
 

 

 

 

 

 

 

５ 生涯学習 
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 生 涯 学 習 

－生涯学習のまちづくり推進事業－ 

  市民がいつでもどこでも自主的・自発的に学習ができるように学習機会の提供に努め、生 

涯涯学習のまちづくりを推進する。 

 

１ 生涯学習情報の収集・提供 

(1) 生涯学習情報誌の発行 

公共施設等で開催するイベント、コンサート、スポーツ、各種講座情報や団体・サー

クル情報、人材情報等を提供する情報誌を年４回発行する。 

また、市公式ホームページでも同様の情報を提供する。 

(2) 人材情報への登録 

市民の学習を支援するため、指導者を人材情報へ登録し、活用を図る。 

 

２ 中野まなびぃ塾の開催 

市が行っている仕事を講座のメニューとして、市民の希望により市職員が講師となって 

地域に出向き施策・業務内容等について説明する。(講座メニュー別掲) 

 

３ 生涯学習及び青少年健全育成を進める市民大会の開催 

   学んで育てる市民のつどいを開催し、生涯学習について広く市民に啓発する事業を実施

する。 

 

４ 子ども読書活動の推進 

   「第３次中野市子ども読書活動推進計画」（平成 29年４月１日施行）に基づき、必要な

事項を総合的に推進する施策を展開することによって、更なる子どもの読書活動の定着を

実現する。 

(1) 子ども読書活動推進連絡会議の開催 

中野市子ども読書活動推進計画の策定、推進及び評価、関係機関との連携及び協働に関

することを所掌し、子どもの読書活動に関する施策を総合的に推進するため、読書ボラン

ティアや教育、保育、子育て支援及び図書館関係者等を委員とし、「中野市子ども読書活

動推進連絡会議」を開催する。 

(2) 「家庭読書週間」の実施 

子どもや家庭などの子ども読書活動への関心や理解を深める機会をつくり、家庭での 

子ども読書活動を推進するため、市内の子どもやその家庭、子どもに関わる施設を対象に、

毎月 23 日を挟含む日曜日から土曜日の１週間を「家庭読書週間」と定め、子どもやその

家族が読書活動に取り組めるよう、様々な取組を行うことを推奨している。 

(3) 中野市子ども読書活動「ファミリー賞」の実施 

子どもや家庭などに子ども読書活動への関心や理解を深めてもらうため、家庭での読書 

活動が推進されるよう、中野市子ども読書活動「ファミリー賞」を実施し、魅力的な家庭 

での子ども読書活動を募集・表彰し、受賞作品を広く周知する。 

 

＜中野まなびぃ塾講座メニュー＞ 

講座番号 講 座 名 担 当 課 

１ もしものときに備えて 危機管理課・都市計画課 
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講座番号 講 座 名 担 当 課 

２ 自主防災組織の組織に向けて 危機管理課 

３ 防災体験型講座 危機管理課 

４ 情報公開と個人情報の保護 庶務課 

５ これはどこの課へいけばいいの？ 庶務課 

６ 広報紙の作り方 庶務課 

７ 中野市総合計画 政策情報課 

８ 中野市の台所状況 財政課 

９ 市税のあらまし 税務課 

10 いつまでも健康でいたい 健康づくり課 

11 子どもの健康づくり 健康づくり課 

12 介護保険制度について 高齢者支援課 

13 高齢者のための保健福祉サービス 高齢者支援課 

14 はじめましょう！介護予防守りましょう！自分の権利 高齢者支援課 

15 国民健康保険の仕組み 福祉課 

16 障がいのある方への総合支援 福祉課 

17 後期高齢者医療制度のしくみ 福祉課 

18 子育て支援 子育て課・保育課 

19 健全な青少年の育成 子育て課 

20 ごみと資源物の正しい分け方 環境課 

21 スポーツで育む豊かな時間 文化スポーツ振興課 

22 交通事故ゼロをめざそう 市民課 

23 悪質商法・特殊詐欺にあわないために 市民課 

24 マイナンバー制度について 市民課 

25 認可地縁団体について 市民協働推進室 

26 差別のない明るいまちづくり 人権・男女共同参画課 

27 男女共同参画について 人権・男女共同参画課 

28 中野市の農業の概要 農政課 

29 森林のもつ役割について 農政課 

30 観光施設と観光宣伝 営業推進課 

31 中心市街地のまちづくり 営業推進課 

32 中野市内の道路と河川 道路河川課 

33 地籍調査とは？ 道路河川課 

34 中野市の公園づくり 都市計画課 

35 中野市の街路事業 都市計画課 

36 うるおいのあるまちなみ景観づくり 都市計画課 

37 花のまちづくり 都市計画課 

38 下水道のあらまし 上下水道課 

39 水道事業について 上下水道課 

40 普通救命講習会 消防課 

41 防火講話 消防課 

42 教育委員会の仕事 学校教育課 

43 学ぶための援助制度 学校教育課 

44 学校給食と子どもの健康 学校給食センター 
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講座番号 講 座 名 担 当 課 

45 生涯学習って何だろう？ 生涯学習課 

46 子どもたちに本の楽しさを 生涯学習課・図書館 

47 中野市の文化財 生涯学習課・博物館 

48 中野市をもっと知ろう 博物館 

49 公民館の仕事と分館活動 中央公民館 

50 図書館のしごと 図書館 

51 子どもと楽しむ読み聞かせ 図書館 

52 議会の仕組みと役割 議会事務局 

53 農地の売買・賃借はどうすればいいの 農業委員会事務局 

54 農業者のための年金制度について 農業委員会事務局 

55 農家の家族経営協定とは 農業委員会事務局 

56 選挙制度と選挙管理委員会の仕事 選挙管理委員会事務局 

57 監査委員の役割 監査委員事務局 

58 固定資産評価審査委員会の役割 固定資産評価審査委員会 

 

 

－社会教育委員－ 

（H30.10.1現在） 

区  分 氏   名 区  分 氏   名 

家庭教育の向上に 

資する活動を行う者 
小島 佐和子 社会教育関係者 佐野 茂 

公募に応じた市民 北山 和夫 社会教育関係者 小山 むつ子 

   学校教育関係者 有賀 透 見識を有する者 柴垣 顕郞 

社会教育関係者 小林 藤雄 見識を有する者 池田 眞貴子 

社会教育関係者 青木 陽太郎 公募に応じた市民 富田 貴江 
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文　化　財

　—文化財保護・保存管理事業—

　　中野市の文化的・歴史的遺産や天然記念物等の文化財を保存・活用し、長く後世に継承し

　ていくための事業を実施する。

１　文化財の保存・活用

 (１）指定文化財の指定

       文化的・歴史的遺産を指定文化財に指定することによって、中野市を考えるための資料

　　　の保護に努める。

 (２）「十三崖チョウゲンボウ応援団」による十三崖の保全活動への支援

       「十三崖チョウゲンボウ応援団」による国指定天然記念物「十三崖のチョウゲンボウ繁

    　 殖地」の環境整備活動等を支援する。

 (３）（仮称）山田家資料館の調査研究及び活用

       （仮称）山田家資料館が所蔵する古文書・美術品等の資料は、江戸時代から明治時代を

       中心とした中野市や周辺地域の歴史・文化を知ることができる資料である。

       これらの資料の調査研究を進め、建物や古文書を一般に公開することによって、市民が

　　　 郷土の歴史を知り、中野市に対する愛着を深めることを目的とする。

　　　

２　埋蔵文化財発掘調査事業

（１）開発行為にともなう調査

　　埋蔵文化財を保存するため、把握・周知、開発事業者との調整、発掘調査を実施する。

（２）柳沢遺跡範囲確認調査

      東日本初の銅戈・銅鐸埋納坑が見つかった柳沢遺跡について、その性格を解明するため、

      弥生時代の遺構・遺物の広がりを確認する。

３　高遠山古墳整備事業

    崩落部分の補強等により県史跡「高遠山古墳」の保護・保存を図る。

—指定文化財件数—
（H30.10.１現在）

国 合　　計
1（重要文化財） 33

― 1

― 5

― 9

1 13

― ―

1 7

3 68

—登録文化財件数—
（H30.10.１現在）

国 合　　計

7 7
7 7

　

―

6

―

57合　　　計

―

8

9

6

―

 無形民俗文化財

6

種　　　別 県 市

合　　　計 ― ―

 天然記念物

 有形文化財 ― ―

種　　　別
 有形文化財

 無形文化財

 有形民俗文化財

302(県宝)

―

―

1(工芸技術)

5

県 市

記
念
物

史　跡

名　勝
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—指定文化財— 

１ 国指定文化財

種別 員数

天然記念物 2.5ha

史　　跡 1.2ha

重要文化財 212点

２ 県指定文化財

種別 員数

史　　跡 7.5ha

史　　跡 1.0ha

史　　跡 山城
11.1
ha

 中野市

指定年月日

     44. 7. 3

名称（所在地）

所有者等

指定当時は国内において集団営巣地
が存在しないことが希少とされ、
チョウゲンボウが農業害獣を捕食す
ることを理由に指定された。その
後、世界的にも希少な営巣地である
ことが判明したが、営巣数が減少し
た。現在、環境保全事業を実施し、
営巣数の回復に努めている。

柳沢遺跡出土品
(中野市立博物館)

弥生時代集落遺跡からの出土品一
括。東日本では初めて青銅器埋納抗
が発見され、複数の銅戈、銅鐸が土
坑内に埋納された状態で出土した。
遺跡からは、玉類やシカを線刻で描
いた土器なども出土しており、弥生
時代中期から後期における、集落・
墓域・生産域・祭祀域が近接した当
時の集落景観の様相をよく示してい
る。

 中野市

 中野市ほか

 中野市ほか

戦国時代の有力国人領主高梨氏の居
館跡。東西約130ｍ、南北約100ｍの
方形館であり、周囲には土塁と堀を
めぐらしている。建物跡や水路跡を
はじめ、庭園跡も確認されている。
中世における庭園遺構としては県内
で唯一の事例である。

概　　　要

 昭和28.11.14

高梨氏城跡(山城)
(大字中野)

 平成19.2.6 高梨氏館跡
(大字中野）

名称（所在地）

 　　26.8.21

 中野市ほか十三崖のチョウゲン
ボウ繁殖地
(大字深沢、大字竹
原）

所有者等指定年月日

 昭和35. 2.11

中野に居館(高梨氏館跡)を構えた高
梨氏が背後の山上(鴨ヶ嶽)に築いた
詰城(山城)である。居館との標高差
は約300ｍある。北から大きく3つの
ブロックに分けられ、いずれも堀
切、段郭、帯郭、土塁などに囲まれ
ている。

概　　　　要

　　 39.11.26 1616年（元和2年）、現在の北信地
域の幕府直轄の領土に関する事務を
取り扱うため、支配陣屋として設置
された、「中野陣屋」の跡地であ
る。江戸時代から明治時代にかけ、
現在の北信地域を統治したことを伝
える史跡である。

弥生時代中期の大集落跡の遺跡であ
る。文様に縄文を使用した栗林式土
器の標式遺跡である。

 中野市ほか

栗林遺跡
(大字栗林)

中野県庁跡(中野陣
屋跡)
 (中央二丁目)
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種別 員数

県　　宝 １個

史　　跡 １基

史　　跡 0.5ha

史　　跡 １基

県　　宝 38点

３ 市指定文化財

種別 員数

有形文化財 ２点

  平成9. 8.14

 中野市

 　　17. 3.28

指定年月日

　　 19. 5. 1

 昭和47. 7.27

名称（所在地）

弥生式土器
(中野市立博物館)

内掘館跡
(大字上今井)

高遠山古墳
(大字新野）

 個人

高遠山古墳出土品
(中野市立博物館)

安源寺遺跡から出土した。弥生時代
の注口土器と弥生時代の後期に伊勢
湾沿岸地方から移入されたと考えら
れる壷である。

概　　　　要

高遠山古墳の埋葬施設から出土した
から出土した鉄剣、鍬鋤先、槍ガン
ナ、鉄斧、刀子、銅鏃、管玉といっ
た副葬品。一般的に古墳は後世に盗
掘されたりすることが多いが、高遠
山古墳は盗掘された形跡が無く、築
造当時のまま副葬品が出土してお
り、埋葬当時の様子が残されている
点で希少である。

 個人

 中野市

所有者等

 中野市ほか

七瀬双子塚古墳
(大字七瀬)

県内最北に位置する古墳時代中期の
前方後円墳である。

鉦鼓
(中野市立博物館)

 昭和52.11.17

　　 60. 7.29  七瀬区

鉦鼓は仏教の道具であり、勤行の際
にたたいて音を出す道具である。大
正5年に下高井郡山ノ内町横倉から
発掘され、昭和7年に中野町立中野
小学校に寄贈された。胴部分に「観
阿弥陀仏 延慶元年十一月一日」の
銘文が刻まれており、長野県内に現
存する鉦鼓の中で確実に制作年代が
わかる最古のものである。直径は
21.3cm、中心の敲打部の径は13.3cm
で文様が無く、敲打部を中心に断面
かまぼこ形の細い隆線が巡ってい
る。胴部の上方左右には鰭状の吊り
手があり、直径１cmの穴がある。

指定年月日 名称（所在地） 所有者等 概　　　　要

三方に水掘をめぐらし、その内側に
土塁を築いて防御を固め、その中に
住居を配置するという、中世豪族の
方形館跡である。内堀館跡は千曲川
に面した側に堀や土塁がなく三方に
だけ防御施設をめぐらすという、馬
蹄形の居館跡であり、北信濃に特有
な築造方法ともいわれている。

古墳時代前期の前方後円墳。全長約
55ｍ。粘土槨、竪穴式石室の2つの
埋葬施設を有する。平成9年と11年
の発掘調査で、善光寺平最古級の前
方後円墳であることが判明し、善光
寺平の古墳時代形成を考えるうえで
不可欠な古墳である。
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種別 員数

有形民俗
文 化 財

１基

無形民俗
文 化 財

無形民俗
文 化 財

無形民俗
文 化 財

 小内八幡神社
芸能保存会

 日和山神社芸
能保存会

 上今井伶人会上今井諏訪社太々神
楽
(大字上今井)

　　 48. 8.22

 　　47. 8.28

　　 47.12.25

　　 47.12.25

指定年月日

小内八幡神社青獅子
(大字安源寺)

日和山神社鬼獅子
(大字草間)

 高杜神社 直径2ｍ以上の安山岩に11個のすり
鉢状の穴があいている。江戸時代頃
の農地開拓の際発見された。明治以
降、赤岩では養蚕が盛んとなり、養
蚕を生業とする人々の強い希望で伊
勢社外宮「豊受大神」を勧請し、
「七ツ鉢豊蚕宮」を称して小祠を祀
り、七ツ鉢はその御神体とされるよ
うになった。養蚕業は衰退して、現
在では農業神を祀るものに変化した
が、現在でも赤岩地区の信仰対象と
して崇め、祀られている。

七ツ鉢
(大字赤岩)

名称（所在地） 所有者等 概　　　　要

草間の日和神社の秋の祭礼に舞う獅
子で、潮来甚句の囃子で鬼が獅子と
舞い争う豪快な獅子神楽である。村
の五穀豊穣や無病息災を感謝するた
め、毎年奉納されてる。囃方は笛・
太鼓・鉦・太鼓各1人、小鼓・三味
線各2人で構成されている。「①草
間音頭といわれる形で、三味線がひ
き続けられてきたことが立派な記録
保存に数倍すると認めたことと、②
徳川中期ころからあった獅子神楽と
いわれる十二銅の舞いに、面神楽を
あわせた当流といわれる獅子神楽の
形態を、かすかながら残しているだ
けでなく、幕末期に全国的に流行し
たといわれる『潮来節』が北信の山
間地にも祭礼の中に取り入れられた
証拠という点」を指定理由としてい
る。

安源寺にある「小内八幡神社」の秋
祭りに奉納される獅子舞である。囃
方は笛・小太鼓・三味線が各2人、
太鼓・鉦各1人で構成されており、
親子獅子で煙硝筒から火を噴いて舞
う興行的、曲芸的な要素が入った獅
子神楽である。「代神楽が信仰的演
技から観賞演技化した過程におい
て、素朴な時期を忍ばず、珍しい演
技の1つである曲芸的な技を持続し
ている点」を指定理由としている。

出雲系神楽とされる大和舞と近代神
楽である吉備楽が併せて継承されて
いるのが特徴。県選択無形民俗文化
財にも選択されている。
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種別 員数

有形文化財 １台

有形文化財 １巻
及１
通

史　　跡 １基

史　　跡 0.3ha

天然記念物 杉４
本

有形民俗
文 化 財

１基

史　　跡 １基

史　　跡 １基

 永江諏訪神社
氏子総代

 個人

 中野市ほか

　　 51. 4. 1

替佐城跡
(大字豊津)

 　　57. 11.1

　　 54.10.23

　　 58. 4.28

 　　57. 11.1

 　　53. 3.23

　　 58. 4.28

 　　58. 4.28

屋台（囃子を含む）
(大字上今井)

 個人

蟹沢古墳
(大字桜沢)

 上今井諏訪社
氏子会

社家片山文書
(大字安源寺)

林畔１号古墳
(大字田麦)

 個人

 七瀬区

永江諏訪神社巨樹
(大字永江)

七瀬の五輪塔
(大字七瀬)

全長約520cm、全幅282cm、高さ約
410cm、総欅造で踊り場と楽屋に分
かれた構造である。欄間には、龍や
鶴、亀などの彫刻が組み込まれてい
る。祭礼で引いたり担いだりする山
車の一種で、複数ある分類のうち、
囃子系に分類される山車である。一
般的に歌舞伎や舞踊、音曲などの芸
能の舞台として用いられ、上今井の
屋台では、秋祭りの中でも豊作の年
だけ出され、囃子連が9人が同乗し2
曲を演奏していた。現在は神社境内
で飾屋台になっており、地区の人々
の娯楽や信仰の対象となっている。

古墳時代中期の円墳。高さ4ｍ、径
32ｍ。昭和23年(1948)発掘。

山の神古墳
(大字厚貝)

 中野市

中野地方最大で高さが119㎝ある。
五輪塔は本来中世の供養塔・墓標で
あるが、七瀬の五輪塔は昔から病気
平癒や縁切、万民救済地蔵等の民間
信仰の対象とされてきた。

天正10年(1582)の高梨頼親寄進状や
慶長8年(1603)の京都吉田家神道裁
許状など。

指定年月日 名称（所在地） 所有者等 概　　　　要

杉の御神木。社殿の前1本は樹高
34.6m、周囲4.2mであり、本殿の裏
には樹高32.2m、周囲4.1mのもの2本
と樹高31.3m、周囲4.9mのもの1本が
ある。

市内唯一の前方後方墳である。古墳
の形状や立地から古墳時代前期初頭
の古墳と考えられる。全長45ｍ、後
方部一辺25ｍ、前方部一辺20ｍ、高
さ4.5ｍ。

替佐城は戦国時代に武田信玄によっ
て改築され、武田方の前衛として、
上杉方の前衛飯山城と対峙したと考
えられる。主郭、二の郭、三の郭と
階段状に並んだ三つの郭が基本と
なっており、そこに付属する腰郭が
ある。三つの郭は底の平らな堀切り
で仕切られている。

古墳時代中期の円墳。高さ4ｍ、径
23ｍ、合掌形石室。昭和20年(1945)
発掘。
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種別 員数

無形民俗
文 化 財

天然記念物 １本

史　　跡 0.7ha

有形文化財 １棟

史　　跡 １基

天然記念物 １本如法寺のイチョウ
(大字中野)

 　　60. 4.26

　　 59. 5.29

 　　59. 5.29

　　 59. 5.29

 　　60. 4.26

 　　60. 4.26  松山寺

 如法寺

中野小学校旧西校舎
(大字一本木)

 高社講赤岩の宣澄踊り
(大字赤岩)

金鎧山古墳
(大字新野)

 柳沢区 バラ科サクラ属の落葉高木、市内の
サクラの中では一番の古木。巨木で
樹高約20ｍ、胸高幹囲4.48ｍ。

標高700ｍ前後の山中の沢沿いに造
成された平坦面がいくつもあり、建
物の礎石等を残す。昭和53年と54年
に一部が発掘調査されている。発見
された遺物は平安時代末期から室
町・戦国時代頃のものが主であっ
た。平安時代後半期に創建され、山
中深くに立地する寺院跡は、荘園の
成立や修験道などの山岳信仰に関
わって創建されたと考えられる。

柳沢のエドヒガン
(大字柳沢)

建応寺跡
(大字間山)

 個人

 中野市

指定年月日 名称（所在地） 所有者等 概　　　　要

1896年（明治29年）に中野尋常小学
校の新校舎として、現在の中野小学
校の敷地内に建設された。北信濃地
域で初の本格的な洋風建築であり、
明治中期の典型的な学校建築であ
る。一般的に、明治時代後期の学校
建築の形態が読み取れる建築物の現
存例が少ないことから、当時の政府
が西洋化を推し進め、近代国家の確
立を目指したことをうかがい知るこ
とができる建築物である。

古墳時代中期の円墳。高さ2.6ｍ、
径17ｍ。盛土墳で葺石が確認されて
いる。合掌形石室をもち、大正14年
の発掘では殊文鏡・五鈴鏡、勾玉・
管玉等の装身具、直刀・鉾・鉄鏃等
の武器、工具や馬具、土師器や須恵
器などが多数出土した。現在これら
の出土品は東京国立博物館に収蔵さ
れている。

イチョウ科の雌雄異株(当木は雄株)
の落葉高木。樹高25ｍ、胸高幹囲
6.14ｍ、推定樹齢は約500年。乳神
信仰の対象にもなっている、市内最
大のイチョウである。

宣澄踊りには、室町時代、戸隠山の
天台派修験の大先達として尊崇さ
れ、真言派の衆徒に暗殺された宣澄
（お宣澄さん）の霊を慰めるため、
８月16日に戸隠神社中社で「トンド
宣澄踊り」を奉納し、宣澄踊りをし
たことが始まりという言い伝えがあ
る。現在は、毎月1日と15日に宣澄
踊りをしている。地域性に富んだ｢
願踊り」、｢盆じゃもの｣であり、｢
烏踊り」などの民謡や念仏踊りとの
関わりがある。

43



種別 員数

有形文化財 １通

有形文化財 ２個

有形文化財 ２面

有形民俗
文 化 財

１基

有形文化財 １面

有形文化財 ９面

無形民俗
文 化 財

 

有形文化財 １体

 　　61. 5. 1

　　 61. 5. 1

 　　62. 6. 3

指定年月日 名称（所在地）

 　　63. 6. 1

 　　63. 6. 1

 　　62. 6. 3

 平成元. 5.31

 　　63. 6. 1

土偶
(中野市立博物館)

 北大熊区

餅かえ行事
(大字三ツ和)

 小沼区

 中野市

算額
(大字田上)

 金井区

 中野市ナウマン象の臼歯
(中野市立博物館)

金井の延宝水論裁許
状
(大字金井)

 観音寺

 高井舟着神社

 間山区
 丸山組・岸梨
組

間山の双立道祖神像
(大字間山)

捩文鏡
(大字更科)

高札
(大字三ツ和)

昭和57年、大俣の姥ヶ沢遺跡から発
見された。縄文時代中期前半に作ら
れたと考えられる。

約400年前から続くとされる全村行
事で、県内でも餅かえ行事を行って
いるところは少ない。小沼の開拓の
歴史の中で培われ、村人の固い結束
として受け継がれている。五穀豊穣
や家内安全を祈願し、毎年3月8日に
ワラツトに餅を詰めたものを交換し
合い、家を火事から守るため、ワラ
馬を屋根に投げ上げる。

江戸時代後期から明治時代初期の法
令伝達を知ることができる資料。

青銅製、径11.2㎝、厚3㎜、重量150
ｇ。鏡面に鏡を包んでいたと思われ
る布の痕跡が残っている。昭和22年
(1947)、姥懐山古墳から出土。

高さ55㎝、幅33㎝、安山岩造であ
る。像の右は盃を持つ男神で、左は
ひょうたんを持つ女神である。間山
地区の北部、字十二に祀られてい
る。一般的に道祖神は様々な信仰を
含み、疫病神や貧乏神、死神などの
悪霊や邪気を防ぐ神であり、小正月
に子どもたちが道祖神がある場所で
ドンド焼をすることから、子どもの
神であるとも言われている。

所有者等 概　　　　要

問題が解けたことを神仏に感謝し
て、社寺に奉納する額で、文化6年7
月に当時の計見村(現木島平村)の和
算家とその門人が田上の観音寺へ奉
納したものである。平成20年時点で
は長野県内で現存が確認されている
算額が70面以上あり、当市にはこの
2面が存在する。

昭和46年、東山住宅団地造成工事中
に発見されたナウマン象の歯の化石
である。ナウマン象は旧石器時代に
栄えた絶滅したゾウの1種で中国か
ら日本にかけての温帯地域に生息し
ていた。

縦170cm、横187cmの絵図である。表
に裁許（判決）の内容に関する絵図
が描かれ、裏に幕府評定所が下した
裁許の文言が記されている。金井村
の用水不足に関する中野堰を巡る争
論について描かれた絵図であり、近
世的な水利権の性格を決定する契機
となったことがわかる史料である。
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種別 員数

有形文化財 １棟

無形民俗
文 化 財

有形文化財 ２通

無形民俗
文 化 財

天然記念物

有形文化財 １通

有形文化財 ９面

有形文化財 １通

無形民俗
文 化 財

有形文化財 １通

 　　 4. 4.30

 個人

 個人

 個人

 常楽寺

　　  5. 4.30

 　　 4. 4.30

 　　 7. 5. 1

　　  9. 6. 3

　　  9. 6. 3

　　  5. 4.30

間長瀬新田年貢・
諸役免許状
(大字間長瀬)

栗林村大久保新田開
発免許状
(大字栗林)

松川の川崎踊り
(大字中野)

西条村新田開発免許
状
(大字西条)

常楽寺本堂の欄間
(大字中野)

 　　 7. 5. 1

　　  5. 4.30

赤岩の太々神楽
(大字赤岩)

小内八幡神社社叢
(大字安源寺)

常楽寺文書
(大字中野)

　　 11. 5. 7

新野の式三番叟
(大字新野)

 常楽寺

 高社講

小内八幡神社本殿
(大字安源寺)

 式三番保存会

 小内八幡神社

 松川川崎踊り
保存会

 小内八幡神社

万治元年(1658)12月5日、栗林村与
右衛門宛飯山藩家臣粟津喜左衛門の
栗林村大久保新田(牧山)の開発免許
状。

翁・千歳・尉の三者の一連の舞。
舞、囃子等は古いものを正式に伝承
している。

天正11年(1583)11月、上杉景勝が円
慶寺に対して与えた朱印状及び判
物。

西向きの三間社流造の江戸時代前期
の建築物で、装飾、彫刻等は多様な
題材である。

松川の川崎踊り元唄は、伊勢川崎で
盆踊り唄として歌われ踊られていた
川崎音頭であるとされている。川崎
音頭はのちに盆唄から座敷唄に変化
し、伊勢音頭とよばれるようになっ
て全国各地に広まった。松川の川崎
踊りは、この伊勢音頭をもとに、地
元の歴史や民話等を加えて伝承され
てきたものである。

指定年月日 名称（所在地） 所有者等 概　　　　要

鈴神楽の舞など11種の神楽が演じら
れる。県内でも最近は太々神楽を祭
礼で奉納することは少なくなってお
り、貴重である。赤岩の太々神楽は
神への奉納と人々の娯楽の2つの要
素をもつ神事芸能である。

長さ200ｍ余に及ぶ参道の両側のケ
ヤキ15本をはじめとする並木と、境
内のスギの立木等で、この神社の歴
史を物語るものである。

元和6年(1620)12月19日、間山村勘
右衛門宛福島正則の西条村内荒地の
開発免許状。

安政5年(1858)から万延2年(1861)に
かけて立川内匠正源富種により制作
された欄間彫刻9面。

寛永4年(1627)、間山村の源右衛門
は間長瀬村内での新田開発の功績を
認められ、幕府代官設楽長兵衛能業
等より、屋敷や田の年貢、年貢に関
わる役目の免除を許されている。本
状はそれを認可したことを示す免許
状である。
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種別 員数

無形民俗
文 化 財

有形文化財 １額

有形文化財 １基

有形文化財 １棟

有形文化財

 約7万
 枚

 １箇

 １箇

 １箇

 １箇

有形文化財  １幅

 中野市

松川村(中野市松川)出身の画家、関
長年の代表作といわれているもの
で、当時県下第1位の規模を誇った
中野製糸場の様子が描かれている。
中野絵画史の代表作であり、中野町
の製糸工場や当時の人々の表情など
を生き生きと描いたこの絵からは、
当時の建物や道具、服装や髪形など
を視覚的に理解することができるた
め、明治時代初期の中野の歴史を示
す資料であると考えられる。

珠洲焼の甕や木箱に納められて地中
に埋められた宋銭や唐・明銭。容器
や銭種から、埋納時期の多くは室町
時代と推定されている。埋められた
目的には諸説があるものの、中野は
全国的に見ても、大量の埋納銭が確
認されている地域である。

埋納銭
(中野市立博物館)

神輿の由緒書によると、安政5年
（1858）、中野代官の命により飯山
仏壇中輿の祖という稲葉喜作昌常に
作り、さげ与えられたとされてい
る。昭和9年と平成10年に大修理を
行っている。中野祇園祭に使用され
る祭具。

 　　14. 3. 1

　　 12. 1. 4

 個人

埋納銭容器１
(大字西条)

埋納銭容器２
(大字岩船)

 大俣区

天王神輿
(大字中野字諏訪町)

 中野市

高井大富神社の俳額
(大字大俣)

　　 11. 9.28

埋納銭及び埋納銭容
器＜※内容は以下の
とおり＞

 東町区　　 11. 9.28

　　 11. 5. 7

中野町製糸場水車機
械略図
(中野市立博物館)

指定年月日 名称（所在地） 所有者等 概　　　　要

大俣は昔から水に恵まれず、江戸時
代には耕地のすべてが畑地で「皆畑
村」と呼ばれた。大俣は水に恵まれ
ない反面、水害に常に苦しめられて
きたため、雨乞いと水除けの祈願の
ほかに、水難者の供養・精霊送りの
要素も加わった水神祭が連綿と続け
られている。

小林一茶が選者として関わった俳
額。選者は一茶のほか大島完来、雪
下庵麦太の3人で、42句が掲額され
ている。掲額の年月日は、文化5年
(1808)戌辰9月吉日、と記されてい
る。この俳額は現在確認されている
ものの中で、一茶が選者として関
わったものとしては最も早い時期の
ものである。

大俣の水神祭
(大字大俣)

 個人

上今井諏訪社本殿
(大字上今井)

 上今井諏訪社
氏子総代

　　 14. 3. 1

 大俣区

埋納銭容器３
(中野市立博物館)

埋納銭容器４
(中野市立博物館)

 中野市

木造一間社流れ造り、杮葺きの社殿
で、装飾等は個性的で18世紀半ばの
特徴を持つ。

 中野市
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種別 員数

有形文化財  １棟

有形文化財  １棟

天然記念物  １本

有形文化財  １基

有形文化財  一式
243件
2311
点

有形文化財 一式
998点

天然記念物 １本

 如法寺

山田松斎資料一括
(大字江部)

如法寺観音堂
(大字中野)

 盛隆寺 イチイ科イチイ属の常緑高木。胸高
幹囲4.01ｍの大木である。

西江部境内にあり、高さ266cmの角
柱型の石碑で、五穀の神稲荷社と中
野陣屋代官大草太郎右馬政郷の神霊
を合祀したものである。西江部村は
寛保2年(1742)の大洪水によって多
くの田畑が荒地と化し、文化12年
(1815)、大草政郷が中野代官とな
り、村民の願いを聞き入れ、年貢を
軽減したことを称え、その功績を後
世に伝えるために建立した。

江戸時代中期の儒学者「山田松斎」
に関する資料で、亀田鵬斎や頼山陽
らとの交友を示す文書や書簡、書
画、典籍、自他著作出版本とその版
木、七絃琴などが含まれている。紀
行は、亀田鵬斎や頼山陽との交流を
示す確実な証拠である。

綿貫家文書一括
(中野市立図書館)

 中野市

江戸時代後期の「郡中入用割合
帳」、「御陣屋系譜・御詰衆名
前」、「牢屋絵図」など中野代官ど
ころの記録や、中野町に関する史料
が含まれている。

 　　15. 3.31

　　 16. 3.31

 個人

 西江部区

　　 14. 3. 1 高井大富神社のエノ
キ
(大字大俣)

指定年月日 名称（所在地） 所有者等 概　　　　要

 　　15. 3.31

 大俣区

     16. 3.31

ニレ科エノキ属の落葉高木。樹高18
ｍ、胸高幹囲3.39ｍ。市内で最も太
い木である。幹の途中から太い枝が
3本鼎立し独特な樹形をしている。

盛隆寺のイチイ
(大字間山)

　　 14. 3. 1

　　 14. 3. 1 如法寺観音堂と同じく如法寺の建物
である。建築様式から17世紀終わり
の建立と推定され、如法寺の中でも
古い御堂といえる。

真言宗智山派の寺院である如法寺の
建物。如法寺は天長3年(826)に創立
されたという伝承がある。寺院の堂
宇はその後の兵火等により焼失、再
建を繰り返したようである。この観
音堂は、天保7年(1836)に造営され
たとの伝承がある。

 如法寺如法寺弘法堂
(大字中野)

大草稲荷
(大字江部)
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種別 員数

無形文化
財（工芸
技術）

１名

有形文化財 一式
460点

有形民俗
文 化 財

１基

有形民俗
文 化 財

１基

有形文化財 一式
946点

北ムラのお地蔵さん
(大字上今井)

小林家文書一括
(大字小田中)

 個人 幕府の直轄地であった中野市域が、
江戸時代初期に年貢を江戸へ現金納
していたことが記録されている資
料。代々名主を務めた小林家に、ま
とまって保存されている。

中野土人形（中野人
形）
(大字一本木）

　　 17. 1.28

　　 27. 8.24

 奈良久雄
（工芸技術保
持者）

 個人

     20. 8. 1

指定年月日 名称（所在地） 所有者等

 個人

 桜沢区

白井家文書一括
(中央二丁目)

概　　　　要

高井郡中野村の名主を務めた白井家
の文書史料一括である。土地関係史
料や年貢関係史料、村に関する基礎
情報が記された帳面、触書や請書
等、江戸時代の中野村の様子を知る
ことができる基本史料が多く含まれ
ている。中野村や白井家の由緒に関
わる史料も含まれる。

総高120㎝の石造の地蔵尊で、丸彫
の合掌形立像である。背面の銘文か
ら寛保2年(1742)の大洪水による犠
牲者を弔うため、「袖山氏」という
人物が立てたものであることがわか
る。寛保2年の大洪水は千曲川流域
では「戌の満水」と呼ばれ、多大な
被害を各地にもたらした歴史的大洪
水であり、その被害の大きさは今に
至るまで、各地に伝承や慰霊碑など
で伝えられている。

     20. 8. 1 釜上地蔵
(大字桜沢)

総高105㎝、尊高53cm、幅41cm、厚
さ15cmの石造の地蔵尊で、像形は丸
彫坐像。正確な造立年代、作者、趣
意等は不明であるが、桜沢区の言い
伝え等から、コロリ(コレラ)による
犠牲者を葬った供養地蔵であること
がうかがえる。釜上地蔵尊の縁日が
毎年9月24日にあり、桜沢区の当番
地区(全部で4地区)が１年ごとに交
代で縁日を行っている。

中野土人形は、江戸時代後期の文
化・文政年間（1804～1830）に奈良
栄吉が伏見人形の型を持ち帰り、人
形職人から技術をならったことが始
まりとされており、伏見人形と同
様、中野土人形のほとんどは、信
仰・縁起物につながるものが多いと
いう特徴がある。中野土人形を製作
する技術は、江戸時代から現在まで
奈良家に受け継がれている。

　　 17. 1.28
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種別 員数

有形文化財 一式
632点

有形文化財 １点

—登録文化財— 

１ 国登録文化財

種別 員数

有形文化財 １棟

有形文化財 １棟

有形文化財 １棟

有形文化財 １棟

有形文化財 １棟

有形文化財 １棟

有形文化財 １棟

旧山田家住宅裏門・
台所味噌蔵及び事務
所
（大字江部）

 中野市

平成28.11.29

 中野市

旧山田家住宅新座敷
（大字江部）

 中野市

旧山田家住宅奥座敷
（大字江部）

 中野市

指定年月日 名称（所在地） 所有者等

　憲徳学校扁額
　（大字若宮）

指定年月日 名称（所在地） 所有者等

明治初期に大字若宮に存在した憲徳
学校の扁額（縦66.5cm×横208.5cm
×厚さ2cm、荻野省書）。中野市に
おける明治初期の学校設立の証拠と
なる資料。

若宮区

概　　　要

概　　　　要

　　29. 3.24 　尾張高梨家史料一
　括
　（中野市立博物
　館）

戦国時代から江戸時代にかけて、全
国で多くの領主が領地を離れたが、
その後も旧臣と連絡を取っていた記
録が残されている場合がある。
  高梨氏は、戦国時代に中野を領有
していた国人領主（国衆）。その末
裔のうちの一家は尾張藩に仕えて存
続し、尾張高梨家と呼ばれるように
なった。尾張高梨家は、その後も江
戸時代を通じて、中野周辺の高梨氏
旧臣との関わりを持ち続けていた。
  尾張高梨家史料一括は、江戸時代
前期に高梨氏旧臣の子孫畔上氏が高
梨館跡を取得した際の記録と、中野
を離れた尾張高梨家が江戸時代を通
じて中野周辺の旧臣と交信を行って
いたことを示す史料群。この史料群
の特徴として、些細な新年の挨拶な
どの記録が残っていることと、尾張
藩に仕えていた内容よりも中野の旧
臣との交信の記録が多いことがあげ
られる。

 個人

　　29. 3.24

旧山田家住宅酒売場
（大字江部）

 中野市

 中野市

江戸時代からの豪農である山田家の
住宅。街道沿いに江戸時代後期から
建築された土蔵群や長屋門が連な
り、商屋の形式を有している。座敷
には銘木類をはじめとした建築材が
用いられている。

旧山田家住宅隅蔵
（大字江部）

旧山田家住宅六間蔵
及び二間蔵
（大字江部）

旧山田家住宅質蔵及
び文庫蔵
（大字江部）

 中野市
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—遺跡調査状況—  

所 在 地
草　　間

草　　間

安 源 寺

栗　　林

安 源 寺

更    科

更    科

更    科

更    科

七　　瀬

新　　井

立 ヶ 花

栗　　林

草　　間

栗　　林

壁　　田

小 田 中

草　　間

七　　瀬

新　　井

安 源 寺

赤　　岩

栗　　林

間　　山

安 源 寺

田　　上

立 ヶ 花

間　　山

間　　山

栗　　林

間　　山

立 ヶ 花

立 ヶ 花

草　　間

栗　　林

田　　上

栗　　林

新　　野

立 ヶ 花

栗　　林

栗　　林

田　　上

間　　山

立 ヶ 花

草　　間

大　　俣

栗　　林

草　　間

新　　野

田　　上
大　　俣

 姥懐遺跡

 袖山円墳状遺跡

 姥懐遺跡(東山団地造成)

 新井大ロフ遺跡44

41

42

43  姥懐遺跡 (古墳分布調査)

 安源寺遺跡

 茶臼峰大久保古窯址

40

39

 茶臼峰大久保古窯址

 栗林遺跡

　　 昭和38

年　 度 調　　査　　遺　　跡　　名　（　起　因　事　業　）

 栗林遺跡(分布調査)

 栗林遺跡(緊急確認調査)

 建応寺跡

 栗林遺跡

 神宮寺遺跡（緊急分布調査）

 小田中東田遺跡

 草間工場団地造成地内窯跡緊急分布調査

51

52

 安源寺遺跡

 宮前遺跡周辺緊急分布調査

 東池田古窯址群（範囲確認調査）

 岸梨遺跡（緊急分布調査）

 立ヶ花城館跡

 建応寺跡

 田上寺の前遺跡

 茶臼峰古窯址

 壁田宮下遺跡

 姥懐遺跡(古墳分布調査)

 立ヶ花表山遺跡

 栗林遺跡(分布調査)

58

43･44

54

55

56

56

53

57

50

45

46

 安源寺遺跡(分布調査)

 七瀬前山古墳

 新井大ロフ遺跡（分布調査）

 建応寺跡

 建応寺跡（確認調査）

 安源寺遺跡（緊急分布調査）

 田上寺の前遺跡(倭小学校グランド造成)

 栗林遺跡

 立ヶ花表遺跡

 上の山窯址

 栗林遺跡

 新野上東遺跡(日野小学校グランド造成)

 大俣宮反遺跡(試掘調査)

 中電高丘変電所建設に伴う分布確認調査

 姥ヶ沢遺跡

 大久保古窯址（確認調査）

 浜津ヶ池遺跡（緊急分布調査）

 新野上東遺跡（緊急分布調査）

 立ヶ花城跡等(送電線鉄塔建設事業)

 栗林遺跡

 栗林遺跡

 田上寺の前遺跡(倭小学校改築工事)

 市道立ヶ花16号線改良工事に伴う調査
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所 在 地
間　　山
七　　瀬
草　　間
大　　俣

立ヶ花・桜沢
安 源 寺
田　　上
安 源 寺
安 源 寺
七　　瀬
田　　麦
東　　町
七　　瀬
田　　麦
東　　町
栗　　林
七　　瀬
東　　町
西　　条
安 源 寺
立 ヶ 花

西条・岩船
安 源 寺
立 ヶ 花
立 ヶ 花

安源寺・桜沢
草　　間
東　　町
安 源 寺
東　　町
立 ヶ 花

西条・岩船
桜　　沢
新　　野
栗　　林
間　　山
東　　町
草　　間
草　　間

西条・岩船
栗　　林
間　　山
東　　町

西条・岩船
草　　間
立 ヶ 花
草　　間
草　　間
立 ヶ 花
栗　　林

西条・岩船
立 ヶ 花
安 源 寺
立 ヶ 花
栗　　林
東　　町

西条・岩船
安 源 寺
栗 和 田
栗　　林

西条・岩船
立 ヶ 花

 牛出城跡
 栗林遺跡(道路改良事業)
 高梨氏館跡（公園整備事業）

 安源寺館跡(道路改良事業)

 新野遺跡(道路改良事業)

 高梨氏館跡(公園整備事業)
 京塚古墳(高速関連採土事業)
 西山古墳(高速関連採土事業)

 間山遺跡(道路改良事業)

 がまん渕遺跡(高速関連採土事業)
 沢田鍋土遺跡(道路改良事業)

 がまん渕遺跡(高速関連採土事業)
 清水山窯址(高速関連採土事業)

2

3

4

 安源寺遺跡(西部公民館建設)

 安源寺遺跡(道路改良事業)

 上の山遺跡(高速関連採土事業)5

7

6

 栗和田３号古墳

 立ヶ花表山古窯址(畑地かんがい事業)

63

 中原窯址

 田上寺の前遺跡(農村モデル事業)
 安源寺遺跡(宅地造成)

 七瀬遺跡

 立ヶ花遺跡・桜沢４号古墳(鉄塔建設工事)

年　 度

62

59

61

60

 高梨氏館跡(確認調査)

 田麦中畝１、２号古墳(住宅団地造成事業)
 高梨氏館跡

 七瀬５号古墳(住宅団地造成事業)

 高梨氏館跡(公園整備事業)

 安源寺遺跡 (畑地かんがい事業)
 七瀬２、６号古墳(住宅団地造成事業)
 田麦中畝３、４、５号古墳(住宅団地造成事業)

 安源寺遺跡(防火貯水槽建設)

 西条遺跡・岩船氏館跡(区画整理事業)

 立ヶ花遺跡(橋梁整備事業)

　　 平成元

 草間城跡(住宅建設)
 風巻遺跡・桜沢遺跡(暗きょ排水事業)

 間山遺跡(道路改良事業)

 桜沢遺跡(道路改良事業)

 高梨氏館跡(公園整備事業)
 立ヶ花遺跡(橋梁建設事業)
 西条・岩船遺跡群(区画整理事業)

 栗林遺跡(道路改良事業)

 栗林遺跡(西部畑地総合開発事業)

 沢田鍋土遺跡(市道高丘９号線新設工事)

 高梨氏館跡(公園整備事業)

 西条・岩船遺跡群(区画整理事業)
 栗林遺跡(道路改良事業)

 西条・岩船遺跡群(区画整理事業)

 西条・岩船遺跡群(区画整理事業)

 西条・岩船遺跡群(区画整理事業)

 牛出遺跡(千曲川築堤工事)

 栗林遺跡(道路改良事業)
 西条・岩船遺跡群(区画整理事業)

 安源寺遺跡(西部デイサービスセンター建設)

 栗林、浜津ヶ池遺跡(畑地かんがい事業)

 立ヶ花遺跡(市道改良事業)

 高梨氏館跡
 西条遺跡(区画整理事業)

 七瀬３、４号古墳(住宅団地造成事業)

調　　査　　遺　　跡　　名　（　起　因　事　業　）

 大俣宮反遺跡発掘調査(堤防建設工事)

 安源寺遺跡(住宅建設)

 間山遺跡(県道拡幅)
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所 在 地
栗　　林
立 ヶ 花

西条・岩船
小 田 中
立 ヶ 花
立 ヶ 花
立 ヶ 花
栗　　林

新野・更科
安 源 寺

西条・岩船
小 田 中
東　　町
栗　　林
栗　　林
東　　町

新野・更科
栗　　林
立 ヶ 花
新　　野
安 源 寺
草　　間
安 源 寺
田　　上
草　　間
柳　　沢
上 今 井
草　　間
草　　間
吉　　田
柳　　沢
赤　　岩
新　　野
吉　　田
柳　　沢

23 豊　　津
24 豊　　津

安源寺・草間
25 豊　　津

柳　　沢
26 柳　　沢

西　　条

27 柳　　沢

28 柳　　沢

豊　　津

29 柳　　沢

 琵琶島遺跡（道路改良工事）

 柳沢遺跡（国庫補助事業による学術調査）

 柳沢遺跡（国庫補助事業による学術調査）

 柳沢遺跡（国庫補助事業による学術調査）
 西条東屋敷遺跡（店舗建設）

 柳沢遺跡（国庫補助事業による学術調査）

 西条・岩船遺跡群(道路整備事業)

 五里原遺跡・吉田宮脇遺跡(道路改良工事)

 安源寺遺跡(デイサービスセンター建設工事)
 東池田窯跡(道路改良工事)

 笠倉遺跡（千曲川築堤工事に伴う記録保存調査）
 風巻遺跡（北陸新幹線建設工事）

 新野遺跡(真引川改修工事)
 立ヶ花遺跡(道路改良事業)

 新野遺跡(道路改良工事)

 栗林遺跡（千曲川築堤工事)

 笠倉遺跡（千曲川築堤工事）
 笠倉遺跡（千曲川築堤工事）

 柳沢遺跡(国庫補助事業による学術調査)

 大久保館跡(道路改良工事)

 高遠山古墳

22  神宮寺下遺跡(道路改良工事)

 安源寺遺跡(郵便局建設工事)

17

19
21

 田上遺跡群(農道整備事業)

 吉田宮脇遺跡(道路改良工事)

15

16

 茶臼峯窯跡(道路改良工事)18

 柳沢遺跡(国庫補助事業による学術調査)

 内堀館跡(道路拡幅)

12

14

 栗林遺跡(千曲川築堤工事)

 栗林遺跡(公共下水道事業高丘終末処理場建設)
 牛出遺跡(千曲川築堤工事)
 西条・岩船遺跡群(宅地造成)
 上小田中遺跡(防火貯水槽建設)

 栗林遺跡(千曲川築堤工事)

年　 度 調　　査　　遺　　跡　　名　（　起　因　事　業　）

10

9

 高遠山古墳

8

11

 安源寺城跡(上水道貯水槽建設)

 高梨氏館跡(公園整備事業)

 牛出城跡(道路改良事業)

 茶臼峯窯跡(道路改良工事)
 柳沢遺跡(試掘調査)

 高梨氏館跡(公園整備事業)
 栗林遺跡(千曲川築堤工事)

 立ヶ花西原遺跡(店舗建設)

 上小田中遺跡(宅地造成)

 牛出窯跡(道路改良事業)

 柳沢遺跡（国庫補助事業による学術調査）
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