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　文化財は、郷土の歴史や文化を理解する大切な資料であり、地域文化発展の基盤となる貴重な遺産である。そしてこうした
文化財を守り後世に伝えていくことは、私たちに課せられた重大な使命であり、責務である。
　そのため、文化財の指定や保護の促進、文化財の公開・活用の実践、文化財愛護意識の高揚・啓蒙などを図るべく下記の事
業を実施した。

委員任期　平成２６年７月１日～平成２９年６月３０日

氏名　　　　　　　分野　　　　略歴　　　　　　　　　　任命 

小川　一朗　　　古文書　　　愛知県史特別調査員　　　※再任　平成５年７月～
中川原　育子　　仏教美術　　名古屋大学准教授　　　　※再任　平成１７年７月～
近藤　　修　　　植物　　　　環境省環境カウンセラー　※再任　平成２０年７月～
冨田　悦子　　　染色　　　　染色作家　　　　　　　　※再任　平成２０年７月～
菅野　良司　　　建築　　　　設計事務所代表取締役　　※再任　平成２０年７月～
愛甲　昇寛　　　工芸　　　　愛知県史特別調査員　　　※再任　平成２３年７月～
鬼頭　秀明　　　民俗　　　　民俗芸能研究家　　　　　※再任　平成２３年７月～
平松　良雄　　　考古　　　　宗教法人來薫院代表役員　※新任　平成２７年１０月～

平成２７年度
・第１回　平成２７年６月２５日（木）

①平成２６年度文化財保護事業報告について
②平成２７年度文化財保護事業及び主要予算について
③平成２７年度文化財標柱銘板新設・修繕予定について
④第５１回市民文化財めぐりについて
⑤優良文化財・調査研修会について
⑥その他

・第２回　平成２７年７月２９日（水）
①仁王胴具足の市指定について
②優良文化財調査・研修研修会について
③第５１回市民文化財めぐりについて
④第６２回文化財防火デー関連行事について
⑤その他

・第３回　平成２７年１２月１８日（金）
①仁王胴具足及び黒岩祭りの市指定について
②郷土史関係出版奨励事業について
③第６２回文化財防火デー関連行事について
④その他

・第４回　平成２８年３月２日（金）
　①仁王胴具足及び黒岩祭りの市指定について
・優良文化財調査・研修会

実施日　平成２７年１０月２２日（木）・２３日（金）　
研修場所　神奈川県立金沢文庫　特別展「仏教説話の世界」、真言律宗称名寺、鎌倉彫資料館、鶴岡八幡宮、臨済宗建長寺、
臨済宗円覚寺

平成 28年度
第 1 回　平成 28 年 5 月 27 日（金）

①平成 27 年度文化財保護事業報告について
②平成 28 年度文化財保護事業及び主要予算について
③平成 28 年 4 月～ 5 月の文化財保護活動等について
④第 52 回市民文化財めぐりについて

　１　文 化 財 保 護 審 議 会
（１）　委員と審議会の開催

Ⅱ　文 化 財 事 業
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⑤優良文化財調査・研修会について
⑥第 63 回文化財防火デー行事について
⑦その他

第 2 回　平成 28 年 7 月 22 日（金）
①優良文化財調査・研修研修会について
②第 52 回市民文化財めぐりについて
③第 63 回文化財防火デー行事について
④その他

第 3 回　平成 28 年 12 月 22 日（木）
①郷土史関係出版奨励事業について
②第 63 回文化財防火デー関連行事について
③一宮市文化財保護事業補助金交付要綱及び民俗芸能伝承保存事業補助金交付要綱の見直しについて
④その他

優良文化財調査・研修会
実施日　　平成 28 年 10 月 13 日（木）～ 10 月 14 日（金）　
研修場所　元興寺 、���寺、奈良市埋蔵文化財センター、薬師寺、唐招提寺

平成２７年度
①指定　市文化財保護審議会の答申を受け、市教育委員会において、平成２８年３月２２日に次の２件を市指定文化財とした。

②解除　市指定文化財保護審議会の答申を受け、市教育委員会において、平成２７年４月１７日に次の市指定文化財を解除した。

平成２８年度
指定　該当なし
解除　該当なし
　これにより、平成２９年３月３１日現在の市内の指定文化財は、国指定１８件（うち選定技術１件）、県指定３２件、市指定２５２
件、合計３０２件となった。また市内の国有形登録文化財は１３件である。

（２）　文化財の指定・解除

所有者所在地員数名称種別

一宮市一宮市大和町妙興寺 239 番地
（一宮市博物館）

1 領仁王胴具足有形文化（工芸品）

黒岩山車保存会一宮市浅井町黒岩字石刀塚 46－黒岩c園祭無形民俗文化財

指定年月日所有者所在地員数名称種別

昭和 54 年 2 月 8 日個人一宮市大和町苅安賀1 樹苅安賀のムクノキ植物
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　文化財は、私たちの過去の歴史や遠い先祖の生活を身近なものとして感じさせてくれる、大切な文化遺産である。こうした
文化財に触れることにより、先人を偲び、大切な文化財を愛護する心を培うために開催した。

平成２７年度　
第５１回市民文化財めぐり
開催日　平成２７年１１月５日（木）
コース　石刀神社→伊冨利部神社→堤治神社→頓聴寺→三岸節子記念美術館（特別展「一宮の文人野村一志と土田麦僊をめぐ

る画家たち」展）→博物館（特別展「浮世絵展～描かれた風景～」）
参加者　３３人、一宮市文化財保護審議会委員５人

平成２８年度　
第５２回市民文化財めぐり
開催日　平成２８年１１月２日（水）
コース　宝光寺→美濃路・萩原宿→樫の木文化資料館→萬葉公園高松分園→観音寺→長隆寺→中島宮→博物館（特別展「三英

傑とともに歩んだ浅野長政～～いちのみやの戦国時代」）
参加者　２６人、一宮市文化財保護審議会委員５人

　現在でも活動を続け継承されている無形（民俗）文化財の公演を行い、伝統芸能の保存継承に貢献するために開催した。

平成２７年度
平成２８年１月３１日（日）　島文楽保存会　市指定無形文化財「島文楽」　鑑賞者１０１人
平成２８年２月１４日（日）　宮後住吉踊保存会　市指定無形文化財「宮後住吉踊」　鑑賞者４０人
平成２８年２月２３日（日）　ばしょう踊保存会　県指定無形民俗文化財「ばしょう踊」　鑑賞者　３６人

平成２８年度
平成２９年３月５日（日）　　ばしょう踊保存会　県指定無形民俗文化財「ばしょう踊」　鑑賞者３１人
平成２９年３月１２日（日）　宮後住吉踊保存会　市指定無形文化財「宮後住吉踊」　鑑賞者２４人
平成２９年３月１９日（日）　島文楽保存会　市指定無形文化財「島文楽」　鑑賞者６６人

 １月２６日は、法隆寺金堂壁画が焼損した日（昭和２４年）に当たる。この日を「文化財防火デー」と定め、この日を中心とし
て文化財を火災、震災その他の災害から守るため、全国的に文化財防火運動を展開し、国民一般の文化財愛護思想の高揚を図
ることになっている。そこで、市教育委員会では、市消防本部予防課と合同で防火訓練・文化財防火パトロール・文化財管理
者研修会を実施した。

平成２７年度
第６２回文化財防火デー関連行事
①　文化財防火パトロール
実施日　　平成２８年１月１５日（金）
査察内容　文化財管理状況等点検、文化財周辺環境の点検・防火指導、防火用設備等の点検指導
査察者　　消防本部予防課予防担当１名、博物館事務局博物館グループ１名
場所　　　地蔵寺（本町通）、賀茂神社（木曽川町）、伊冨利部神社（木曽川町）、運善寺（浅井町）、長誓寺（浅井町）、耕雲

院（大和町）
②　文化財防火訓練
実施日　　平成２８年１月２２日（金）
場所　　　妙興寺境内（大和町）
参加者　　１８３人

　２　文 化 財 保 護 事 業
（１）　市民文化財めぐり

（２）　民俗芸能公演

（３）　文化財防火デー関連行事
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③　文化財管理者研修会
実施日　　平成２８年１月２２日（金）
内容　　　防火訓練参加及び熱田神宮宝物館見学
参加者　　２０人

平成２８年度
第６３回文化財防火デー関連行事
①　文化財防火パトロール
実施日　　平成２９年１月１３日（金）
査察内容　文化財管理状況等点検、文化財周辺環境の点検・防火指導、防火用設備等の点検指導
査察者　　消防本部予防課予防担当１名、博物館事務局博物館グループ１名
場所　　　小原の千体地蔵（開明）、圓光寺（浅井町）、浄蓮寺（千秋町）、頓受寺（浅井町）、常清寺（大和町）
②　文化財防火訓練
実施日　　平成２９年１月２６日（木）
場所　　　真清田神社境内（真清田）
参加者　　２１９人
③　文化財管理者研修会
実施日　　平成２８年１月２６日（木）
内容　　　防火訓練参加及び真清田神社宝物館見学
参加者　　２０人

　国及び愛知県指定文化財並びに一宮市指定文化財（以下「指定文化財」という。）で市内に存する文化財の保護、保存に必
要な事業を実施するのに要する経費の一部を補助することにより、指定文化財を保護することを目的とする。補助事業者等は、
市内に存する指定文化財の所有者及び管理者とする。

平成２７年度

（４）　文化財保護補助事業

補助事業内容申請者文化財名称区分

倒木処理宗教法人小塞神社小塞神社社叢市

備品（太鼓・専用台・笛）購入瀬部山車・臼台祭保存会臼台祭市

屋外消火栓等修繕・消火器購入宗教法人妙興寺妙興寺仏殿ほか 16 棟市

樹木剪定個人起のイブキ市

樹木剪定西大海道東町内会宅美神社のヒトツバタゴ市

保存修理宗教法人耕雲院木造進叟禅師坐像市

保存修理宗教法人地蔵寺木造不動明王立像市

古墳整備冨塚町内会冨塚古墳市

保存伝承重吉甘酒祭保存会甘酒祭市

清掃・除草小塞神社小塞神社社叢市

保存伝承島文楽保存会島文楽市

消防用設備等点検宗教法人長誓寺長誓寺本堂県

清掃・除草七つ石保存会七つ石市

施肥・消毒宗教法人野見神社野見神社のスダジイ市

保存伝承ばしょう踊保存会ばしょう踊県

保存伝承水法芝馬祭保存会水法芝馬祭県

消防用設備等点検宗教法人妙興寺妙興寺建造物国県市

保存伝承瀬部山車・臼台祭保存会臼台祭市

保存伝承石刀まつり山車保存会石刀祭市
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平成２８年度

　市内の民俗芸能及び地域に伝わる伝統行事の保存団体が、伝承保存事業を実施するのに要する経費の一部を補助することに
より、本市における民俗芸能及び伝統行事を保護することを目的とする。補助事業の内容は、民俗芸能及び伝統行事の伝承保
存事業で、毎年４月から翌年３月までに実施される事業。ただし、無形民俗文化財として指定を受けている事業は除く。補助
対象事業者等は、補助事業を実施する保存団体で、一宮民俗芸能連盟加盟団体及び必要と認める団体とする。ただし、文化財
として指定を受けている団体は除く。

補助事業内容申請者文化財名称区分

備品（太鼓・専用台・笛）購入瀬部山車・臼台祭保存会臼台祭市

保存修理宗教法人耕雲院木造不動明王立像市

防犯用設備設置宗教法人正福寺正福寺山門市

島文楽保存庫改修島文楽保存会島文楽市

人形（修理）、山車（修理）石刀まつり山車保存会石刀神社祭礼用山車市

樹木剪定宗教法人長誓寺長誓寺のカイズカイブキ市

樹木剪定・支柱修繕等宗教法人長誓寺長誓寺のシダレザクラ市

備品修繕（太鼓）黒岩祇園祭保存会黒岩祇園祭市

樹木剪定・養生東五城 10 組町内会出先のムクノキ市

保存伝承重吉甘酒祭保存会甘酒祭市

清掃・除草宗教法人小塞神社小塞神社社叢市

保存伝承島文楽保存会島文楽市

消防用設備等点検宗教法人長誓寺長誓寺本堂県

清掃・除草七つ石保存会七つ石市

施肥・消毒宗教法人野見神社野見神社のスダジイ市

保存伝承ばしょう踊保存会ばしょう踊県

保存伝承水法芝馬祭保存会水法芝馬祭県

保存伝承宮後住吉踊保存会宮後住吉踊市

消防用設備等点検宗教法人妙興寺妙興寺建造物国県市

保存伝承瀬部山車・臼台祭保存会臼台祭市

保存伝承石刀まつり山車保存会石刀祭市

保存伝承起六斎ばやし保存会起六斎ばやし市

火災保険加入小原町内会小原の千体地蔵市

保存伝承西五城木遣り及び棒振り保存会西五城木遣り及び棒振り市

清掃宗教法人賀茂神社玉ノ井清水市

維持管理宗教法人賀茂神社刀剣市

保存伝承黒岩祇園祭保存会黒岩祇園祭市

補助事業内容申請者文化財名称区分

保存伝承起六斎ばやし保存会起六斎ばやし市

火災保険加入小原町内会小原の千体地蔵市

保存伝承西五城木遣り及び棒振り保存会西五城木遣り及び棒振り市

清掃宗教法人賀茂神社玉ノ井清水市

維持管理宗教法人賀茂神社刀剣市

（５）　民俗芸能伝承保存事業
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平成２７年度

平成２８年度

　無形文化財である民俗芸能を広く後世に継承していくため、公演機会の提供を図り、出演謝礼を補助した。

補助事業内容申請者民俗芸能名称

保存伝承馬寄木遣音頭保存会木遣音頭　

保存伝承黒岩山車保存会祇園祭囃

保存伝承機織唄保存会機織唄

保存伝承一宮真清伶人会里神楽

保存伝承馬場獅子屋形打囃子保存会草笛太鼓打囃子

保存伝承笛太鼓保存会北今太鼓

補助事業内容申請者民俗芸能名称

保存伝承機織唄保存会機織唄

保存伝承一宮真清伶人会里神楽

保存伝承馬場獅子屋形打囃子保存会草笛太鼓打囃子

保存伝承笛太鼓保存会北今太鼓

（６）　民俗芸能伝承推進事業

鑑賞者数開催場所／申請者実施日

235 人一宮市立葉栗北小学校／同平成 27 年 6 月 3 日（水）

190 人島村公民館／島村町内会平成 27 年 9 月 21 日（月・祝）

130 人萩原公民館／一宮市高齢者の生きがいと健康づくり推進協議会萩原支部平成 27 年 10 月 13 日（火）

560 人一宮市立葉栗小学校／同平成 27 年 11 月 11 日（水）

140 人一宮市総合体育館多目的室／社会福祉協議会葉栗支会平成 27 年 11 月 20 日（金）

276 人一宮市立貴船小学校／同平成 28 年 2 月 19 日（金）

①　島文楽保存会

平成 27年度

鑑賞者数開催場所／申請者実施日

  83 人一宮市立今伊勢西小学校／同平成 28 年 2 月 3 日（水）

②　宮後住吉踊保存会

鑑賞者数開催場所／申請者実施日

  85 人杉山公民館／杉山町内会平成 28 年 9 月 11 日（日）

204 人島村公民館／島村町内会平成 28 年 9 月 25 日（日）

148 人今伊勢公民館／一宮市高齢者の生きがいと健康づくり推進協議会今伊勢支部平成 28 年 10 月 6 日（日）

123 人北方公民館一宮市高齢者の生きがいと健康づくり推進協議会北方支部平成 28 年 10 月 11 日（火）

285 人一宮地場産業ファッションデザインセンター　展示ホール ASC24 一宮同窓会平成 28 年 10 月 16 日（日）

190 人一宮市立神山小学校平成 29 年 1 月 26 日（木）

255 人一宮市立貴船小学校平成 29 年 2 月 17 日（金）

①　島文楽保存会
平成 28年度

鑑賞者数開催場所／申請者実施日

  75 人一宮市立今伊勢西小学校／同平成 29 年 2 月 3 日（金）

②　宮後住吉踊保存会



－８１－

　郷土史研究活動の振興に資することを目的に、一宮地方の郷土史に関する研究成果をまとめたもののうち、自費出版に対し
て印刷に要する経費の一部を補助した。補助対象は、一宮地方の歴史、考古、民俗、自然などに関する研究、成果をまとめた
もの。

平成２７年度　該当なし
平成２８年度
妙楽賢俊『西萩原ものがたり』
馬子の会『２千年の遺跡・５千人の町　ふるさと馬引のあゆみ』

平成２７年度
新規設置　なし
銘板取替　妙興寺（大和町）、宝光寺（萩原町）、運善寺（浅井町）
平成２８年度
新規設置　黒岩祇園祭（浅井町）
銘板取替　なし

　国指定名勝及び天然記念物「木曽川堤（サクラ）」の保護および樹勢の回復を図るため、防虫剤散布、下枝剪定、施肥、樹
木調査を実施した。

（７）　郷土史関係出版物奨励事業

（８）　文化財標柱の設置等

（９）　木曽川堤桜管理委託事業

（１０）　埋蔵文化財の発掘調査

滅失現存種別

10貝塚

018集落跡

15159遺物散布地

9231古墳

00古窯跡

39社寺跡

滅失現存種別

71城跡

03祭祀遺跡

03その他の墓

04その他の遺跡

410不明

179228合計

407総計

埋蔵文化財包蔵地　　　　　　　　　　　　平成 29 年 3 月 31 日現在

平成 27年度・平成 28 年度　なし

平成 27年度

平成 28 年度　なし

平成 27年度　なし
平成 28年度

発掘調査

所見遺構遺物原因遺跡名調査日

耕作土・造成土の下には、産業廃棄物が
埋設されていた。なし山茶椀・

土師質土器
工場・事務所・
新築伝法寺廃寺28.2.3

確認調査

試掘調査

所見遺構遺物原因所在地調査日

耕作土・造成土の下には、産業廃棄物が
埋設されていた。なし山茶椀・

土師質土器倉庫　新築丹陽町重吉字北屋敷28.9.23



－８２－

工事立会調査

原因保護法遺跡名届出日

個人住宅93時之島集落南遺跡27.4.1

個人住宅93開明高野島集落東遺跡27.4.7

個人住宅93時之島集落南遺跡27.4.10

ガス管93大野南一色遺跡27.4.15

電気93馬見塚遺跡27.4.12

個人住宅93苅安賀遺跡27.4.17

個人住宅93苅安賀遺跡27.4.17

ガス管93馬見塚遺跡27.4.23

ガス管93苅安賀遺跡27.4.23

電気93西大海道集落北遺跡27.4.27

個人住宅93苅安賀遺跡27.4.21

個人住宅93西大海道集落北遺跡27.5.22

個人住宅93河端集落南遺跡27.6.12

解体・試掘93神戸廃寺27.6.30

個人住宅93瀬部庚申塚古墳27.8.20

個人住宅93苅安賀遺跡27.8.25

個人住宅93河端集落南遺跡27.9.1

個人住宅93田所遺跡27.9.6

下水道94加納馬場集落北遺跡27.9.2

個人住宅93田所遺跡27.9.13

個人住宅93滝集落東遺跡27.9.11

個人住宅93苅安賀遺跡27.12.3

宅地造成93時之島集落南遺跡27.12.8
その他建物
( 店舗 )93小赤見集落南遺跡28.1.7

個人住宅93東高見遺跡28.2.16

電気93馬見塚遺跡27.5.15

電気93名栗集落北遺跡27.5.20

個人住宅93西大海道集落北遺跡27.5.27

個人住宅93馬見塚遺跡27.5.19

電気93島崎遺跡27.6.2

ガス管93五日市場集落南遺跡27.6.30

個人住宅93瀬部上ノ郷集落南遺跡27.7.10

ガス管93開明新田郷集落東遺跡27.7.21

電気93苅安賀遺跡27.8.6

下水道94

八王子遺跡、斉宮寺遺跡、
北川田遺跡、苅安賀遺跡、
蒲原遺跡、開明新田郷集
落東遺跡、門間沼遺跡、
中島住環添西切遺跡、中
島廃寺

27.7.30

下水道94森本薬師遺跡27.8.27

下水道94芝原古井戸遺跡27.9.1

下水道94加納馬場集落北遺跡27.9.2

下水道94浅野福寿庵遺跡27.9.1

下水道94長福寺廃寺27.9.1

下水道94浅野福寿庵遺跡27.9.1

ガス管93堂裏遺跡27.9.2

下水道94下浅野集落東遺跡27.8.26

原因保護法遺跡名届出日

下水道94下浅野集落東遺跡27.8.26

下水道94下浅野集落東遺跡27.9.9

下水道94加納馬場集落北遺跡27.9.9

下水道94加納馬場集落北遺跡27.9.2

下水道94加納馬場集落北遺跡27.9.2

下水道94浅野集落北遺跡27.9.4

下水道94浅野集落北遺跡27.9.4

下水道94浅野福寿庵遺跡27.9.4

下水道94浅野福寿庵遺跡27.9.4

下水道94浅野集落北遺跡27.9.4

下水道94浅野集落北遺跡27.9.4

下水道94浅野集落北遺跡27.9.4

下水道94浅野大茶木遺跡27.9.4

下水道94浅野大茶木遺跡27.9.4

下水道94浅野大茶木遺跡27.9.4

下水道94浅野大茶木遺跡27.9.4

下水道94浅野集落北遺跡27.9.4

下水道94浅野集落北遺跡27.9.4

下水道94八王子遺跡27.9.11

ガス管93苅安賀遺跡27.9.15

ガス管93馬見塚遺跡27.9.17

電気93於保集落北遺跡27.10.1

電気93田所遺跡27.10.28

個人住宅93馬見塚遺跡27.10.29

ガス管93苅安賀遺跡27.11.10

個人住宅93馬見塚遺跡27.11.21

上水道94大平遺跡27.11.26

ガス管93馬見塚遺跡27.12.8

個人住宅93森本薬師遺跡27.12.15

個人住宅93森本薬師遺跡27.12.15

電気93加納馬場集落東遺跡27.12.16

個人住宅93於保集落北遺跡27.12.22

個人住宅93小山集落北遺跡27.12.25
その他開発
( 古墳整備 )93冨塚古墳28.1.5

ガス管93馬見塚遺跡28.1.15

ガス管93馬見塚遺跡28.1.15

公園造成94森本集落東遺跡28.1.19

集合住宅93門間古墳、門間遺跡28.1.20

電気93馬見塚遺跡28.2.1

ガス管93馬見塚遺跡28.2.9

電信電話93八王子遺跡28.2.2

ガス管93苅安賀遺跡28.2.16

工場・事務所93伝法寺廃寺27.12.25

電気93馬見塚遺跡28.2.22

個人住宅93森本薬師遺跡28.2.12

個人住宅93前田遺跡28.2.23

平成２７年度 ９７件
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原因保護法遺跡名届出日

電気93時之島集落南遺跡28.3.4

電気93高木遺跡28.3.8

電気93瀬部上ノ郷集落南遺跡28.3.16

電気93九日市場集落南遺跡28.3.17

ガス管93馬見塚遺跡28.3.23

原因保護法遺跡名届出日

その他建物
( 遊技場・駐車場 )93九日市場円ノ内遺跡28.3.11

個人住宅93高木遺跡28.2.26

その他建物
( 児童福祉施設 )93時之島集落南遺跡28.10.16

原因保護法遺跡名届出日

個人住宅93堂浦遺跡28.4.13

電気93北川田遺跡28.4.15

電気93瀬部上ノ郷集落南遺跡28.4.21

個人住宅93中島往還添西切遺跡28.4.28

店舗93大毛池田遺跡28.4.21

個人住宅93馬寄集落遺跡28.4.28

個人住宅93高木遺跡28.5.11

ガス管93林野集落北遺跡28.5.17

個人住宅93九日市場堂尻遺跡28.5.18

下水道94重吉鋳物師海道遺跡28.5.24

その他93尾張病院山中遺跡28.5.31

ガス管93高木遺跡28.5.26

電柱93高木遺跡28.6.3

電柱93瀬部上之郷集落南遺跡28.6.3

個人住宅93佐千原集落遺跡28.6.7

個人住宅93佐千原集落遺跡28.6.1

ガス管93河端集落南遺跡28.6.9

個人住宅93小日比野北ノ切遺跡28.6.29

電柱93妙興寺集落東遺跡28.6.29

電柱93黒田城跡28.7.5

個人住宅93前田遺跡28.8.4

下水道94
①加納馬場集落東遺跡
②長福寺廃寺
③浅野集落東遺跡

28.8.16

個人住宅93二夕子遺跡28.8.19

電柱93門間遺跡28.8.26

個人住宅93瀬部上ノ郷集落南遺跡28.9.4

個人住宅93西上免遺跡28.9.7

分譲住宅93佐千原集落北遺跡28.9.15

工事用道路94玉ノ井木曽川水没遺跡28.9.8

個人住宅93瀬部四日市場集落北遺跡28.9.27

電柱93曽根集落東遺跡28.9.29

電柱93妙興寺集落南遺跡28.10.4

個人住宅93佐千原集落西遺跡28.10.4

電柱93杉山集落東遺跡28.10.14

原因保護法遺跡名届出日

下水道94

斉宮寺遺跡・苅安賀遺跡・
中島廃寺・中島中世墓・
廻畑遺跡・胡摩塚遺跡・
道場遺跡・中島城跡

28.9.27

電柱93妙興寺集落東遺跡28.10.14

電柱93瀬部上ノ郷集落南遺跡28.10.30

個人住宅93下渡遺跡28.11.8

個人住宅93蒲原遺跡28.11.10

個人住宅93馬見塚遺跡28.11.9

ガス管93尾張病院山中遺跡・
雀戸遺跡28.11.16

個人住宅93堂浦遺跡28.11.18

個人住宅93神戸廃寺28.11.18

電柱93瀬部上ノ郷集落南遺跡28.11.24

個人住宅93大毛五百入塚遺跡28.12.6

診療所93畑添遺跡28.12.6

電柱93下浅野集落東遺跡28.12.5

個人住宅93明地集落東遺跡28.12.19

電柱93馬見塚遺跡28.12.19

個人住宅93鞆江神社西遺跡28.12.27

ガス管93光明寺集落南遺跡29.1.5

個人住宅93西浅井集落北遺跡29.1.5

個人住宅93堂浦遺跡29.1.12

個人住宅93西海戸集落南遺跡29.1.13

電柱93瀬部四日市場集落北遺跡29.1.23

ガス管93島村集落東遺跡29.1.24

電柱93門間遺跡29.1.26

電柱93林野集落東遺跡29.1.26

個人住宅93東宮重城跡29.1.26

電柱93内割田城跡29.2.9

電柱93内割田城跡29.2.17

個人住宅93東宮重城跡29.3.8

個人住宅93時之島集落南遺跡29.3.15

個人住宅93九日市場集落南遺跡29.3.15

電柱93浅野正木山遺跡29.3.10

個人住宅93江森東之森遺跡29.3.19

平成２８年度 ６５件
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慎重工事

原因保護法遺跡名届出日

個人住宅93馬見塚遺跡27.4.2

ガス管93池之上遺跡27.4.21

個人住宅93元屋敷遺跡27.5.9

ガス管93八龍古墳27.5.13

ガス管93島崎遺跡27.6.5

ガス管93中島住環添西切遺跡27.7.5

個人住宅93於保集落北遺跡27.6.25

個人住宅93浅野羽根数楽北遺跡27.7.5

ガス管93八王子遺跡27.6.30

ガス管93苅安賀遺跡27.7.15

ガス管93開明新田郷集落東遺跡27.7.16

ガス管93苅安賀遺跡27.7.24

個人住宅93馬見塚遺跡27.7.20

個人住宅93名栗集落北遺跡27.7.30

ガス管93八王子遺跡27.7.30

ガス管93開明新田郷集落東遺跡27.7.30

個人住宅93町屋集落南遺跡27.8.1

駐車場93元屋敷遺跡27.8.11

個人住宅93馬見塚遺跡27.8.20

電気93下渡遺跡27.8.21

個人住宅93馬見塚遺跡27.8.26

個人住宅93妙興寺境内地遺跡27.8.16

原因保護法遺跡名届出日

個人住宅93馬見塚遺跡27.9.7

個人住宅93町屋遺跡27.9.2

個人住宅93門間遺跡27.10.20

集合住宅93森本集落東遺跡27.10.23

個人住宅93西大門遺跡27.10.27

個人住宅93苅安賀遺跡27.11.11

個人住宅93馬見塚遺跡27.11.14

上水道94林野集落東遺跡27.11.26

上水道94毛受遺跡27.11.26

個人住宅93元屋敷遺跡27.12.3

ガス管93馬見塚遺跡27.12.8

上水道94大毛沖遺跡27.12.14

電気93田所遺跡27.12.15

個人住宅93西大門遺跡28.1.5

個人住宅93森本薬師遺跡28.2.2

個人住宅93苅安賀遺跡28.2.14

個人住宅93妙興寺集落東遺跡28.3.1

ガス管93森本薬師遺跡28.3.1

宅地造成93元屋敷遺跡28.2.29

個人住宅93森本薬師遺跡28.3.16

電気93目久井遺跡28.3.11

原因保護法遺跡名届出日

個人住宅93黒田城跡28.3.28

ガス管93森本薬師遺跡28.4.6

電気93森本薬師遺跡28.4.6

電気93森本薬師遺跡28.4.4

個人住宅93神戸廃寺跡28.3.3

ガス管93開明高野島集落西遺跡28.4.28

店舗93九日市場円之内遺跡28.4.28

水道管94瀬部上之郷集落南遺跡28.5.10

個人住宅93門間島海遺跡28.5.11

個人住宅93名栗集落北遺跡28.5.11

ガス管93苅安賀遺跡28.5.20

個人住宅93森本薬師遺跡28.5.24

個人住宅93門間島海遺跡28.5.24

個人住宅93妙興寺集落東遺跡28.5.27

ガス管93毛受遺跡28.6.14

その他93神戸廃寺28.6.10

個人住宅93小山集落西遺跡28.6.14

ガス管93於保集落南遺跡28.6.15

個人住宅93馬見塚遺跡28.7.1

個人住宅93妙興寺集落東遺跡28.7.1

原因保護法遺跡名届出日

共同住宅93森本薬師遺跡28.7.5

個人住宅93馬見塚遺跡28.7.5

工場93元屋敷遺跡28.7.12

ガス管93薬師堂跡28.7.12

個人住宅93妙興寺集落東遺跡28.7.12

ガス管93苅安賀遺跡28.7.15

集合住宅93森本薬師遺跡28.7.21

ガス管93加納馬場集落東遺跡28.7.21

ガス管93春明集落東遺跡28.7.21

ガス管93南高井集落北遺跡28.7.29

ガス管93島崎遺跡28.8.2

ガス管93門間遺跡28.8.2

個人住宅93森本集落東遺跡28.8.16

水道管94瀬部上ノ郷集落南遺跡28.8.18

個人住宅93苅安賀遺跡28.9.2

個人住宅93妙興寺集落東遺跡28.9.13

個人住宅93妙興寺集落東遺跡28.9.13

個人住宅93馬見塚遺跡28.9.28

個人住宅93名栗集落北遺跡28.9.28

水道管（開削）94光明寺丈六遺跡28.9.21

平成２７年度 ４３件

平成２８年度 ８２件
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原因保護法遺跡名届出日

ガス管93妙興寺集落東遺跡28.10.14

ガス管93妙興寺集落東遺跡28.10.14

個人住宅93苅安賀遺跡28.10.18

ガス管93妙興寺集落東遺跡28.10.25

個人住宅93宮後七ツ塚｡ 古墳28.10.19

個人住宅93妙興寺集落東遺跡28.10.25

個人住宅93馬見塚遺跡28.11.1

個人住宅93妙興寺境内地遺跡28.11.10

薬局93神戸廃寺28.11.11

個人住宅93森本薬師遺跡28.11.8

個人住宅93門間島海遺跡28.11.8

個人住宅93寺跡遺跡28.11.15

ガス管93門間遺跡28.11.17

個人住宅93門間島海遺跡28.11.16

公園整備94浅野城跡28.11.18

個人住宅93加納馬場集落北遺跡28.11.22

個人住宅93八王子遺跡28.11.26

個人住宅93江森東之森遺跡28.12.2

水道管94芝原古井戸遺跡28.12.2

水道管94浅野福寿庵遺跡28.12.2

個人住宅93妙興寺境内地遺跡28.12.6

原因保護法遺跡名届出日

上水道94時之島集落南遺跡28.12.9

電柱93門間遺跡28.12.9

電柱93西海戸集落南遺跡28.12.14

ガス管93馬見塚遺跡28.12.21

個人住宅93八王子遺跡29.1.6

ガス管93福塚前遺跡29.1.11

ガス管93福塚前遺跡29.1.17

個人住宅93内割田城跡29.1.18

水路工事94門間遺跡29.1.17

ガス管93馬見塚遺跡29.1.24

水道94門間遺跡29.1.26

ガス管93妙興寺集落南遺跡29.1.25

個人住宅93森本集落東遺跡29.2.1

個人住宅93池之上遺跡29.2.7

個人住宅93妙興寺集落東遺跡29.2.12

個人住宅93妙興寺集落東遺跡29.2.28

ガス管93馬見塚遺跡29.2.28

個人住宅93西御堂集落西遺跡29.3.2

個人住宅93妙興寺境内地遺跡29.3.8

個人住宅93南高井集落北遺跡29.3.22

個人住宅93八王子遺跡29.3.24

 ◎重要文化財、●愛知県指定文化財、○一宮市指定文化財
平成２７年度　公開なし
平成２８年度
一宮市博物館特別展「三英傑とともに歩んだ浅野長政～いちのみやの戦国時代～」（平成２８年１０月８日～１１月２７日）
◎妙興寺文書のうち「管領細川勝元施行状」「尾張守護斯波松王丸遵行状」「織田敏広書状」「織田敏定判物」「織田達広書状」
「織田広実書状」「竹田晴信印判状」「織田信長禁制写」　妙興寺蔵
◎「足利義教像」　妙興寺蔵
●「豊太閤画像」　妙興寺蔵
○「草花図屏風」　妙興寺蔵
○「刀銘　備州長船則光」　若栗神社八幡宮蔵
○「刀銘　無銘（伝肥後延寿）」　若栗神社八幡宮蔵
○「兼松正吉画像」　若栗神社八幡宮蔵
●「鍍金銅製釣灯籠」　中島宮蔵
○「紫白糸威仁王胴具足」　一宮市木曽川資料館蔵・一宮市博物館管理

一宮市埋蔵文化財調査報告Ⅹ Ⅰ　苅安賀遺跡発掘調査報告書　平成２８年３月３１日発行　８００部　１，１００円

（１１）　文化財の公開

（１２）　刊行物
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