岡県教育委員会 昭和54年（1979） 

静岡県文化財調査報告書23 静岡県の中世城郭跡 静岡県教育委員会 昭和56年（1981） 
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静岡県文化財調査報告書31 静岡県歴史の道調査報告書 下田街道 静岡県教育委員会 昭和59年（1984） 

静岡県文化財調査報告書55 静岡県の近代化遺産  

静岡県の近代化遺産（建造物等）総合調査報告書 
静岡県教育委員会 平成12年（2000） 

静岡県文化財調査報告書57 静岡県の近代和風建築  

静岡県近代和風建築総合調査報告書 
静岡県教育委員会 平成14年（2002） 

 

（２）個別文化財の調査 

把握調査や開発行為に伴う発掘調査・史跡等の内容確認のための発掘調査等で把握された各文

化財について、市・県・国・研究機関等が個別に調査を実施し、報告書を刊行している。各文化

財の調査報告書は表4-3のとおり。 

表 4-3 既存調査報告書一覧（令和４年３月時点） 

書籍名 発行者名 発行年 

重要文化財江川家住宅修理工事報告書 重要文化財江川家住宅修理委員会 昭和38年（1963） 

重要文化財 江川家住宅東蔵他一二棟保存修理工事報告書 財団法人 江川文庫 平成13年（2001） 

韮山代官江川家関係資料目録（一） 文化庁文化財部美術学芸課 平成25年（2013） 

韮山代官江川家関係資料目録（二） 文化庁文化財部美術学芸課 平成25年（2013） 

韮山代官江川家関係資料目録（三） 文化庁文化財部美術学芸課 平成25年（2013） 

韮山代官江川家関係資料目録（四） 文化庁文化財部美術学芸課 平成25年（2013） 

韮山代官江川家関係資料目録（五） 文化庁文化財部美術学芸課 平成25年（2013） 

韮山代官江川家関係資料目録（六） 文化庁文化財部美術学芸課 平成25年（2013） 

江川家関係写真目録 文化庁文化財部美術学芸課 平成25年（2013） 

伊豆長岡町花坂島橋古窯址発掘調査報告『駿豆の遺跡研究』(2) 加藤学園考古学研究所 昭和51年（1976） 

山木遺跡建築部材調査報告書 奈良文化財研究所 平成23年（2011） 

静岡埋蔵文化財調査研究所調査報告 第1集 

八島遺跡 伊豆中央道埋蔵文化財発掘調査報告書 

財団法人  

静岡県埋蔵文化財調査研究所 
昭和58年（1983） 

静岡埋蔵文化財調査研究所調査報告 第90集 

韮山城跡・韮山城内遺跡 平成7年度静岡県韮山高等学校プール改修工事

に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 

財団法人  

静岡県埋蔵文化財調査研究所 
平成9年（1997） 

静岡埋蔵文化財調査研究所調査報告 第169集 

韮山城跡Ⅱ 平成17年度静岡県立韮山高等学校夜間照明施設工事に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書 

財団法人  

静岡県埋蔵文化財調査研究所 
平成18年（2006） 

静岡県文化財調査報告書９田方郡韮山町奈古谷遺跡緊急調査概報  

宮原方形周溝墓と花ヶ崎古墳 
静岡県教育委員会 昭和45年（1970） 

静岡県文化財調査報告書11田方郡韮山町神崎遺跡緊急調査概報 静岡県教育委員会 昭和47年（1972） 

静岡県文化財調査報告書35 駿河・伊豆の横穴群 

静岡県内横穴群分布調査報告書Ⅱ 本文編 
静岡県教育委員会 昭和61年（1986） 

静岡県文化財調査報告書35 駿河・伊豆の横穴群 

静岡県内横穴群分布調査報告書Ⅱ 地名表・分布地図表 
静岡県教育委員会 昭和61年（1986） 

静岡県文化財調査報告書45 韮山城跡 県立韮山高等学校建て替え 

工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
静岡県教育委員会 平成4年（1992） 

静岡県文化財調査報告書60  

江川文庫古文書資料調査報告書 一 書画・典籍・武器類 
静岡県教育委員会 平成19年（2007） 

静岡県文化財調査報告書60 

江川文庫古文書資料調査報告書 二 古文書（一） 
静岡県教育委員会 平成19年（2007） 

静岡県文化財調査報告書60 

江川文庫古文書資料調査報告書 三 古文書（二） 
静岡県教育委員会 平成19年（2007） 

静岡県文化財調査報告書64 

江川文庫古文書資料調査報告書 四 古文書（三） 
静岡県教育委員会 平成23年（2011） 

静岡県文化財調査報告書64 

江川文庫古文書資料調査報告書 五 古文書（四） 
静岡県教育委員会 平成23年（2011） 

静岡県文化財調査報告書64 

江川文庫古文書資料調査報告書 六 古文書（五） 
静岡県教育委員会 平成23年（2011） 

静岡県文化財調査報告書65 静岡県教育委員会 平成24年（2012） 
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江川文庫古文書資料調査報告書 七 古写真・染織 

静岡県文化財調査報告書66 

江川文庫古文書資料調査報告書 八 補遺編 
静岡県教育委員会 平成24年（2012） 

静岡県埋蔵文化財センター報告書第8集 

万願寺跡 連源寺急傾斜地崩壊対策事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
静岡県埋蔵文化財センター 平成24年（2012） 

韮山村山木遺跡（報告書№.1） 韮山町教育委員会 昭和37年（1962） 

伊豆韮山前峠（NO.2） 韮山町教育委員会 昭和41年（1966） 

伊豆韮山宮下遺跡（No.3） 韮山町教育委員会 昭和42年（1967） 

山木遺跡２次調査報告（No.4） 韮山町教育委員会 昭和44年（1969） 

伊豆韮山奈古谷神社遺跡（No.5） 韮山町教育委員会 昭和44年（1969） 

田方郡韮山町奈古谷遺跡緊急調査概報（No.6） 韮山町教育委員会 昭和45年（1970） 

伊豆韮山願成就院発掘調査概報（No.7） 韮山町教育委員会 昭和46年（1971） 

田方郡韮山町神崎遺跡緊急調査概報（No.8） 韮山町教育委員会 昭和47年（1972） 

願成就院跡第三次発掘調査略報（No.9） 韮山町教育委員会 昭和51年（1976） 

山木遺跡第3次調査概報（No.10） 韮山町教育委員会 昭和51年（1976） 

山木遺跡第4次調査概報（No.11） 韮山町教育委員会 昭和52年（1977） 

多田・妹ヶ窪遺跡発掘調査概報（No.12） 韮山町教育委員会 昭和53年（1978） 

蛭ヶ島調査報告書（No.13） 韮山町教育委員会 昭和54年（1979） 

韮山歴史民俗資料館竣工記念 韮山町教育委員会 昭和54年（1979） 

山木遺跡第6次調査概報（No.15） 韮山町教育委員会 昭和56年（1981） 

兵衛ノ森遺跡発掘調査概要 韮山町教育委員会 昭和56年（1981） 

願成就院跡第4次発掘調査略報（No.16） 韮山町教育委員会 昭和57年（1982） 

山木遺跡第7次調査概報（No.17） 韮山町教育委員会 昭和57年（1982） 

御所之内遺跡第1次発掘調査概報（No.18） 韮山町教育委員会 昭和58年（1983） 

御所之内遺跡第2次発掘調査概報（No.19） 韮山町教育委員会 昭和59年（1984） 

御所之内遺跡第発掘調査報告書（No.20） 韮山町教育委員会 昭和60年（1985） 

御所之内遺跡第4次発掘調査概報（No.21） 韮山町教育委員会 昭和61年（1986） 

御所之内遺跡第5次発掘調査概報（No.22） 韮山町教育委員会 昭和62年（1987） 

韮山カントリー内遺跡発掘調査概報（No.23） 韮山町教育委員会 昭和63年（1988） 

願成就院跡第6次発掘調査略報（No.24） 韮山町教育委員会 昭和63年（1988） 

御所之内遺跡第8次発掘調査概報（No.25） 韮山町教育委員会 平成元年（1989） 

史跡韮山反射炉保存修理事業報告書 韮山町教育委員会 平成元年（1989） 

満願寺第3次発掘調査概報（No.26） 韮山町教育委員会 平成2年（1990） 

御所之内遺跡第9次発掘調査概報（No.27） 韮山町教育委員会 平成2年（1990） 

御所之内遺跡第10次発掘調査概報（No.28） 韮山町教育委員会 平成3年（1991） 

御所之内遺跡第11次発掘調査概報（No.29） 韮山町教育委員会 平成4年（1992） 

韮山カントリークラブ地内遺跡群（No.30） 韮山町教育委員会 平成5年（1993） 

御所之内遺跡第15次発掘調査概報（No.31） 韮山町教育委員会 平成5年（1993） 

久根ヶ崎遺跡（No.32） 韮山町教育委員会 平成6年（1994） 

伊豆韮山円成寺遺跡（No.33） 韮山町教育委員会 平成7年（1995） 

御所之内遺跡第18次発掘調査概報（No.34） 韮山町教育委員会 平成7年（1995） 

平成7年度町内遺跡調査報告書（No.36） 韮山町教育委員会 平成8年（1996） 

平成8年度町内遺跡調査報告書（No.37） 韮山町教育委員会 平成9年（1997） 

韮山町史跡整備基本構想Ⅰ 韮山町教育委員会 平成9年（1997） 

御所之内遺跡第14次発掘調査概報（No.38） 韮山町教育委員会 平成10年（1998） 

史跡北条氏邸跡発掘調査概報（No.39） 韮山町教育委員会 平成11年（1999） 

山木遺跡（第17次）（No.40） 韮山町教育委員会 平成13年（2001） 

韮山町埋蔵文化財調査報告Ⅰ（No.41） 韮山町教育委員会 平成14年（2002） 

史跡北条氏邸跡発掘調査報告書Ⅰ（No.42） 韮山町教育委員会 平成14年（2002） 

守山中世史跡群策定報告書 韮山町教育委員会 平成14年（2002） 

山木遺跡（第18次）（No.43） 韮山町教育委員会 平成16年（2004） 

韮山町埋蔵文化財調査報告Ⅱ（No.44） 韮山町教育委員会 平成17年（2005） 

守山の自然環境 韮山町教育委員会 平成17年（2005） 

大師山横穴 伊豆長岡町教育委員会 昭和51年（1976） 

59



  ４章 文化財の把握調査に関する現状と課題 

大北横穴群Ⅱ 伊豆長岡町教育委員会 昭和54年（1979） 

大北横穴群Ⅲ 伊豆長岡町教育委員会 昭和55年（1980） 

鳥井前遺跡 伊豆長岡町教育委員会 昭和56年（1981） 

大北横穴群 伊豆長岡町教育委員会 昭和56年（1981） 

湯ヶ洞山遺跡の調査 伊豆長岡町教育委員会 平成5年（1993） 

花坂島橋古窯址 伊豆長岡町教育委員会 平成6年（1994） 

別所遺跡 伊豆長岡町教育委員会 平成9年（1997） 

江間堰撤去30年記念誌 伊豆長岡町教育委員会 平成10年（1998） 

茅野B遺跡発掘調査報告書（No.4） 大仁町教育委員会 昭和54年（1979） 

長者ヶ原大平遺跡群発掘調査概報（No.5） 大仁町教育委員会 昭和55年（1980） 

上ノ田遺跡遺跡発掘調査報告書（No.6） 大仁町教育委員会 昭和59年（1984） 

阿原遺跡発掘調査報告書（No.8） 大仁町教育委員会 昭和59年（1984） 

菖蒲ヶ池A遺跡発掘調査報告書（No.7） 大仁町教育委員会 昭和60年（1985） 

仲道A遺跡（No.9） 大仁町教育委員会 昭和61年（1986） 

長者ヶ原大平遺跡群第Ⅱ次調査概報（No.10） 大仁町教育委員会 昭和61年（1986） 

公蔵免遺跡発掘調査報告書（No.11） 大仁町教育委員会 平成2年（1990） 

長者ヶ原大平遺跡群発掘調査報告書（No.12） 大仁町教育委員会 平成5年（1993） 

山崎・段遺跡発掘調査報告書（No.13） 大仁町教育委員会 平成6年（1994） 

高勝寺遺跡発掘調査報告書（No.14） 大仁町教育委員会 平成7年（1995） 

笹子遺跡・上西ノ窪A遺跡（No.15） 大仁町教育委員会 平成9年（1997） 

仲道遺跡 平石古墳群 平成8年度（No.17） 大仁町教育委員会 平成9年（1997） 

仲道遺跡 平石古墳群 平成9年度（No.18） 大仁町教育委員会 平成10年（1998） 

仲道A遺跡第Ⅲ次発掘調査報告書（No.16） 大仁町教育委員会 平成11年（1999） 

仲道遺跡 平石古墳群 平成10年度（No.19） 大仁町教育委員会 平成11年（1999） 

伊豆の国市埋蔵文化財調査報告書Ⅰ（No.1） 伊豆の国市 平成18年（2006） 

韮山城跡外池第1地点発掘調査報告書（No.2） 伊豆の国市 平成18年（2006） 

伊豆の国市埋蔵文化財調査報告書Ⅱ（No.3） 伊豆の国市 平成18年（2006） 

伊豆の国市遺跡地図 2006版 伊豆の国市 平成18年（2006） 

山木遺跡第19次発掘調査報告書（No.4） 伊豆の国市 平成19年（2007） 

伊豆の国市埋蔵文化財調査報告書Ⅲ（御所之内遺跡）（No.5） 伊豆の国市 平成20年（2008） 

伊豆の国市埋蔵文化財調査報告書Ⅳ（光照寺遺跡 他）（No.6） 伊豆の国市 平成21年（2009） 

伊豆の国市埋蔵文化財調査報告書Ⅴ（願成就院跡）（No.7） 伊豆の国市 平成23年（2011） 

坂本遺跡 第7次調査（No.8） 伊豆の国市 平成23年（2011） 

伊豆の国市遺跡地図 2013版 伊豆の国市 平成25年（2013） 

史跡北条氏邸跡（円成寺跡）発掘調査報告書Ⅱ（No.9） 伊豆の国市 平成28年（2016） 

内中遺跡発掘調査報告書（No.10） 伊豆の国市 平成29年（2017） 

笠石山洞穴発掘調査報告書（No.11） 伊豆の国市 平成30年（2018） 

史跡願成就院跡・史跡伝堀越御所跡・史跡北条氏邸跡（円成寺跡） 

保存活用計画 
伊豆の国市 平成31年（2019） 

韮山反射炉関係資料集第1巻 上・下 伊豆の国市 平成31年（2019） 

大庭遺跡発掘調査報告書 伊豆の国市 令和2年（2020） 

韮山反射炉関係資料集第2巻 上・下 伊豆の国市 令和2年（2020） 

史跡北条氏邸跡（円成寺跡）発掘調査報告Ⅲ 伊豆の国市 令和2年（2020） 

韮山反射炉関係資料集第3巻  伊豆の国市 令和3年（2021） 

江川家年中行事調査報告書 伊豆の国市 令和3年（2021） 

横落Ｂ遺跡発掘調査報告書 伊豆の国市 令和4年（2022） 
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（３）市内文化財の把握調査の状況 

令和３年度（2021）時点での市内文化財の把握調査の状況は次の表4-4のとおりである。 

表 4-4 市内文化財の把握調査の状況 

 
有形文化財 

無

形

文

化

財 

民俗文化財 記念物 

文

化

的

景

観 

伝

統

建

造

物

群 
その他 

美

術

工

芸

品 

建

造

物 

有
形
民
俗
文
化
財 

無
形
民
俗
文
化
財 

遺

跡 

名

勝

地 

動
物
、
植
物
、 

地

質

鉱

物 

伝
承
・
方
言
等 

旧
町
名 

韮
山
町 

○ ○ 未 ○ 未 ○ 未 △ 未 × △ 

伊
豆
長
岡
町 

○ ○ 未 △ 未 ○ 未 △ 未 × × 

大
仁
町 

○ ○ 未 △ 未 〇 未 △ 未 × △ 

〇：概ね調査済、△調査不足、×：該当なし、未：未調査   

   

   

２ 文化財の把握調査に関する課題 
 

これまで述べた本市の文化財の把握調査に関する現状から、次のような課題が考えられる。 

・ 建造物・美術工芸品（彫刻・歴史資料・考古資料）・民俗文化財・史跡（遺跡）については、

市・県・国・研究機関等による調査で、一定の状況把握がなされ、その後の指定・登録に繋がっ

ているものが多数ある一方で、詳細調査に至っていないものも残る。 

・ 無形文化財・名勝地・動物・植物・地質鉱物・文化的景観については、調査不足及び未調査で

あり、十分な把握に至っていない。また、伝承や方言等、文化財保護法第２条の１から５で定義

する以外の文化財についても、部分的な調査に留まり、全容の把握に至っていない。 

・ 町史編纂事業により把握された文化財は、期間が経過しているものもあり、現状の把握が必要

である。 
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